


※ 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！

12月号 vol.114 休館日…12月14日（火）、21日（火）、29日（水）～1月3日（月）

　市内福祉施設の入所者のみなさんを招待して開催し
ていた『ふれあい亭』。今年は配信でお楽しみいただく
ため、収録を行いました。
　出演は、小金井市内にもキャンパスのある東京農工大
学落語研究会出身で、落語立川流二ツ目、人気沸騰中
の立川こはるさん！ 夫婦の噺を二席披露いただきました。
　一席目は、おかみさんから妾の存在を確かめてくるよう言いつけられた権助が、逆に旦那
に買収されてしまう底抜けに楽しい「権助魚」。権助がトンチンカンな魚の説明をたたみかける
ように繰り広げる様を茶目っ気たっぷりに演じ、私たちスタッフも思わず爆笑。
　もう一席は、やきもち焼きの夫の怒りを招きかねないピンチを、長屋のお兄が知恵で乗り切
るという、これまたコミカルな「風呂敷」。酔っぱらいの夫、慌てる妻、面倒見のいいお兄を
活き活きと演じ分けていました。画面越しでも楽しい時間をお届けできると嬉しいです。

今年度から、公募で選ばれた小中学生の特派員を主催
公演に招待し、レポートを書いてもらう企画をスタート
しました！
レポートはホームページの「ブログ」に掲載、館内に
も掲示していますので、ぜひご覧ください！

こがねい落語特選 特別編 ≪ふれあい亭≫（10/11 収録）

こがねいジュニア特派員　レポート掲載中！

満月の夜の伝説

【主催･問合せ】「松岡貴史＆みち子」  チケットぴあ（Pコード：205-072）  ☎090-6283-4670［松岡］

音楽
物語

ー第８回松岡貴史＆
　　　　  みち子作品展

松岡貴史、松岡みち子（作曲）
梶原一紘（Fl）　岩瀬龍太（Cl）　松岡貴史（Pf）
田中俊太郎（朗読）　水本紗恵子（映像）

日時
場所 料金

2021年12月3日（金）　18：30開演（18：00開場）
小金井 宮地楽器ホール 小ホール（1階）　　　全席自由 2,800円

ミヒャエル・エンデの文学作品が音楽物語になりました

音楽
　　　　  みち子作品展

松岡みち子松岡貴史

広告

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

1(水) S
ダビデブンドラーウインズ
木管五重奏コンサート

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
2,500円

ダビデブンドラー ウインズ［河本］
�E davidbundlerwinds@gmail.com

2(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］

3(金) S
ベイビーミニシアター公演 in小金井
「からだうたしずくのひ」

① 9：50 開場
　10：00 開演
②10：50 開場
　11：00 開演

全席自由
一組 500円
（1回の公演につき
8組×2回公演）

特定非営利活動法人
遊び･文化NPO小金井こらぼ［石井］
�T 042-403-4704
�E koganei.kodomo@gmail.com
�H koganei-collabo.com

3(金) S
音楽物語「満月の夜の伝説
ー第8回松岡貴史＆みち子 作品展」

ÅM

18：00 開場
18：30 開演

全席自由
2,800円

［松岡］
�T 090-6283-4670
�E michiko.compo@gmail.com

3(金)～
4(土) G 小金井市障害者週間 芸術展

［3日］
13：00～17：00
［4日］
10：00～16：00

無料
小金井市福祉保健部 
自立生活支援課

�T 042-387-9848

4(土) S
小金井市障害者週間
スペシャルイベント 時間未定 無料

要事前申込
小金井市福祉保健部 
自立生活支援課

�T 042-387-9848

5(日) D
主催公演
島田歌穂＆島 健 Duoコンサート

ÅNÅAÅM

14：30 開場
15：00 開演

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

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

6(月) S
Concert d'hiver 2021
冬のコンセール　　　　　　  ÅM

14：40 開演
15：00 開場

全席自由
2,000円

Musica Felice ムジカ フェリーチェ
�T 080-5482-6625
�E musicafelice.concert@gmail.com

7(火) D
2021 冬 ふるきゃら
ミュージカルバラエティ
稲ムラの火

17：30 開場
18：00 開演

全席自由
大人2,500円
高校生以下1,000円

ふるきゃらチケットセンター
�H https://www.furucara.com

8(水) S
女性のための再就職支援セミナー
＆個別相談会

12：30 開場
13：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

女性しごと応援テラス 多摩ブランチ
�T 042-529-9003
�H https://www.tokyoshigoto.
　  jp/tama/kyuusyoku/jyosei/

