


友の会「こがねいメンバーズ」会員募集中！
年会費 2,000 円でこんなに楽しい！こんなにお得！

※ 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。 
※会場　○大 …大ホール　○小 …小ホール　○G …市民ギャラリー

イベントCALENDAR2020

●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）

https：//koganei-civic-center.jp

12月号

チケットの先行予約
チケットの１０％割引販売 
会員限定イベントへの無料参加
チケット送料無料、コンビニ引き取り手数料無料
ショッピングや飲食などの、提携店での各種特典
公演チラシや、出演者インタビューなどを掲載した会報のご郵送
ドリンク割引券プレゼント
施設利用の優待企画実施
小金井市立「はけの森美術館」の入館無料

特典 3

特典 1

特典 4

特典 2

特典 5

特典 6

特典 7

■年 会 費：2,000 円　■会員期間：入会日から 1 年後の同月末日まで
■入会方法：当館 2 階事務室、または申込書のご郵送と年会費のお振込にて、随時承っています。

vol.102 休館日…12月8日（火）、15日（火）、29日（火）～1月3日（日）

特典 8

特典 9

小金井市内先行受付 応募方法

知って楽しむ世界の音楽 ～祈りの島のガムラン～

「中川瑞葉 ピアノ･コンサート～天空の響きと現代の音楽～」
（9/23 開催）

12/7（月）14：00
大ホール

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〉

自然の恵みに対する感謝の祈りの中で息づくインドネシア·バリ島のガムラン。
人々の生活とのかかわり、音楽の仕組みや踊りとの結びつきなどの解説を交えながら
お届けするレクチャーコンサートです。

好評受付中！ お申込みと同時の入会可。ぜひこの機会にご入会ください。

［出演］ スカル·ジュプン（ガムラン）
 荒内琴江、近藤ゆま、内藤愛（舞踊）

［演目］ パニャンブラマ（歓迎の花撒きの踊り）
 バリス（戦士の踊り）
 レゴン·ラッサム（ラッサム王物語）より

［料金］ こがねいメンバーズ無料（会員本人のみ入場可）
［定員］ 120 名（先着順受付）、要事前申込、指定席

※本イベントは 6 月から延期となったものです。感染症拡大予防策と
して、会場を大ホールに移し、自由席から指定席へ変更して開催します。

友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント

友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント

好評受付中
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SoCoLA 
武蔵小金井クロス

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

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
開館時間、受付時間等を変更させていただく場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

 ※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、イベントの変更・延期・中止等が生じる場合があります。
 　最新情報は当館ホームページでご確認いただくか、各お問合せ先へお問い合せください。

　小金井在住のピアニスト中川瑞葉さんが、〝月 · 星 · 宇宙″をテーマに、
現代音楽の魅力を紹介するレクチャーコンサートを開催しました。
　サティ、モーツァルトの楽曲演奏に続いて自己紹介。農業や自動車整備
工といったピアニストらしからぬ経歴や、野川の散策や小金井の坂対策な
どの地元トークを披露。また、フォーレやドビュッシーの歌曲をクラシック
出身ではないヴォーカリストが歌い、現代的にアレンジする〝RE-CLASSIC STUDIES（クラシック
音楽の再生と翻訳）″プロジェクトを映像で紹介しました。

　ヒナステラの「アルゼンチン舞曲集」ではダイナミックで土
俗的な演奏を、西村朗の「ピアノのための《星の鏡》」では

〝無音より静かな天空の響き″をお届け。現代音楽で用いられ
る「倍音」や「内部奏法」についてのレクチャーを挟み、ジョー
ジ ･ クラムの「マクロコスモス」を、十字型や螺旋状などの
独特な楽譜を投影しながら演奏しました。

全文は当館のブログに掲載しています→

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

4(金) D
法政大学工学部マンドリンクラブ
第 57 回 定期演奏会

17：15 開場
18：00 開演

全席自由
無料

法政大学工学部マンドリンクラブ
 E htmc2006@hotmail.co.jp

 @htmcMandolin

4(金)
5(土) G 小金井市障害者週間 芸術展

［4 日］
13：00〜17：00

［5 日］
10：00〜16：00

無料
小金井市福祉保健部
自立生活支援課

 T 042-387-9848

5(土) S
小金井市障害者週間
スペシャルイベント
映画「この街で暮らす道草」上映会

①   9：30 開場
　   9：50 開演
② 13：40 開場
　 14：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

