


※ 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

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！

5月号 vol.107 休館日…5月11日（火）、18日（火）

所蔵作品展
「画家の仕事と手

て

遊
すさ

び ―中村研一、はけの日々―」

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

1(土) D
都立 小金井北高等学校 吹奏楽部
第28回 定期演奏会

13：30 開場
14：00 開演 無料

都立 小金井北高等学校
吹奏楽部［田村］
�T 042-385-2611

2(日) D
法政大学工学部 マンドリンクラブ
駒澤大学 ギターマンドリン倶楽部
ジョイントコンサート

時間未定 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
 @htmc.Mandolin

駒澤大学 ギターマンドリン倶楽部
�E komazawa.mandolin@
　 gmail.com

3(月・祝) S マリエッタダンスパーティー 13：10 開場
13：20 開演 700円 マリエッタ［大浜］

�T 042-336-5649

4(火・祝) S Musica Felice
第36回 春のコンサート

14：45 開場
15：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

Musica Felice［稲葉（金原）］
�E miwako.musicafelice@
　 gmail.com

5(水・祝) S ムジカリーベル
こどもの日コンサート

①10：15 開場
　 10：30 開演
②13：45 開場
　 14：00 開演

全席自由
一般（中学生以上）

2,000円
子ども500円
3歳以下無料

ムジカリーベル
�E musica.liber.2020@
　 gmail.com
 musica_liber_2020

5(水・祝) 和室 主催講座
親子 de 茶道体験　　　　

ÅAÅM

①9：30開始～
⑨16：30開始ま
で、計9回開催
（各回親子1組、30分）

定員満了 小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099
5(水・祝) G 主催講座

親子 de 華道体験　　　　ÅAÅM
①10：15～11：15
②13：15～14：15 定員満了

6(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］

8(土) S

オペラ集団 I CANTORI
第13回本公演
プッチーニ作曲オペラ『蝶々夫人』
ハイライト演奏会形式
（日本語字幕付きイタリア語上演）

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
3,500円

オペラ集団 I CANTORI 
チケット担当

�T 080-5973-2077
�E i.cantori.ticket@
　 gmail.com

9(日) S
レハール作曲オペレッタ
『メリー ·ウィドウ』（日本語上演）

14：00 開場
14：30 開演

全席自由
2,800円

9(日) D
クリスタルスピンオフ
マンドリンコンサート
～鈴木静一のポエジーと風と～

13：15 開場
14：00 開演

全席自由
一般前売1,500円
一般当日 2,000円
学生前売 1,000円
学生当日 1,500円

クリスタルスピンオフ
�E info.crystalmandolin@
　 gmail.com

12(水)～
16(日) G

「第9回 JUKUいまさら写真展」
安東和 追悼展

10：00～17：00
初日13：00～
最終日～16：00

無料
いまさら塾［伊丹］
�T 042-381-6084
�E tantan@leaf.ocn.ne.jp

14(金) S APA中央線例会 室内楽演奏発表会
～バッハからヤナーチェクまで

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料
要事前申込

APA中央線例会［山下］
�T 080-3271-8409
�E apa.chuosen2@
　 gmail.com

15(土) D 大塚礼子バレエスタジオ
第37回 発表会

15：30 開場
16：00 開演

全席自由
1,000円

大塚礼子バレエスタジオ
�T 03-3397-2522
�H http://www.otsuka-
　 ballet.com

16(日) D
共同主催公演
オペラ「タング」
―まほうをかけられた舌―

ÅAÅM

14：30 開場
15：00 開演

大人2,500円
子ども（4歳～小学生）

1,500円
こがねいメンバーズ
大人2,300円
子ども1,400円
※0歳から入場可／
4歳未満ひざ上
鑑賞無料

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

17(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［林］
�T 090-9365-1235

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

17(月) S 小金井ブランチタイムコンサート
vol.15

