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■イベントなび掲載の主催公演チケットは、インターネット、電話、当館2階事務室、各種プレイガイドにてご購入いただけます。

https://koganei-civic-center.jp
インターネットチケットサービス

お好きな席を選択でき、コンビニエンスストア（セブン-
イレブン）でのお支払い･チケットの受け取りができます。

042-380-8099チケットデスク専用電話
10:00 ～19:00　休館日：第2・3火曜日、年末年始

当館2階事務室
ご来館の上、直接お買い求めいただくことができます。
10:00 ～19:00　休館日：第2・3火曜日、年末年始

年会費2,000円。
お得で楽しい特典多数！

こがねいメンバーズ友の会
会員募集中！！

K O G A N E I  M E M B E R S

新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じ、チケット発売や公演の変更･延期･中止、
販売席数や施設利用方法の制限などの対策を講じております。

最新状況は当館ホームページやお電話にてご確認ください。
ご理解･ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

ツイッターでも最新情報を随時投稿しています。
ぜひフォローしてください。

ツイッターホームページ

キッズ･カーニバル
フェイスブック ページ

@koganei_civic
ツイッター投稿中！

●発売初日は10:00からインターネットチケットサービス､
　チケットデスク専用電話でのみ受け付けいたします。
◎ U25席は、公演当日に25歳以下の方が対象となります。
◎ 公演内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
◎ 年齢記載がない公演は未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。
◎ 市内先行申込方法は、裏面をご参照ください。
◎ 表示価格は税込です。

日本舞踊の歴史や流派についてのお話と、立ち方や体の魅せ
方を学びます。美しい立ち居振る舞いを「演じて」みる、体験
型の講座です。※参加者は靴下着用、動きやすい服装でお越しください。
［講 　 師］市山松扇（日本舞踊家集団「弧の会」代表）
［全席自由］1,000円

もっと知りたい！日本の伝統芸能
～古典の美と魅力･日本舞踊編～

11:00
小ホール 【講座】
116 （金）6/26の公演に登場する「尺八」の魅力を、たっぷりお届けします！

楽器の仕組みや音色など、その奥深さに目から鱗の知識探求講座です。

［講師］小湊昭尚（尺八） ［全席自由］1,000円もっと知りたい！日本の伝統芸能
～和楽器の歴史と魅力･尺八編～

14:00
小ホール 【講座】
116 （金）

好評発売中！

117 （日）

津軽三味線×尺八×ピアノ×ドラムスによる
スーパーセッション！
民謡、ジャズなどをアレンジした曲で、
日本人の魂を揺さぶります。

日本舞踊の世界へ踏み出す最初の一歩となる、
レクチャー付きの公演です。
流派を超えて挑戦し続ける精鋭たちが
生み出す、迫力の舞台をぜひお見逃しなく！

響きが自慢の大ホールをひとり占め！
ピアニスト小山実稚恵選定の

フルコンサート･ピアノ（スタインウェイD274）を弾いてみませんか？

伝統芸能NEO
覚醒する邦楽の未来 16:00

大ホール ［日本舞踊家集団「弧の会」］より
泉 徳保　  市山松扇　  猿若清三郎　  花柳寿美藏　  藤間章吾　  藤間仁凰

［小山 豊Quartet band］
小山 豊（津軽三味線）　小湊昭尚（尺八）　林 正樹（ピアノ）　福森 康（ドラムス）好評発売中！

266 （土）
16:00
大ホール

（土）
9:30～19:30

大ホール全館ほか

全席指定
こがねいメンバーズ
一般3,500円　U25席2,000円

一般3,200円
全席指定

こがねいメンバーズ
一般3,500円　U25席2,000円

一般3,200円

伝統芸能NEO
躍動する日本舞踊

COYOTE、時雨、椰子の実、コキリコ節　ほか

公演のPR動画公開中！公演のPR動画公開中！

今できることを考えながら、地域の子育て
情報や子どもが楽しめる遊びなどをご紹介。
「あそぶ、まなぶ、つくる、みる、たべる」を
キーワードに、
〝明日からも子育てをがんばろう！〞と
思えるような、地域の親子がつながる
恒例のビッグイベント！（詳細は後日発表）

