


※ 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CALENDAR2022

●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

2月号 vol.116 休館日…2月8日（火）、15日（火）

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

3(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］

4(金) S 詩と音楽の時 2022 18：45 開場
19：00 開演

全席自由
2,500円

［杉本］
�T 0422-32-6074
�E yuri-francesca@nifty.com

5(土) D
コンチェルティーノ·フィオレンテ
vol.17

［プレコンサート］
16：10 開場
16：20 開演
［第1部］
16：50 開場
17：00 開演
［第2部］
19：10 開場
19：20 開演

全席自由
無料

［丸山］
�T 090-2660-2193

5(土) S マリエッタダンスパーティー 13：10 開場
13：20 開演 700円 マリエッタ［大浜］

�T 042-336-5649

5(土) G

主催
うみの世界をつくろう！
ワークショップ　　　　　　

ÅAÅM

①10：30～12：00
② 12：00～13：30
③ 13：30～15：00
（①③受付終了/
②当日先着順・
要整理券）

無料
［定員］各回30名

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

6(日) D

主催公演
親子のためのシリーズ
ケロポンズファミリーコンサート

ÅNÅAÅM

13：30 開場
14：00 開演 完売御礼

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

11(金･祝) D 第22回
多摩ウインドフェスティバル

12：30 開場
13：00 開演

全席自由
前売 500円
当日（高校生以下）
500円
当日 600円

宮地楽器 
小金井店ショールーム［松田］
�T 042-385-5585
�E ymatsuda@miyajimusic.com

11(金･祝) S

主催公演
友の会「こがねいメンバーズ」
会員限定イベント
オーボエに魅せられて

ÅNÅAÅM

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
こがねいメンバーズ
無料
（会員本人のみ参加可）

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

12(土) S ソシアルダンスの集い 13：10 開場
13：20 開演 700円 メイプル［天内］

�T 042-388-4831

12(土) S
文学×朗読×音楽シリーズオペラ編
プッチーニ作曲オペラ『ラ･ボエーム』
ハイライト（日本語字幕背景付）

19：00 開場
19：30 開演

全席自由
3,500円

株式会社NINFA チケット窓口
�E contact@ninfa.jp
�H https://ninfa.jp

12(土)～
13(日) G

第9回 絵を描く天使たち展
少年少女国際交流展

［12日］
10：00～17：00
［13日］
10：00～14：30

無料
一般社団法人 
子ども芸術ネットワーク［矢野］
�E satsuki.kgn@gmail.com

13(日) S 街の小さな音楽会 10：15 開場
10：30 開演

一部指定
無料

NPO法人障害者支援組織
TOKYOアニモ［泉］
�T 042-388-1276

13(日) S 柳家花いち 真打昇進記念 in 前原 14：00 開場
14：30 開演

全席自由
1,800円

Team871
�T 070-8322-4454
（留守番対応）

�E 871offi  cial@gmail.com

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

13(日) S
フルートアンサンブル
キアッキエーレによる
にぎやかなコンサート　　　　 ÅM

18：45 開場
19：00 開演

全席自由
2,000円

小金井カメダフルート教室
�H https://namikoike.
　 wixsite.com/kamedafl ute

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) D 2022 Our Thanks Concert
-Vol.16-