8(水) D
シニア･アンサンブル･ワグネル
ザ･コンサート第2回 冬のソワレ

18：00 開場
18：30 開演

全席自由
1,000円

シニア･アンサンブル･ワグネル［伊藤］
�T 090-8502-1996
�E ito.tok@mbe.nifty.com

8(水) S
"OPERA"TIC CHRISTMAS CONCERT
～オペラティック･クリスマス･コンサート～

ÅM

18：45 開場
19：00 開演

全席自由
2,800円

株式会社NINFA
�E contact@ninfa.jp
�H https://ninfa.jp

9(木) G
パッチワークスタジオQUILTBOX
第10回 作品展

10：00～18：00
最終日～16：00 無料

［中重］
�T 042-381-4768
�H http://www.quiltbox.net/

10(金) S Tre Muse クリスマスコンサート
～3人のミューズによる歌の贈り物～

18：00 開場
18：30 開演

全席自由
2,800円

Tre Muse
�E tremuse.ticket@gmail.com

11(土) D
第58回
法政大学工学部マンドリンクラブ
定期演奏会

時間未定
全席自由

無料
要事前申込

法政大学工学部マンドリンクラブ
�E htmc2006@hotmail.co.jp

12(日) D ハーモニカコンサート 13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料

小金井ハーモニカアンサンブル［妻木］
�T 090-1254-3017

12(日) S いととたけのささやかな会   9：40 開場
10：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

頌友会［北畠］
�T 042-383-3811
�E mikosan553@gmail.com

13(月) S TRIO CONCERT
～We Love Low Tone～

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
一般2,500円
学生1,500円

［藤田］
�E btrbtb7612@gmail.com

16(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(土) D 第33回 バレエメソッド発表会 17：00 開場
17：30 開演

一部指定
無料
要事前申込

バレエ･メソッドKIDA
E ballett.method@
　 docomo.ne.jp

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

19(日)
主催公演
クリスマス･ミニ･コンサート2021
［会場］SoCoLA 武蔵小金井クロス
　　　1階クロスコート

①13：00～
②15：00～

無料
※雨天中止

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

20(月) D 青春 歌の広場　　　　　　
ÅM

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

20(月) S 金井里実＆信と榛葉樹人の
クリスマス･コンサート　　　 ÅM

13：45 開場
14：15 開演

全席自由
4,000円

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

20(月) S アポールのクリスマス 2021 19：15 開場
19：30 開演

全席自由
無料
要事前申込

Apor Ballet Classical
�E abc@aporballet.tokyo

23(木) S
オペラ集団 I CANTORI 特別公演
オペラ歌手たちのクリスマスコンサート

ÅM

14：00 開場
14：30 開演

全席自由
2,800円

特別公演チケット担当
�T 080-5271-6196
�E studiocantiamo@gmail.com

23(木) S さくらジュニアオーケストラ
クリスマスコンサート

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
無料

さくらジュニアオーケストラ［伊藤］
�T 090-1102-3430
�E kodaira.jr.orchestra@gmail.com

24(金) D
X'mas Concert
Studio-SGI Presents
くるみわり人形よりハイライト

①14：30 開場
　15：00 開演
②19：00 開場
　19：30 開演

全席自由
①無料
②前売2,500円
当日2,900円

Studio-SGI［竹村］
T 090-9373-8080
E studio.sgi@gmail.com

24(金) S
こがねいファミリーコンサート
クリスマススペシャル
～0才からの おんがくかい～

10：00 開場
10：30 開演

全席自由
大人（中学生以上）
�2,000円
こども（0歳～）500円

株式会社NINFA
�E contact@ninfa.jp
�H https://ninfa.jp

24(金)～
27(月) G

第9回 秋のこがねい市民文化祭
美術工芸展

10：00～17：00
初日13：00～ 無料 小金井市コミュニティ文化課［小野］

�T 042-387-9923

25(土) D 東京外国語大学混声合唱団
コール･ソレイユ 第47回定期演奏会

13：45 開場
14：30 開演

全席自由
一般 500円
学生 300円
（未就学児入場不可）

東京外国語大学混声合唱団
コール･ソレイユ 渉外［鈴木］

�E choeursoleil.info@gmail.com
�H choeursoleil.wixsite.com/soleil

26(日) D 第38回ファミリーコンサート 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

小金井市民オーケストラ［大和田］
�T 0422-31-3582

27(月) S 2021 年忘れ室内楽祭 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

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

28(火) S 球（TAMA）の夜明け音楽祭 17：20 開場
18：00 開演

全席自由
3,000円
要事前申込

クラムジー･ミュージック
�T 090-4451-9476

2021年10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11月15日発行 vol.114　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
ショッピングや飲食などの、
提携店での各種特典

特典 3

特典 1

特典 4

特典 2

特典 5

特典 6

特典 9

■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 7
特典 8

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。

〈往信・宛名面〉

〈返信・宛名面〉 〈往信・裏面〉

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




