






※こちらに掲載されているイベントに関するお問合せは、各お問合せ先へお願いします。
※ マークが付いている公演のチケットは、当館 2階事務室、
　 マークが付いている公演のチケットは、インターネットチケットサービス、
　 マークが付いている公演のチケットは、チケットデスク専用電話でもお取り扱いがございます。
　チケットの残数はお問合せください。
※会場　○大…大ホール　○小…小ホール　○G …市民ギャラリー休館日…10月8日（火）・15日（火）

https：//koganei-civic-center.jp 武蔵小金井駅
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イベントCALENDAR

●住 所：〒184-0004東京都小金井市本町6-14-45
　　　　　　　（JR中央線「武蔵小金井駅」南口駅前）
●休 館 日：第2・3火曜日（祝日の場合はその直後の平日）
　　　　　　　年末年始および保守点検日
●開 館 時 間：9：00～22：00
●受 付 時 間：9：00～20：00
　　　　　　　（施設利用申込・お支払）
●チケット受付：10：00～19：00（チケット購入・予約）
令和元年9月15日発行 vol.88　編集・発行：小金井市民交流センター 指定管理者 こがねいしてぃ共同事業体
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小金井市内先行受付 応募方法
小金井市内に在住・在勤・在学の方は、一般発売に先駆けてお申し込みいただけます。

（応募者多数の場合抽選）

●応募資格：市内在住、在勤、在学の方
●応募期間：各公演で異なります。［指定期間内必着］
●応募方法：往復ハガキ（1人1通）
・申込可能枚数は公演により異なります。
  詳細は各公演のチラシやホームページでご確認ください。
・重複応募や記入不備、電話・FAXでの申し込みは無効。
・配席はお任せいただきます。
・車椅子席、介助席は席数に限りがあります。
  ご希望の場合は、その旨をご記入ください。
・市内先行は友の会特典（割引など）の対象外となります。
※ご応募いただきました個人情報は、市内先行受付の抽選
　ならびに、当落結果送付以外の目的では使用しません。〈返信・宛名面〉 〈往信・裏面〉

〈往信・宛名面〉

お問合せはこちら

チケットのご予約は
こちら

☎042-380-8077 受付時間：9：00～22：00
チケットデスク
インターネット
チケットサービス https：//koganei-civic-center.jp

☎042-380-8099 受付時間：10：00～19：00

本紙「イベントなび」にイベント情報を掲載しませんか？「イベントなび」は小金井市内を中心とした新聞折込の
ほか、友の会会員へ送付、小金井市内や近隣市の公共施設等にも設置しています。
■サイズ：１枠　約45mm× 約124mm
■掲載料：1回１枠　税込10,000円～25,000円（号により異なります。）

■掲載位置：本紙裏面下部
■色：2色　　　　※詳細はお気軽にお問合せください。

「イベントなび」広告掲載募集

大ホール客席図［578席］

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

1(火) D
楽器は、健康寿命を延ばす！
瀧靖之 特別講演会 ＆ 蔵島由貴
ピアノ･ミニコンサート

11：15 開場
11：30 開演

全席自由
500円

宮地楽器 小金井支店 
講演会事務局
�T 042-383-5551（代表）
�E onkk2@miyajimusic.com

1(火) D 摂食嚥下研修会 18：15 開場
18：45 開演

1,000円
要事前申込

日本歯科大学 口腔リハビリ
テーション 多摩クリニック

�E tamaclinic-renkei@
　 tky.ndu.ac.jp

2(水) S 昭和歌謡名曲カフェ 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
800円

清水ピアノ会［清水］
�T 090-4203-2450
E thinkandgrowrich07@
　 ezweb.ne.jp

4(金) S ソシアルダンスの集い 13：10 開場
13：20 開演 700円 メイプル[天内 ]

�T 042-388-4831

5(土) D
ホールの響きシリーズ 第2回
「甘美なるイタリア･バロックの響き」

 ÅN ÅA ÅM

13：30 開場
14：00 開演

一般3,000円
こがねいメンバーズ

2,000円
U-25席2,000円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

6(日) S マリエッタダンスパーティー 13：20 開場
13：20 開演 600円 マリエッタ

�T 042-336-5649

7(月) D
F.リスト 演奏会用練習曲 
全曲演奏会

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
無料

花岡千春門下生の会
�E offi  ce.shun.in.kai@gmail.com

7(月) S 第九回 エトワール･シャンテ 12：30 開場
13：00 開演

全席自由
無料

歌う会［蛭川］
�T 042-302-1593

10(木) S 武蔵小金井スマイル合唱団 10：00～11：30 体験無料
武蔵小金井スマイル合唱団
�T 03-6304-0161［本部］
�T 042-385-7426［大森］