18：00 開場
18：40 開演 一部指定

無料

國學院大學 久我山中学高等学校
女声合唱部［濱］
�T 03-3334-1151（大代表）
�H http://www.kugayama-h.ed.jp/

19(土) D 第3回こがねい春の能「忠度」
ÅM

16：00 開場
17：00 開演

S席 6,000円
A席 5,000円
B自由席3,500円
学生席2,000円

こがねい春の能 実行委員会
［五十嵐］

�T 070-6422-1532
�E harunonoh@gmail.com

19(土)～
20(日) G あとりえヒトデ作品展 10：00～15：00 無料 造形アトリエ海星［ミネタ］

�T 080-6503-6114

20(日) D 混声合唱団 漣
第23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

漣事務局
�T 042-347-7255
�E hiroshi_hiromoto@ybb.ne.jp

21(月) D 青春 歌の広場　　　　　　
ÅM

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
800円
先着275名

青春 歌の広場［林］
T 090-9365-1235

22(火)～
27(日) G

東京学芸大学 金工研究室 金工展
2022

10：00～19：00
最終日～17：00 無料

東京学芸大学 金工研究室
�E tgu.kinko.lab@gmail.com

25(金) D 東京農工大学吹奏楽団
第57回 定期演奏会

16：30 開場
17：00 開演

無料
（事前申込未定）
座席指定未定

東京農工大学 吹奏楽団
�E tuat.suisougakudan@gmail.com
�H http://tuatwo.sakura.ne.jp

25(金) S 朗読発表会 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

聞いてきいての会［千葉］
�T 042-301-8186
�E kiitekiite2009@yahoo.co.jp

26(土) D
主催公演
砂川涼子ソプラノ·リサイタル
～日本歌曲とオペラ·アリアの宝石箱～

ÅNÅAÅM

13：30 開場
14：00 開演

全席指定
S席 4,000円
A席 3,500円
U25-S席2,500円
U25-A席2,000円
こがねいメンバーズ
S席 3,600円
A席 3,200円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

26(土) S まつざわ音楽教室
リトミック＆マリンバ発表会

［リトミックの部］
9：30 開場
9：40 開演
［マリンバの部］
15：00 開場
15：15 開演

関係者のみ入場可
まつざわ音楽教室

�E childmusicm@gmail.com
�H http://matsurito.sakuraweb.com

26(土) S

オペラ集団 I CANTORI
サロンシリーズ vol.34
レハール作曲オペレッタ
『メリー･ウィドウ』
ハイライト（日本語上演）

19：00 開場
19：30 開演

全席自由
2,800円

オペラ集団 I CANTORI 
チケット窓口

�T 080-5973-2077
�E i.cantori.ticket@gmail.com

27(日) S 近藤毬生ピアノリサイタル
-ロマン派から現代まで-

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
2,500円

近藤毬生 公式HP
�H https://marina-kondo.
　 com/contact
2021年12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 4年1月15日発行 vol.116　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。

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。

小金井市のイメージキャラクター
‶こきんちゃん”。2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！

（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

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！

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
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

清水智子
ピアノリサイタル

〈出演〉清水智子（pf）

〈曲目〉
♪ハンガリー狂詩曲第 2番
　　　　　　　　／リスト
♪ムード音楽メドレー 2022
　（清水智子編曲）　　　ほか

〈日時〉2022年 3月2日（水）
　　 14：00開演 （13：30開場）
〈場所〉小金井 宮地楽器ホール 大ホール
〈料金〉前売：2,500 円　当日：2,800 円
〈主催〉清水ピアノ会　〈共催〉株式会社ルミライズ

〈お問合せ〉 ☎090-4203-2450［清水］

特典 1

特典 4

特典 2

広告

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

オーボエに魅せられて2/11（金・祝）14：00小ホール

小金井市在住で、東京フィルハーモニー交響楽団の奏者、杉本真木が
オーボエ愛を語りつつ、楽器の魅力たっぷりの演奏をお届けします。

[ 料 金 ] こがねいメンバーズ無料
 （会員本人のみ入場可）
[定 員 ] 100 名（先着順受付）
 要事前申込、自由席

お申し込みと同時の入会可
（その他の会員特典や入会方法は左記をご覧ください。）

杉本真木（オーボエ） 出羽真理（ピアノ）

友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント 好評受付中！

サン=サーンス ：オーボエ ·ソナタ
シベリウス ：トゥオネラの白鳥
J.シュトラウスⅡ（山洞 智編）

：こうもり〈変装〉曲　ほか予定




