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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

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
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。

ピアノの詩人ショパンと、作家ジョルジュ･サンドが過ごした日々を、
朗読とピアノ生演奏で綴ります。
小金井市在住の俳優、シライケイタが
ジョルジュを支えた弁護士ミッシェル役で登場！

茂木大輔（指揮）、阪田宏彰（チェロ）
長谷川智之（トランペット）、小林美香（フルート）、
杉本真木（オーボエ）、田中雅子（ヴァイオリン）
こがねいガラ･オーケストラ（管弦楽）

ショパン :實川 風（ピアノ）
ジョルジュ:冨樫 真
ミッシェル:シライケイタ好評発売中！

15:00
大ホール

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

ショパン：12の練習曲より 第12番「革命」
 24の前奏曲より 第15番「雨だれ」
 ポロネーズ 第6番「英雄」 ほか

全席指定
こがねいメンバーズ
一般4,000円　U25席2,000円

一般3,600円

ヘンデル ：歌劇《リナルド》より〈涙の流れるままに〉
ウィリアムズ：映画『シンドラーのリスト』より テーマ
バルトーク ：ルーマニア民俗舞曲
ガルデル ：わが懐かしのブエノスアイレス
三浦一馬編 ：ピアソラの主題によるバンドネオン･ソロ･メドレー
ピアソラ ：リベルタンゴ ほか

全席指定 一般4,000円　U25席2,000円
こがねいメンバーズ 一般3,600円

チケット
発売日 925（土）11（土）9 13（月）～17（金）9

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

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 925（土）11（土）9 13（月）～17（金）9

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

女優･歌手として幅広く活躍している島田歌穂の優しくドラマチックなヴォーカルと、
ピアニスト、作･編曲家の島 健の美しく繊細なピアノが絡み合う、

夫婦デュオならではの息のあった珠玉のステージ。
心温るひとときをお贈りいたします。

2410 （日） こがねいガラ･コンサート2021

好評発売中！

14:00
大ホール

1311 （土） ピアノと物語「ジョルジュ」

国もジャンルも異なる楽器が協調して探究する、
バンドネオンとチェロの新たな魅力と可能性。
圧倒的な技量と音楽性を持つ二人の俊才だからこそ成し得る、
まだ見ぬ化学反応に期待が高まります！

残席わずか！

15:00
大ホール

2811 （日）

小金井ゆかりの音楽家とその仲間たちが、今年も集結！
小金井だけのスペシャル･オーケストラが、
J.S.バッハ、ベートーヴェン、ドヴォルザークの、
生きる喜びに満ちた名曲をお届けします。

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」

S席5,000円 U25-S席2,500円　
A席4,000円 U25-A席2,000円
こがねいメンバーズ S席4,500円　A席3,600円

©Hiromi Nagatomo©Hiromi Nagatomo
©Shigeto Imura©Shigeto Imura

企画制作：NPO法人劇場創造ネットワーク／座･高円寺

15:00 大ホール（日）
まもなく発売！

三浦一馬 宮田 大
スペシャル·デュオ
三浦一馬（バンドネオン）
宮田 大（チェロ）

「異才競演」の名のとおり、今注目の腕利きたちが集結！
等身大の人物描写が秀逸な新作派林家彦いち、

絶妙な辛口がクセになる桃月庵白酒、
溢れる才気と愛嬌で惹きつける三遊亭兼好、

鋭い観察眼が捉えた斬新な解釈から目が離せない柳家わさび、
豊かな個性を引っ提げて登場する面々に乞うご期待。
新春のことはじめは、こがねい落語特選へぜひ！

まもなく発売！2212022 13:00 大ホール（土）

On My Own ～ミュージカル《レ･ミゼラブル》より
Memory ～ミュージカル《キャッツ》より
花 ～すべての人の心に花を～ ほか（予定）



※ 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！

お 知 ら せ
9/22（水）～10/31（日）までの期間、当館の一部施設が小金井市の新型コロナウイルス
ワクチン集団接種会場として使用されるため、各種イベントが中止や延期となっています。
※ワクチン接種の詳細については、小金井市のホームページをご覧下さい。

10月号 vol.112 休館日…10月12日（火）、19日（火）

小金井市のイメージキャラクター
‶こきんちゃん”。二階事務室にて
お買い求めいただけます。

ご来館の際は、館内ディスプレイをチェック！

暮らしのおともに、プレゼントに
こきんちゃんグッズ
好評販売中！

～チケット購入時の参考にご活用ください～

令和 3年9月15日発行 vol.112　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・コンビニ手数料無料・クレジット手数料無料
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：①オンラインチケットシステム、②当館2階事務室、③申込書のご郵送と年会費
　　　　　　のお振込にて、随時受付中。

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〉

クレジットカード決済開始のお知らせ
当館ホームページの「オンラインチケットシステム」で、
クレジットカード決済がご利用いただけるようになりました。

友の会「こがねいメンバーズ」の新規入会や更新も、
「オンラインチケットシステム」からお手続きいただけます。

チケット購入も、友の会入会・更新も、クレジットカード決済でますます便利に！

Cashless
Paperless

（税込価格）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
●おさんぽランチバック ・・・・・ 3,500円

大ホール客席図［578席］

ツイッター投稿中！
イベント情報はもちろん、出演者のオフショットやレ
ポート、暮らしのスパイスになりそうなプチ情報な
どを投稿中！小金井市公式キャラクターのこきん
ちゃんもちらほら登場。
ぜひポチっと“フォロー”してください。

【公式】 小金井 宮地楽器ホール
（小金井市民交流センター）

 @koganei_civic

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

2(土) D 大友･髙橋門下生フルート演奏会 10：00 開場
10：30 開演予定

全席自由
無料
要事前申込

［大友］
�T 042-386-0793
�T 090-4930-3326

8（金）～
10（日）D

第9回 秋のこがねい市民文化祭
出演発表 10：00 開演 全席自由

無料

小金井市民文化祭実行委員会
出演担当［三上］
�H https://koganei-maturi-
　 iinkai.jimdofree.com

17(日) D おしゃべりオペラコンサート2021
内山智佳子、内山金子を歌う！

13：30 開場
14：00 開演

一部指定
指定2,900円
自由2,500円

モーツァルトの音楽を
たのしむ会 多摩支部

�T 090-3217-8110
�E mozart@haydn.jpn.org
�H http://mozart.sblo.jp

18(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(日) D

主催公演
FOCUSこがねい
こがねいガラ･コンサート2021

ÅNÅAÅM

14：30 開場
15：00 開演

全席指定
一般
S席 5,000円
A席 4,000円
U25
S席 2,500円
A席 2,000円
こがねいメンバーズ
S席 4,500円
A席 3,600円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

30(土) D 混声合唱団Fontana d'Oro
第 6回 演奏会

15：00 開場
15：30 開演

全席自由
1,500円

混声合唱団Fontana d'Oro
チケット担当［奥村］

�T 042-407-8180
�E ayafontana@
　 yahoo.co.jp
2021年8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。




