


※ 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

3月号 vol.105 休館日…3月9日（火）、16日（火）

　ガムラン演奏団体「スカル ･ジュプン」による
レクチャーコンサートを、6月から延期し、感染症
対策として会場を大ホールへ移して開催しました。
　荒内琴江さん、近藤友麻さんによる華やかな
「パニャンブラマ（歓迎の花撒きの踊り）」で幕開け
し、一気にバリ島へと誘われました。スカル・ジュ
プンの代表・瀬戸宏さんによる、ガムラン音楽の背
景となる、バリ島の自然・社会・宗教についてのレクチャーに続いては、内藤愛さんによる勇まし
い男踊り「バリス（戦士の踊り）」と即興的でエキサイティングな演奏が繰り広げられました。

　後半ではバリ島の様々なガムランや踊りについて、
それが奏される儀式の映像、そのリズムの元となっ
たであろう自然の中の生き物の鳴き声や、人々の生
活音など、多面的にガムランを紹介していただき、最
後はストーリー性のある「レゴン・ラッサム（ラッサ
ム王物語）」をお届け。異国情緒たっぷりの音楽と舞
を楽しみながら、理解も深まる機会となりました。

令和 3年2月15日発行 vol.105　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

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。

「知って楽しむ世界の音楽 ～祈りの島のガムラン～」（12/7 開催）
友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント

2021年度 友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント ラインナップ

5/26（水） 9/24（金） 2022.2/11（金・祝）

全文は当館のブログに掲載しています→

当館ホームページ内
「各種資料ダウンロード」の
ページを充実させました。

informatio
n

https://koganei-civic-center.jp/
rental/download.html

■「各種提出資料フォーマット」に、施設利用にあ
たって必要となる各種提出書類をまとめていま
す。来館いただかなくても、書類をプリントアウ
トしてお使いいただくことができます。

■「チラシ作成用素材」に、外観写真とアクセスマッ
プの画像をご用意しました。当館での催し物のチラ
シを作成する際に、ご自由にお使いいただけます。

様々なジャンルの会員限定イベントをご用意しています。この機会にぜひご入会ください！
［共通］こがねいメンバーズ無料（会員本人のみ入場可）／小ホール／全席自由

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

3(水)～
7(日) G 芳春展 11：00～19：00 無料

東京学芸大学 
日本画研究室［橋本］

 E tgunihonga@gmail.com

4(木) D

主催公演
こがねい落語特選
早春 四彩笑宴の会

ÅNÅAÅM

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

3,000円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

 T 042-380-8099

4(木) 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

7(日) S
他

第10回こがねい市民活動まつり 10：00～16：00

全席自由
無料
小ホールは
要事前申込

小金井ボランティア･
市民活動センター
 T 042-387-0011
 F 042-386-1294
 E vc-koganei@circus.ocn.ne.jp
 H http://kvac.jp

11(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］

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

12(金) S
小金井桜のきほん
NPO法人 小金井市文化協会
創立30周年記念講演

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

NPO法人 小金井市文化協会
［橘田］

 T 090-4361-5005

17(水) S 小金井ブランチタイムコンサート 10：00 開場
10：30 開演

全席自由
1,000円

大滝事務所［大滝］
 T 090-1852-7879

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

18(木) D

主催公演
友の会「こがねいメンバーズ」
会員限定イベント
チェロの仕事
※会場が変更になりました。

ÅNÅAÅM

13：30 開場
14：00 開演

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

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

19(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

22(月) S Spring Concert
～郷愁の夕べ～

19：00 開場
19：30 開演

全席自由
2,000円

String Duo K&T
 E tarocco1125je@gmail.com

25(木) S 第2回こがねい春の能
事前講座

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

こがねい春の能［五十嵐］
 T 070-6422-1532
 E harunonoh@gmail.com

26(金) S フィオレンテスペシャルコンサート
聴いて味わう唱歌･童謡の世界

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
2,500円

Fiorente［吉田］
 E fi orente1995@gmail.com

27(土) S 大人のためのおはなし会
宮沢賢治「双子の星」

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
2,500円

銀河の会［松尾］
 T 080-1232-0794

29(月) D 都立小金井北高等学校吹奏楽部
第28回 定期演奏会

17：30 開場
18：00 開演

一部指定
無料

都立小金井北高等学校
吹奏楽部
 T 042-385-2611

31(水)～
4/4(日) G フォトクラブ彩光 写真展

10：00～18：00
初日 13：00～
最終日～16：00

無料 フォトクラブ彩光
 T 090-6026-8419

2021 年1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。

知って楽しむ伝統芸能
～太神楽×時代考証～

コンサートを支える仕事人
～ステージマネージャー編～

オーボエに魅せられて

●鏡味仙成（太神楽）
●大石 学（東京学芸大学名誉教授･特任教授）

●根本孝史（ステージマネージャー）
●飯田有抄（ナビゲート）

●杉本真木（オーボエ）
●出羽真理（ピアノ）


