


※ 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CALENDAR2021

●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

大ホール客席図［578席］ ツイッター＆スタッフブログ 投稿中！

イベント情報はもちろん、出演者のオフショットやレポート、
暮らしのスパイスになりそうなプチ情報などを投稿中！
小金井市公式キャラクターのこきんちゃんもちらほら登場。
ぜひポチっと“フォロー”してください。
［公式］小金井 宮地楽器ホール（小金井市民交流センター）
　　　 ＠koganei-civic

twitter URL

感染症対策で客席の収容人数を半数にしての開催が続く中、
ご来場いただけなかった方にも雰囲気が伝わるよう、
公演写真もたっぷり掲載しています。ぜひご覧ください。

イベントレポートを続々掲載中！
スタッフブログURL

【お問合せ・チケット】☎080-5973-2077　　　i.cantori.ticket@gmail.com

オペラ集団 I CANTORI 主催オペラ集団 I CANTORI 主催

2 月のカントーリはバラエティ豊かな 3公演。
感染症対策を講じつつ運営いたします。
熱いオペラや迫力の声を、美しい小ホールでお楽しみください。

全席自由 ①3,500円 ②2,800円 ③2,000円 ※通し券はございません。
会場：小金井 宮地楽器ホール 小ホール
時間：19:30開演（19:00開場）

料　金
各回共通

❶2/13（土）開催「ガラコンサート」×オペラ
『カヴァレリア・ルスティカーナ』

❷2/14（日）開催「バレンタインコンサート」
❸2/20（土）開催 「日本歌曲コンサート」

❶2/13（土）開催「ガラコンサート」×オペラ
『カヴァレリア・ルスティカーナ』

❷2/14（日）開催「バレンタインコンサート」
❸2/20（土）開催 「日本歌曲コンサート」

広告
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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。

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

1(月) S
柳沢里実·久実＆金井信の
ウィンター·コンサート

14：10 開場
14：30 開演

全席自由
3,500円

デュオ企画
�T 090-4940-5818
E brb40407@nifty.com

2（火）～
4（木）S

税理士による小規模納税者などの
ための無料申告相談

［受付時間］
  9：30～11：00
13：00～15：00

無料
武蔵野税務署 
個人課税第1部門
�T 0422-53-1311

5(金) S 昭和歌謡名曲カフェ 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
800円
先着40名

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

6(土) D
コンチェルティーノ·フィオレンテ
vol.16

①12：30 開場
　 13：00 開演
②15：30 開場
　 16：00 開演

全席自由
無料

［丸山］
�T 090-2660-2193

6(土) 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

6(土)
7(日) G 造形アトリエ海星さくひんてん 10：00～15：00 無料 造形アトリエ海星［ミネタ］

�E hitode.tomoko@gmail.com

7(日) S 冬のお話とライアーのコンサート 14：00 開場
14：30 開演

全席自由
大人2000円
子供（3歳～
小学生以下）

1,000円

Space LaLa
E lyre4321@gmail.com

10（水）～
15（月）G フレッシュアート展

［10日］
13：00～16：00
［11日～14日］
10：00～18：00
［15日］
10：00～16：00

無料 ［加藤］
�T 080-5443-3848

12(金) D とんぼのめがねファミリー音楽祭
（第2回）

①10：00 開場
　 10：30 開演
②13：30 開場
　 14：00 開演

全席自由
①大人1,000円
小人　500円

②大人3,000円
小人 1,000円

小人（0歳～高校生）

とんぼのめがねファミリー
音楽祭実行委員［大久保］
�T 03-6403-9845
�T 090-6037-8485
�E ticket@arioso.co.jp

12(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

13(土) S

オペラ集団 I CANTORI
サロンシリーズ vol.30
ガラコンサート＆マスカーニ作曲オペラ
『カヴァレリア·ルスティカーナ』
ハイライト（字幕付き）　　　　A

19：00 開場
19：30 開演

全席自由
3,500円

I CANTORI チケット担当
�T 080-5973-2077
�E i.cantori.ticket@gmail.com

14(日) D

公演
ホールの響きシリーズ 第5回
新管楽！12管のブラス·アラカルト
ザ·ブラス·ワンダース

ÅNÅAÅM

13：15 開場
14：00 開演

全席指定
一般 3,000円
U-25席 2,000円
こがねいメンバーズ

2,000円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

14(日) S
0歳から、子供も一緒に♪
コンサートvol.46
ヴァイオリン、ピアノ、パーカッション

10：00 開場
10：30 開演

全席自由
大人前売

1,600円
大人当日

1,900円
子供（３歳～中学生）

600円
３歳未満ひざ上無料

Piccolo Classe
�H https://www.piccolo-
　 classe.com/babyconcert

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

14(日) 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

14(日) S オペラ集団 I CANTORI
特別公演 バレンタインコンサート

19：00 開場
19：30 開演

全席自由
2,800円

I CANTORI チケット担当
�T 080-5271-6196
�E studiocantiamo@gmail.com

15(月) S 一番古くて新しい「能」の世界
こんなに面白い！能の楽しみ方

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

NPO法人 小金井市文化協会
［渡辺］

�T 090-4126-7044

17（水）～
21(日) G

新井淳夫「東京の絵になる風景」展
及び竹ペンで描く墨彩
7教室合同展

初日15：00～
11：00～18：00 無料

［新井］
�E atsuoya@gmail.com

19(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

20(土) S ー聞いてきいての会ー
朗読発表会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料
（入場制限あり）

聞いてきいての会［千葉］
�T 042-301-8186

20(土) S
オペラ集団 I CANTORI
特別公演 日本歌曲コンサート
～四季を彩る日本の歌～

19：00 開場
19：30 開演

全席自由
2,000円

I CANTORI チケット担当
�T 080-5271-6196
�E studiocantiamo@gmail.com

22(月) S 生演奏 de 親子ヨガ  9：45 開場
10：00 開演

全席自由
親子一組

�3,000円
要事前申込

ムジカリーベル
�E musica.liber.2020@
　 gmail.com

23(火・祝) D はじめてのオーケストラ

［0歳～］
①10：00 開場
　 10：30 開演
［4歳～］
②12：30 開場
　 13：00 開演

全席自由
一般（小学生以上） 

2,000円
0歳～未就学児

1,000円

アンフィニ
�E info@infi ni.co.jp
�H https://www.infi ni.co.jp

23(火・祝) S まつざわリトミック教室
第7回発表会

①  9：45 開場
　 10：00 開演
②11：00 開場
　 11：15 開演

全席自由
関係者のみ入場可

まつざわリトミック［松澤］
�E childmusicm@gmail.com

23(火・祝)
～28(日) G 東京学芸大学 金工展 10：00～19：00

最終日 ～17：00 無料
東京学芸大学 金工研究室［二藤］
E tgu.kinko.lab@gmail.com

25(木) D
東京女子体育大学·
東京女子体育短期大学ダンス部
第56回 ダンス研究発表会

18：00 開場
18：30 開演

一部指定
前売 900円
関係者のみ入場可

東京女子体育大学・東京女子
体育短期大学 ダンス研究室
�T 042-572-4131
　 （内線394または562）

25(木) S 小金井 午後のクラシック
ピアノコンサート

14：00 開場
14：30 開演

全席自由
1,000円

大滝事務所
�T 090-1852-7879
　 （ショートメール可）

28(日) D 混声合唱団 漣
第23回 定期演奏会

13：30 開場
14：00 開演

全席指定
無料
要事前申込

漣事務局
�T 042-357-7255［廣本］
�E chor.sazanami@gmail.com

2020年12月5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。


