
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
チケットの優待価格販売

会員限定イベント
チケットの送料無料・
コンビニ引取手数料無料
ショッピングや飲食などの、
提携店での各種優待
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広報紙や公演チラシ等の郵送
ドリンク割引券プレゼント（年1回）
施設利用の優待企画
小金井市立「はけの森美術館」
入館無料

（一部公演
  を除く）

■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インターネット ②窓口 ③郵送

https://koganei-civic-center.jp 武蔵小金井駅
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小金井市役所

●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）
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休館日…4月11日（火）・18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）
●抽 選 日：こがねいメンバーズ先行発売日翌日
・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（優待価格など）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〉

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

※※ 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、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、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。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　○※会場　○大大…大ホール　…大ホール　○○小小…小ホール　…小ホール　○○GG …市民ギャラリー…市民ギャラリー

イベントCALENDAR

［お願い］　
感染予防および感染拡大防止のため、みなさまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。
※今後の状況により、感染症対策の内容を変更する場合がございます。

小金井市内にある東京工学院専門学校の協力で制作したシンボル
マークです。小金井のイニシャル“K”を星のイメージに個性化し
て連ね、地域や市民と連携していく創造性や文化施設のきらめきを
表現しています。
監修：同校特別講師 加藤 淳　デザイン：同校学生 小林和弘

令和5年度のシンボルマーク決定！

［共通］こがねいメンバーズ無料（会員本人のみ参加可）／小ホール／定員 120名／全席自由
友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント

6／19（月）14：00 知って楽しむ伝統芸能 ～祈りと華の琉球舞踊～
●孤島丘奈　（お話／琉球舞踊太圭流華の会師範）　ほか
重要無形文化財のひとつ、琉球舞踊。地理的・歴史的にも多様な文化的要素を
もつ琉球／沖縄の舞踊について、レクチャーとともに、華やかな舞や衣装をお
楽しみいただきます。座ったまま参加できる、体験コーナーも！
［受付開始］4月8日（土）

9／6（水）14：00 コンサートを支える仕事人 ～ステージマネージャー編～
●根本孝史（お話／ステージマネージャー）●飯田有抄（聞き手／クラシック音楽ファシリテーター）
公演を支える裏方のプロフェッショナルから、とっておきの話を聞き出すトーク
イベント。コンサートのスムーズな進行に欠かせない、ステージマネージャーの
しごとの極意に迫ります。

［受付開始］7月8日（土）
20241／12（金）14：00 クラリネットとその仲間たち

●藤井洋子（クラリネット）●出羽真理（ピアノ）
小金井在住のクラリネット奏者、藤井洋子が、ピアニスト出羽真理とともに、クラ
リネットとその仲間たちをご紹介。各楽器の生い立ちと、今に至るストーリーを解
説しながら、その音色を披露します。ぜひ目でみて耳で確かめてお楽しみください。
［受付開始］11月11日（土）

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

1(土) 
宮沢賢治 作　水仙月の四日
小泉八雲 作　雪おんな

14：30 開場
15：00 開演

全席自由
市内小中生無料
要事前申込
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 ]
 090-9972-0474
 masatokouchi@me.com

2(日)  ピアノ発表会 13：50 開場
14：00 開演

全席自由
無料
関係者のみ入場可

貫井北町ピアノ教室
 nukukitapiano@gmail.com

3(月)  邦楽の響 12：00 開場
12：30 開演 未定 [田中 ] 042-383-5749

3(月) 
第４回 こがねい春の能
「隅田川」事前講座

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
チケット有
　要事前申込
チケット無
　1,000円

こがねい春の能 実行委員会
� 070-6422-1532
� harunonoh@gmail.com

4(火)
～10(月) 

早稲田大学小金井稲門会
「第13回美術作品展」

10：00～18：00
初日14：00～
最終日～17：00

無料
早稲田大学小金井稲門会[大島]
� 080-7817-7351
� tadd.osm@gmail.com

5(水)  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］

� 042-388-4831

6(木)  武蔵小金井スマイル合唱団 10：00～11：45 無料
武蔵小金井スマイル合唱団
� 03-6304-0161［本部］
� 042-385-7426［大森］

8(土)  第４回 こがねい春の能「隅田川」



16：00 開場
17：00 開演

一部指定
指定S 6,000円
指定A 5,000円
自由B 3,500円
学生（自由）2,000円

こがねい春の能 実行委員会
� 070-6422-1532
� harunonoh@gmail.com

8(土)  第５回 国際室内楽音楽祭 12：30 開場
13：00 開演

全席自由
無料

エイパアマチュア演奏家協会
中央線例会［山下］
� apa.chuosen2@gmail.com

9(日)  第18回 アンサンブルの集い 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

宮地楽器 小金井店
ショールーム[山本 ]

