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600円
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各880円

野川 小金井公園

A4サイズ
クリアホルダー（2種類）
各280円

■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！
詳細は裏面をご覧ください。

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 @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。

ウィーン･フィルの首席奏者が、
とっておきのプログラムを取り揃えて、
音楽の都･ウィーンの風を届けます。
名手が奏でる、しなやかな歌心と爽快なテクニック、
研ぎ澄まされたクリスタルな音色を、
響きのよい大ホールでご堪能ください。

小金井ゆかりの名手が集う「こがねいガラ･オーケストラ」では、オーケストラの
一員として学び、10/24（日）の公演で一緒に演奏する“インターン生”をオーディ
ションにて募集します。第一線で活躍する奏者の指導のもと、プロ･オーケストラ
で演奏する基礎を学べる貴重な機会です。

ワルター･アウアー（フルート）　沢木良子（ピアノ）好評発売中！

49 （土）
14:00
大ホール

全席指定
こがねいメンバーズ
一般3,000円　U25席2,000円

一般2,000円

フリューリング ： 幻想曲
モーツァルト ： きらきら星変奏曲
ベートーヴェン ： ヴァイオリン･ソナタ 第5番《春》
R.シュトラウス ： ヴァイオリン･ソナタ 予定

■応募資格 中学生～25歳くらいまで
■募集パート ヴァイオリン･ヴィオラ･チェロ　各若干名
■選考方法 書類審査の後、通過者には実技審査（課題曲あり）および面接を

実施します。
■出願期間 6/14（月）～7/4（日）必着
■実技審査 8/16（月）
■プログラム 9~10月の間に、オリエンテーション、レッスン（3回程度）、

講座、リハーサル等に参加していただきます。
※詳細は、募集要項もしくはホームページからご確認ください。

こがねいガラ･コンサート 2021（10/24（日）大ホール）
■曲目 J.S.バッハ：ブランデンブルク協奏曲 第2番

ドヴォルザーク：チェロ協奏曲
ベートーヴェン：交響曲 第6番「田園」

■出演 茂木大輔（指揮）、こがねいガラ･オーケストラ（管弦楽）　ほか

二人でお茶を
メモリーズ・オブ・ユー
シング・シング・シング　ほか

全席指定 一般3,500円　U25席2,000円
こがねいメンバーズ 一般3,200円

チケット
発売日 7 3（土）19（土）6 21（月）～25（金）6

一般メンバーズ先行 市内先行※裏面参照
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復
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ガ
キ

期
間
内
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着
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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）

小金井阿波おどり応援イベント
小金井ゆかりの名手が集う「こがねいガラ･オーケストラ」では、オーケストラの

インターンシップ

募集概要

公演概要

市制施行50周年を記念して、
平成20年8月20日に誕生しました。
アニメーション映画監督の
宮崎駿さんが制作された
小金井市イメージキャラクターです。

「小金井阿波おどり」の開催見送りに
伴い、7/17（土）･18（日）に予定して
おりました「えんにち」は中止いたし
ます。
楽しみにされていた方には誠に申し
訳ございませんが、何卒ご理解いた
だきますようお願い申し上げます。

小金井市のイメージキャラクター“こきんちゃん”。
あなたの暮らしのおともに、大切な方への贈り物にいかがですか。

2階事務室で販売中！ぜひお買い求めください。

 古典落語の魅力と奥深さを再発見！
江戸の風情と粋を現代に体現する扇遊、軽妙で毒があるのにまろやかな生志、

はんなりとした品と洒脱な話芸が美しい菊之丞、能弁で一筋縄ではいかないが端正な語り口の三三。
個性も持ち味も異なる四者が、四様のアプローチで古典に向き合う、骨太な会です。

まもなく発売！

北村英治（クラリネット）　高浜和英（ピアノ＆ヴォーカル）　山口雄三（ベース）　八城邦義（ドラムス）　キャロル山崎（ヴォーカル）キャロル山崎キャロル山崎（ヴォーカル）