小金井市福祉保健部
自立生活支援課

 T 042-387-9848

6(日) D

公演
FOCUSこがねい
津村禮次郎の能楽の楽しみ

 ÅN ÅA ÅM

14：15 開場
15：00 開演

全席指定
一般3,500円
U-25席 1,500円
こがねいメンバーズ
一般3,200円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

 T 042-380-8099

7(月) D

公演
友の会「こがねいメンバーズ」
会員限定イベント
知って楽しむ世界の音楽
～祈りの島のガムラン～

 ÅN ÅA ÅM

13：30 開場
14：00 開演

全席指定
こがねいメンバーズ
無料

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

 T 042-380-8099

7(月) S
金子みすゞ と広い河の岸辺
中村祐子×たかこ·やぎりんバンド

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
一般2,999円
学生 500 円

［八木］
 T 080-5379-4929
 E yagirin88@gmail.com

9(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

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］

11(金) S オペラ集団 I CANTORI 特別公演
「アフタヌーン·コンサート」 Å　　M

14：30 開場
15：00 開演

全席自由
2,000 円

［小林］
 T 080-5271-6196
 E studiocantiamo@gmail.com

13(日) D 第 37 回 ファミリーコンサート 18：30 開場
19：00 開演

全席指定
無料
要事前申込

小金井市民オーケストラ［大和田］
 T 0422-31-3582

14(月) S 大滝俊 ピアノ·ソロ·コンサートM
14：00 開場
14：30 開演

全席自由
2,500 円

［大滝］
 T 090-1852-7879

16(水) S

すぐに使える！役立つ！
女性のための再就職支援セミナー
＆個別相談会

「女性のためのライフワーク
バランス講座」 in 小金井

12：30 開場
13：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

女性しごと応援テラス
多摩ブランチ
 T 042-529-9003

19(土) D
公演

ホールの響きシリーズ 第 4 回
クアルトナル アカペラ·コンサート

開催中止
小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

 T 042-380-8099

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

21(月) D 青春 歌の広場 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
700 円
先着 150 名

青春歌の広場 [ 松川 ]
 T 080-1056-0686

22(火) S オペラ集団 I CANTORI 特別公演
「アフタヌーン·コンサート」　　 M

14：30 開場
15：00 開演

全席自由
2,000 円

［小林］
 T 080-5271-6196
 E studiocantiamo@gmail.com

23(水) S
島津アトリエ工房
アトリエカラフル美術教室
クリスマス会工作 2020

10：00 開場
10：15 開演

一部指定
無料
要事前申込

島津アトリエ工房
アトリエカラフル美術教室［島津］

 T 080-5485-7226

24(木) D バレエ ·メソッド
第 32 回発表会

17：30 開場
18：00 開演

一部指定
無料
要事前申込

バレエ・メソッド［喜田］
 E ballett.method@
　 docomo.ne.jp

24(木) 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

24(木) S アポールのクリスマス 2020
① 18：45 開場
　 19：00 開演
② 19：45 開場
　 20：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

Apor Ballet Classical
 T 090-9826-6568
 E volkhovskyi@gmail.com

26(土) D
東京大学混声合唱団 
コール·ユリゼン
第 60 回記念 定期演奏会

15：30 開場
16：00 開演

全席指定
無料
要事前申込
※当日受付も可

東京大学混声合唱団 
コール・ユリゼン［髙林］

 T 080-4937-3647
 E maitakabayashi1211@
　 gmail.com

26(土) S 声楽勉強会 時間未定 関係者のみ入場可［小林］
 E studiocantiamo@gmail.com

27(日) D
公演

こがねい落語特選
年忘れ 至高名宴の会

 ÅN ÅA ÅM

12：15 開場
13：00 開演

全席指定
一般3,500円
U-25 席 2,000 円
こがねいメンバーズ
一般3,000円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

 T 042-380-8099

2020年10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。
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