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
�T 042-306-1607

19(水)～
24(月) G 第13回 マロン水彩会 作品展

10：00～17：00
初日 14：00～
最終日～16：00

無料 マロン水彩会［佐藤］
�T 0422-88-0757

20(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］

20(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

22(土) D
NPO法人 小金井市文化協会
創立30周年 特別企画
黒井千次氏 記念講演
「住む ·書く·生きる」

13：30 開場
14：00 開演

無料
要事前申込

NPO法人 小金井市文化協会
［福沢］

�T 090-9391-3338

22(土) S

友の会協力公演
第20回 小金井音楽談話室
ストリング ·狂（マニア）！
～戸田弥生＆横坂源
　デュオ ·リサイタル

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
一般2,800円
シニア2,300円
学生1,800円
こがねいメンバーズ
一般2,600円
シニア2,100円
学生1,700円

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

小・中・高校生のための
ミニ・コンサート
（出演者によるレクチャー付き）   

ÅM

11：30～12：15

高校生以下500円
一般1,500円
こがねいメンバーズ
高校生以下450円
一般1,400円

23(日) D 西川豪ヴァイオリンリサイタル  
ÅM

13：15 開場
14：00 開演

全席自由
4,000円

［岩舩］
�T 090-3914-9624

26(水) S

主催公演
友の会「こがねいメンバーズ」
会員限定イベント
知って楽しむ伝統芸能
～太神楽×時代考証～　ÅNÅAÅM

13：30 開場
14：00 開演 定員満了

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

26(水)～
30(日) G

西陣美術織 若
じゃくちゅう

冲
動物綵

さい
絵
え
展

10：00～17：00
最終日～16：00 無料

西陣美術織 全国巡回展
実行委員会
�T 072-808-2223

29(土) D
第9回市民文化祭
芸術文化フェスティバル2021
小金井市ハワイアンフラ連盟発表会

11：30 開場
12：00 開演 無料 ［星野］

�T 090-9345-7981

29(土) D
第9回市民文化祭
芸術文化フェスティバル2021
第6回 OTO☆DANCE LABO 発表会

①16：00 開演
②17：00 開演
③18：00 開演
各１０分前開 場

無料
要事前申込

［福沢］
�E otodancelabo@
　 gmail.com

29(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

30(日) D
第9回市民文化祭
芸術文化フェスティバル2021
小金井コーラスのつどい

12：00 開場
12：20 開演 無料

［有井］
�T 090-4067-6915
�E koganei.tudoi@gmail.com
2021年 3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。

令和 3年4月15日発行 vol.107　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

 ※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。

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

友の会「こがねいメンバーズ」会員募集中！

■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。

特典 8
特典 9

［会　　期］ 2021年3月27日（土）～5月9日（日）
［休 館 日］ 毎週月・火曜日（5/3（月・祝）、5/4（火・祝）も休館）
［開館時間］ 11：00～16：00（入館は15：30まで）
［観 覧 料］ 一般200円、小･中学生100円
　　　　　 （未就学児および障害者手帳、愛の手帳を
 お持ちの方と付き添いの方1人は無料）
［問 合 せ］ はけの森美術館 TEL042-384-9800
※4月にこがねいメンバーズの方にお送りした招待券をご利用いただけます。

小金井市立はけの森美術館

市制施行 60周年を記念して平成30年10月1日に制定された、
小金井市歌「光さす野辺」と小金井市民愛唱歌「夢みる町」を
毎日12時と17時に、館内の共有スペースで放送しています。
小金井ゆかりの奏者で結成された室内楽ユニット「ムジカこが
ねい」によるインストゥルメンタルバージョンです。
ご来館の際は、ぜひBGMにもご注目ください。

市歌・愛唱歌を流していますinform
ation

お問合せはこちら ☎042-380-8077 受付時間：9：00～22：00
チケットのご予約は

こちら

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。

「婦人像」
中村研一
1963年
油彩·
カンヴァス