©Masako YAMADA

© Studio Ghibli

こきんちゃ
んグッズ 取り扱いはじめました！

中止のお知らせ

まもなく発売！



※ 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！

7月号 vol.109 休館日…7月13日（火）、20日（火）

令和3年6月15日発行 vol.109　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。

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〉

公演の PR動画公開中！

翔ける、跳ぶ、舞う！
流派を越えて集まった「弧の会」メンバー
によるレクチャー付き公演。
楽しい解説に圧巻のパフォーマンス、
一期一会の公演をお見逃がしなく！

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
［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

117 （日）
16:00
大ホール

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

6/30（水）
～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

2(金) S オペラ·アラカルト 17：40 開場
18：00 開演

全席自由
4,000円

デュオ企画
�T 090-4940-5818
�E BRB40407@nifty.com

3(土) S
クラリネットと素敵な出会い Vol.4
～夏の名曲～

14：00 開場
14：30 開演

全席自由
前売1,000円
当日1,000円
学生500円

［魚住］
�T 090-4090-6477

4(日) S
ブラームス室内楽曲
全曲演奏会2021
第2日

12：30 開場
13：00 開演

無料
要事前申込

［田部］
�T 090-9391-1363
�E brahkichi@
　 msf.biglobe.ne.jp

5(月) S
講演会
「小金井の江戸時代と古文書」

  9：30 開場
10：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

小金井史談会［嵯峨山］
�T 090-4078-5792

7（水）～
12(月)

市
G

会員全員写真展
10：00～18：00
初日13:00～
最終日～16：00

無料 小金井写友会［細渕］
�T 042-381-6378

10(土) S ふえねこアンサンブル発表会 13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料

ふんわり音空間
�E fueneko5656@
　 yahoo.co.jp

11(日) D
主催公演
伝統芸能NEO
～躍動する日本舞踊～

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

15(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］

16(金) S ０歳からの·はじめてのオーケストラ 14：30 開場
15：00 開演

全席自由
一般（小学生以上）

2,000円
未就学児（0歳～）

1,000円

（株）アンフィニ
�E info@infi ni.co.jp
�H http://salonconcert.com/

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

16(金) S 第31回
林谷音楽研究室おさらい会

17：30 開場
18：00 開演

全席自由
無料
関係者のみ入場可

林谷音楽研究室［林谷］
�T 080-5652-1401
�E danisann39@
　 ezweb.ne.jp

17(土) D

主催公演
ホール使いこなし術
スタインウェイ･ピアノ体験会
2021

ÅAÅM

1区分60分
複数回開催
※詳細はHPにて

【参加費】（1区分）
一般2,000円
U25（演奏者に
25歳以下の方
を含む場合）

1,000円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

17(土) S パパとリトミック♪2021

（A） 9：20 開場
　  9：30 開演
（B）10：10 開場
　 10：20 開演
（C）11：00 開場
　 11：10 開演

全席自由
親子1組

1,700円

まつざわリトミック［松澤］
�E childmusicm@gmail.com
�H http://matsurito.
　 sakuraweb.com/

18(日) D
主催公演
ピアノ·リレーコンサート 時間未定 全席自由

無料

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

19(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

22(木・祝) 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
�T 090-1852-7879

23(金・祝) S

オペラ集団 I CANTORI 特別公演
モーツァルト作曲
オペラ『コジ·ファン·トゥッテ』
～恋人たちの学校 ·
　人は皆こうしたもの～
（日本語字幕付上演）

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
3,500円

I CANTORI チケット担当
�T 080-5973-2077
�E cosifantutte2021@
　 gmail.com

25(日) D 柴山昌宜 ·柴山晴美門下生による
声楽発表会

10：45 開場
11：00 開演

全席自由
無料

アンダンド·ベーネ
�T 042-387-7255

25(日) S あなたにも、ある 14：30 開場
15：00 開演

全席自由
前売2,500円
当日2,800円

語りと音楽の会 ともだちや
［こうち］

�T 090-9972-0474
�E komacht2@docomo.ne.jp

2021年5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。

公演間近！！




