




※ 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

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！

20218月号
イベントCALENDAR

vol.110 休館日…8月10日（火）・17日（火）

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〉

 ※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

■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

　本年度最初の友の会イベントは、江戸時代から伝わる大衆芸

能を味わいつつ、時代考証学会会長の大石学氏が解説する人

気企画の第3弾。今回は「令和2年度 国立演芸場『花形演芸

大賞』銀賞」を受賞した太神楽師の鏡味仙成氏を迎えて「太神

楽×時代考証」をお届けしました。

　太神楽パートでは、ここでしか聞けない太神楽師に伝わる歴

史のお話からスタート。傘回しや、顎の上にバチや茶碗を積ん

でいく「五階茶碗」という立てもの、毬やバチの投げものを披露。会場はどよめきや拍手

で盛り上がり、おめでたい芸で華やかな空気に包まれました。

　時代考証パートでは、「江戸時代における多摩の民間芸能と太神楽」と題し、庶民がく

らしの中で芸能を楽しむ様子や、幕府による統制などを解説。今も昔も人々が芸能と共に

生きていることを実感しました。

　最後の対談では、太神楽の世界に

入ったきっかけや、伝統芸能の継承につ

いて、お互いの興味が尽きることなく話

が弾み、お客様からの質疑も交え、あ

たたかい雰囲気のイベントとなりました。

「知って楽しむ伝統芸能 ～太神楽×時代考証～」（5/26 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→

●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

令和 3年7月15日発行 vol.110　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
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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。

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

12(木) S 知己知己カルテット1stコンサート 19：00 開場
19：30 開演

全席自由
2,000円
アーカイブ
1,500円

［尾崎］
�E tomoka.dahlia@
　 yahoo.co.jp

13(金) S

吉田浩之監修による
若い芽のコンサート
コンチェルト·フィオレンテ·ピッコロ
Vol.3
～欲しいのは真実の愛！
　地位も名誉もお金もいらない？～

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
2,000円

Concerto Fiorente
�E fi orente1995@
　 gmail.com

14(土) D ともしび 夏の音楽会 13：30 開場
14：00 開演

全席指定
2,000円

ともしび事務センター
�T 03-6907-2731
　 (11：00-17：00)

14(土)～
16(月)

市
G

島津アトリエ工房 ·
アトリエカラフル美術教室
Details Vol.7

10：00～20：00
最終日～17：00 無料

島津アトリエ工房 ·
アトリエカラフル美術教室
［島津］

�T 080-5485-7226

15(日) D 所沢バッハ·アカデミー
第34回 定期演奏会　　　　

ÅM

13：15 開場
13：45 開演

全席自由
2,900円

所沢バッハ·アカデミー
�T 042-315-4482

15(日) S
島津アトリエ工房 ·
アトリエカラフル美術教室
夏休みDetails Vol.7
工作会 2021

①10：00 開場
　10：15 開演
②14：00 開場
　14：15 開演

一部指定
無料
要事前申込

島津アトリエ工房 ·
アトリエカラフル美術教室
［島津］

�T 080-5485-7226

19(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(金) S 就職面接会
事前対策セミナー

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

東京しごとセンター多摩
�T 042-329-4524
�H https://www.
　 tokyoshigoto.jp/tama/

21(土) D 銀の猫室内合奏団
第3回 定期演奏会

12：30 開場
13：00 開演

全席指定
無料
要事前申込

銀の猫室内合奏団 事務局
［寺門］

�H http://www4.hp-ez.
　 com/hp/ginneko

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

21(土) S Summer Concert 2021 10：20 開場
10：30 開演

全席自由
無料

Sorella
�E sorellapf@gmail.com
�H http://sorellapf.web.
　 fc2.com

22(日) D 第32回
相京利枝ソプラノリサイタル

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
4,000円

相京利枝後援会
�T 042-328-4010

23(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

24（火）～
28(土)

市
G

共催
夏休み木工チャレンジ2021
展覧会

14：00～19：00
最終日 
11：00～16：00

無料
（株）タカキホーム［飯田］

�T 042-387-5555
�E natsuyasumi@
　 takakigroup.net

28(土) D
共催
夏休み木工チャレンジ2021
表彰式

15：30 開場
16：00 開演

一部指定
無料

（株）タカキホーム［飯田］
�T 042-387-5555
�E natsuyasumi@
　 takakigroup.net

29(日) D 第43回 小金井薪能   　　　Å
M

①14：00 開演
②18：00 開演

全席指定
5,000円

小金井薪能事務局［佐藤］
�T 090-2141-6994
�H http://koganeitakiginou.
　 sakura.ne.jp/

2021年6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。

小金井市のイメージキャラクター
“こきんちゃん”。暮らしのおともに、
大切な人への贈り物にいかがですか。
取扱い商品
●ぬいぐるみ ・・・・・・・・・・・・・ 2,300円
●がまぐち ・・・・・・・・・・・・・・・・800円
●ピンバッチ ・・・・・・・・・・・・・・・600円
●チャーム・・・・・・・・・・・・・・・・・600円
●てぬぐい（3種類） ・・・・・・・・各 880円
●クリアホルダー（2種類） ・・・各 280円　

ご来館の際は、館内ディスプレイをチェック！

（税込価格）

こきんちゃんグッズ
２階事務室で好評販売中！