10(木) S 「キヨミ」ダンスパーティー 13：10 開場
13：20 開演

一般 700円
会員 500円

キヨミダンス［関根］
�T 080-5020-5293

11(金) S 武蔵小金井青春ポップス合唱団   9：45 開場
10：00 開演

無料
要事前申込

合唱団支援事務局
�T 03-6304-0161

11（金）～
14（月･祝）G

市民の芸術の祭典2019
第 7回 秋のこがねい市民文化祭
「展示の部」作品展示

10：00～17：00 無料
小金井市民文化祭実行委員会
展示部門［渡辺］
�T 090-4126-7044

12（土）～
14（月･祝）D

市民の芸術の祭典2019
第 7回 秋のこがねい市民文化祭
出演発表

［12日］
10：15 開場
10：45 開演
［13日・14日］
  9：30 開場
10：00 開演

無料
小金井市民文化祭実行委員会
出演担当［三上］
�T 090-4074-3814

12（土）～
14（月･祝）S

市民の芸術の祭典2019
第 7回 秋のこがねい市民文化祭

［12日･13日：華展］
10：00～17：00
［14日：講演会］
10：00～11：15
［14日：出演発表］
11：30～20：15

無料
小金井市民文化祭実行委員会
�企画担当［亀山］
�T 042-386-1275

16(水) S 市民公開講座 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

一般社団法人 東京都小金井
歯科医師会［川路］
�T 042-385-0303
�E kg-sikaisikai@helen.ocn.ne.jp

17(木) D 映画「ワーカーズ 被災地に起つ」
上映会

18：15 開場
18：30 開演

全席自由
大人1,000円
大学生･高校生

500円

日本社会連帯機構［酒見］
�T 03-6907-8051
�E t-sakemi@roukyou.gr.jp

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

17(木) S 駅前ダンスパーティー 13：15 開場 一般 700円
会員 500円

小金井市ダンススポーツ連盟 
事務局［小松］
�T 042-384-1911

18(金) D 第3回 川崎平右衛門研究会   9：30 開場
10：00 開演

全席自由
大人1,000円
大学生・高校生

500円

川崎平右衛門研究会［木谷］
�T 080-5895-3960
�E walk@tbz.t-com.ne.jp

18(金) S シャインダンスパーティー 13：15 開場
13：20 開演 700円 シャインダンス［吉原］

�T 090-2940-2430

18（金）～
23（水）G 第9回 東京水彩会展 10：00～18：00

最終日～16：00 無料
東京水彩会 事務局［目黒］
�T 042-384-1576

19(土) D
秋のジャズ祭り
（宮之上貴昭 
ジャズギター道場リサイタル ほか）

16：30 開場
17：00 開演

全席指定
前売4,000円
当日4,500円

宮之上貴昭ジャズギター道場
�T 090-3960-5774
　  （リサイタル係）
�E jazzguitar@miyanoue.net

19(土) S
0歳からのリトミックコンサート
マリンバ＆スチールパン 
ワークショップ

①10：45 開場
　 11：00 開演
②14：30 開場
　 14：45 開演
ワークショップ

 13：10～

一般1,500円
子ども（小学生
以下）500円
ワークショップ 
1,000円

まつざわリトミック［松澤］
�T 090-9594-2638
�E childmusicm@gmail.com
�H http://matsurito.
　 sakuraweb.com

19(土) S
第19回 小金井音楽談話室
ヴィルタス･クヮルテット定期演奏会
～弦楽四重奏の愉しみ：革命者たち

 ÅM

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
一般2,800円
シニア（65歳以上）

2,300円
学生1,800円

小金井音楽談話室［足立］
�T 042-388-8099
�E koganei-music@
　 kch.biglobe.ne.jp

20(日) D 小さな音楽会
（ヴァイオリン、チェロ、ピアノ 発表会） 時間未定 全席自由

無料
オクムラ音楽教室

�T 042-382-7034

20(日) S 令和も！ 紙芝居っておもしろい！ 13：45 開場
14：00 開演

全席自由
無料

［守永］
�T 042-388-8335

21(月) D 青春歌の広場　　　　　　　  ÅM
13：30 開場
14：00 開演

全席自由
700円

青春歌の広場[松川 ]
�T 080-1056-0686

21(月)
22(火･祝) S いきいきシルバーフェア

［21日］
13：00～17：00
［22日］
9：00～17：00

無料
公益社団法人 
小金井市シルバー人材センター
�T 042-383-6141

22(火･祝) D 第30回 中野プラタナス
シャンソン発表会

14：30 開場
15：00 開演

全席自由
無料

中野プラタナス［竹内］
�T 03-3247-3517

23(水) S ソシアルダンス 13：10 開場
13：20 開演 700円 クインテット[前田 ]

�T 042-381-3863

24(木) S スマイル合唱団 10：00～11：30 無料関係者のみ入場可
合唱団支援事務局
�T 03-6304-0161

24(木)～
28(月) G あじさいの会 絵画展

10：00～17：00
初日 12：00～
最終日 ～16：00

無料 あじさいの会［井上］
�T 042-326-2401

25(金) S 「みんなのオペラ」をもっと楽しむための
茂木大輔音楽講座        ÅN ÅA ÅM

13：30 開場
14：00 開講 完売御礼

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

26(土) D 国分寺チェンバーオーケストラ
コンサート

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
前売 800円
当日 1,000円

［田竝（たなみ）］
�T 090-8946-2623
�E tanami39@ozzio.jp

26(土) S 「ことばの宝石箱」 14：00 開場
14：30 開演

全席自由
前売2,000円
当日2,500円

ドラマティックリーディング［戸村］
�T 042-387-8128
�T 090-9833-8381

27(日) D 大友門下生による演奏会  9：45 開場
10：00 開演

全席自由
無料

［大友］
�T 042-386-0793

27(日) S オランダ･ベルギー室内音楽祭 13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料

APA中央線例会［吉田］
�T 080-4123-4464
�E apa.chuosen@gmail.com

29（火）～
31（木） D

第46回 国際核酸化学シンポジウム･
日本核酸化学会 第3回年会

9：00 開場
9：30 開演

全席自由
参加登録費
�30,000円

日本核酸化学会
東京農工大学 教授［池袋］
�T 042-388-7030
�E ikebu@cc.tuat.ac.jp
�H http://www.knt.co.jp/
　 ec/2019/isnac2019
2019年 8月10日現在の情報です。

主催者から掲載希望があった催し物のみ掲載しています。
こちらに掲載されているイベントに関するお問合せは、各お問合せ先へお願いします。
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