《共同主催》

［出展団体］小金井市内の子育て･子育ち支援団体等
［問 合 せ］キッズ･カーニバルKOGANEI実行委員会

　 kids.carnival.koganei@gmail.com

キッズ･カーニバル
KOGANEI 2021

･12（土）13（日）
6

小金井 宮地楽器ホール 使いこなし術
スタインウェイ·ピアノ体験会2021

あの一流ピアニストも弾いた同じピアノ、同じ舞台で
あなたも演奏しませんか？プロ･アマ･ジャンルを問わず、
みんなでつなぐコンサート、出演者大募集です！

（日）
10:00～17:40

大ホール

みんなでつなぐ
ピアノ·リレーコンサート

［時間区分］1組最大5名まで（演奏者、付添含む）
① 9:30～10:30 ②11:00～12:00★
③12:30～13:30 ④14:00～15:00★
⑤15:30～16:30 ⑥17:00～18:00★
⑦18:30～19:30
★印は、演奏者にU25（25歳以下）を含む応募者優先

［参 加 費］一般：2,000円／1区分
演奏者にU25を含む場合：1,000円／1区分

［申込方法］電話･窓口
［受付開始］6/5（土）10:00～

※先着順／初日は電話受付のみ

［参加条件］・ピアノ･ソロ、連弾、または
　ピアノを含む器楽アンサンブル（5名まで）。
・持ち時間は1組15分以内。リハーサルはなし。
・出演時間は当館で指定いたします。
・参加者には記録CDを差し上げます。

［参 加 費］一般：1,000円／組
演奏者にU25（25歳以下）を含む場合：500円／組

［募 集 数］最大14組  ※応募者多数の場合抽選／当落を6月末までに通知
［応募方法］応募用紙（当館ホームページからダウンロード可）を

 窓口･郵送･FAXにて提出
［受付期間］6/1（火）～20（日）必着

ワルター･アウアー（フルート）　沢木良子（ピアノ）

フリューリング ： 幻想曲
モーツァルト ： きらきら星変奏曲
R.シュトラウス ： ヴァイオリン･ソナタ　ほか

まもなく発売！まもなく発売！

ワルター･アウアー（フルート）　沢木良子（ピアノ）

当館大ホールの響きを堪能いただくシリーズ。
今年はウィーンをテーマに2公演お届けします。

第1弾は、ウィーン･フィルハーモニー管弦楽団首席奏者による、
芳醇なフルートの響き、ウィーンの薫りをお楽しみください。

全席指定 一般3,000円　U25席2,000円
こがねいメンバーズ 一般2,000円

チケット
発売日 529（土）515（土） 17（月）～21（金）5

一般メンバーズ先行 市内先行※裏面参照
往
復
ハ
ガ
キ

期
間
内
必
着

まもなく発売！まもなく発売！

２枚以上お求めの方は、友の会入会がオススメ！（年会費2,000円で特典多数）

2019年の様子

参 加 者 募 集！！



※ 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！

6月号 vol.108 休館日…6月8日（火）、15日（火）

　小金井ゆかりのチェロ奏者、阪田宏彰さんと小川

和久さんによるレクチャーコンサートを開催しました。

　前半はオーケストラ、室内、ソロ、という「編成

によるしごとの違い」について、斎藤 龍さん（ピ

アノ）との演奏を交えながら解説。淡々とした口調

ながらもユーモアにあふれたトークに、時折ドッと

会場が沸きました。

　中でも「オーケストラでのしごと」部分では、弦楽器群が多いワケ、共鳴を計算しな

がら弾く効果、速いトレモロで果たす効果音的な役割など、職人的なしごとの数々を紹

介。「ここだけの裏話」も盛り込まれ、今後の鑑賞の楽しみがぐんと増える内容でした。

　後半は「時代やジャンルによる弾き方の違い」に

ついて。古楽のノンヴィブラート奏法に始まり、有名

な旋律「白鳥」、情感たっぷりのタンゴ、特殊なピチ

カートやチョップ奏法を用いたジャズなどを披露。圧

巻だったのは、ディープ･パープルの「スモーク･オ

ン･ザ ･ウォーター」。電子楽器のようなノイズを出

すために圧をかけ続ける奏法での熱演で、会場のボルテージも最高潮に達しました。

　編成や時代、ジャンルを超越して“良いしごと”をするチェロの奥深さに魅せられた貴

重な時間となりました。

令和 3年5月15日発行 vol.108　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

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。

「チェロのしごと」（3/18 開催）
友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント

全文は当館のブログに掲載しています→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〉

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

1（火）～
6（日）

S
G

第9回 市民文化祭
「芸術文化フェスティバル 2021」
美術工芸展

10：00～17：00
最終日～16：00 無料

［大嶋］
�T 080-3404-4940

5(土) D
第9回 市民文化祭
「芸術文化フェスティバル 2021」
小金井謡のつどい

10：30 開場
11：00 開演 無料 ［箱田］

�T 090-6314-2935

5(土) D
第9回 市民文化祭
「芸術文化フェスティバル 2021」
第14回 芸和楽日本舞踊公演

13：30 開場
14：00 開演 無料 ［五條］

�T 090-1768-8240

6(日) D

第9回 小金井市民文化祭
「芸術文化フェスティバル 2021」
小金井市民オーケストラ
第38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

小金井市民オーケストラ
［大和田］

�T 0422-31-3582

7(月) S
バロック音楽の花束
18世紀ドイツの
室内楽作品を集めて

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
2,999 円
要事前申込

事務局［阿矢谷］
�T 090-4711-0166
�E m1aytn@pc.email.ne.jp

11(金) S
主催講座
もっと知りたい！日本の伝統芸能
～古典の美と魅力 ·日本舞踊編～　

ÅNÅAÅM

11：00 開講 全席自由
1,000 円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
�T 042-380-8099

11(金) S
主催講座
もっと知りたい！日本の伝統芸能
～和楽器の歴史と魅力 · 尺八編～　

ÅNÅAÅM

14：00 開講 全席自由
1,000 円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
�T 042-380-8099

12(土)
13(日) 全館

共同主催
キッズ ·カーニバル KOGANEI
2021

時間未定 入場無料
キッズ・カーニバルKOGANEI
�実行委員会
�E kids.carnival.koganei@
　 gmail.com

17(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］

18(金) S 相川悠希×野口美夢
デュオ ·リサイタル

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
2,000 円

［相川］
�T 090-1408-4993
E yuki.aikawa.fl @
　 gmail.com

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

19(土) D 水の輪混声合唱団
第46回 定期演奏会

14：15 開場
15：00 開演

全席指定
1,000 円

水の輪混声合唱団 
マネージャー［滝］
�E mizunowakonsei@
　 gmail.com

20(日) D Compagni di musica
第6回演奏会

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
1,000 円

Compagni di musica
�T 090-3384-3207
�F 042-573-7550
�E amati@y6.dion.ne.jp

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［林］
�T 090-9365-1235

26(土) D
主催公演
伝統芸能NEO
～覚醒する邦楽の未来～

ÅNÅAÅM

15：30 開場
16：00 開演

全席指定
一般3,500円
こがねいメンバーズ
3,200 円

U25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

27(日) S 角田音楽教室
第39回 ピアノ発表会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

角田音楽教室
�T 042-383-3277

28(月) S 第6回こがねいだれでも 朗読会 11：30 開場
12：00 開演

全席自由
無料

こがねいだれでも朗読会
実行委員会［千葉］
�T 042-301-8186

29(火) S ドラマティックリーディング
『わ · 話』朗読の会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

［戸村］
�T 042-387-8128

30(水) 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
1,500 円

大滝事務所［大滝］
�T 042-306-1607
�T 090-1852-7879

30(水)～
7/4(日) G 異国の蒸機

10：00～18：00
初日 13：00～
最終日 ～17：00

無料 ［福田］
�T 042-381-6135

2021年 4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。