� 042-385-5585
� msc@miyajimusic.com

10(月)  清水ピアノ会門下生による
ヴォーカル＆ピアノ発表会

12：30 開場
13：00 開演

全席自由
1,000円

清水ピアノ会 [清水 ]
� 090-4203-2450

12(水)  国際女性デー記念演奏会
アルパ、バンドゥーラ演奏         

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
5,000円

[信山 ]  090-1546-0036
[石田 ]  080-1246-0809
� 042-384-5386

12(水)  Ensemble le pètale 
Dèbut concert

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
大人2,000円
学生1,000円

Le pètale
 ensemble5.petale@gmail.com

14(金) 
BRASSOリリース記念 
スペシャルコンサート　
～トッププレーヤーたちによる
珠玉のウインドアンサンブル～

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
一般4,000円
学生1,000円

ブルーシート
� 03-6275-1616
� info@b-sheet.jp

14(金)  ドラマティックリーディング
花のたより 朗読公演

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料 [戸村 ]  042-387-8128

15(土) 
東京多摩いのちの電話 
活動支援チャリティー
第十一回 柳家三三落語会　　 

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
2,500円

東京多摩いのちの電話
後援活動の会事務局
� 042-328-3368

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

15(土)  ソシアルダンス 13：10 開場
13：20 開演 700円 クインテット［前田］

� 042-381-3863

15(土) 
オペラ集団 I CANTORI
オペラ ·ガラ ·コンサート
（日本語字幕付き上演）

18：45 開場
19：00 開演

全席自由
2,800円

� I CANTORI チケット担当
 i.cantori.ticket@gmail.com
� https://icantori.jp/

16(日)  0歳からの ·
はじめてのオーケストラ

10：00 開場
10：30 開演

全席自由
0才～未就学児
1,000円
小学生～一般
2,000円

株式会社アンフィニ
� 03-6379-9770
� info@infi ni.co.jp
 https://www.infi ni.co.jp/

16(日)  マリエッタダンスパーティー 13：10 開場 700円 マリエッタ［大浜］
� 042-336-5649

17(月)  青春 歌の広場 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］
� 090-9365-1235

20(木)  武蔵小金井スマイル合唱団 10：00～11：45 無料
武蔵小金井スマイル合唱団
� 03-6304-0161［本部］
 042-385-7426［大森］

20(木) 
明治学院中学校･東村山高校
ブラスバンド部
第17回 定期演奏会

18：30開場
19：00開演

全席自由
無料

明治学院［梅原］
 042-391-2142
 umehara@
　 meijigakuin-higashi.ed.jp

20(木)  駅前 ダンスパーティー 13：15開場 700円 小金井ダンススポーツ連盟[小松 ]
� 042-384-1911

22(土)  Music Laboratory HAKU
第５回 演奏会 -New Start-

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
500円

Music Laboratory HAKU
 musiclabo.haku@gmail.com

22(土) 
Art × Experience × Learning
NINFA presents 
こがねいふるさとコンサート
～春の歌、日本の歌～　　　　 

10：15 開場
10：30 開演

全席自由
一般1,000円
小学生以下無料
（要予約）

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

22(土)  マリエッタダンスパーティー 13：10 開場 700円 マリエッタ［大浜］
� 042-336-5649

23(日)  ブラームス「ドイツ·レクイエム」
演奏会

18：40 開場
19：00 開演

全席指定
2,800円

おんがくの共同作業場
� 042-522-3943
 npo@gmaweb.net
 http://www.gmaweb.net/npo/

26(水)
～30(日)  瑠璃の会 日本画展

11：00～18：00
初日13：00～
最終日～16：00

無料 瑠璃の会 [日向 ]
 0428-85-2159

28(金)  桂 蝶の治 独演会 18：40 開場
19：00 開演

全席自由
当日1,200円
予約1,000円

小金井落語会
 050-3033-0666

29(土・祝)  柳家 花いち 独演会  9：45 開場
10：15 開演

全席自由
当日2,300円
予約2,000円

Team871
 070-8322-4454
 871offi  cial@gmail.com

29(土・祝)  さとう美樹ピアノ教室 発表会 14：00 開場
14：30 開演

全席自由
無料

さとう美樹ピアノ教室
 miksat-arg03@docomo.ne.jp

29(土・祝) 

Art × Experience × Learning
NINFA presents 
文学朗読音楽シリーズ プッチーニ作曲オペラ
『蝶々夫人』（日本語字幕付上演）



18：45 開場
19：00 開演

全席自由
3,500円

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

30(日)  ピアノ発表会
①10：30 開場
　11：00 開演
②14：00 開場
　 14：30 開演

全席自由
無料

いしだピアノ教室
� http://ishidapiano.com

2023年 2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。

席種・希望枚数





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！
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チケットの優待価格販売
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施設利用の優待企画
小金井市立「はけの森美術館」
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  を除く）
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　　　　　　　（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）
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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）
●抽 選 日：こがねいメンバーズ先行発売日翌日
・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（優待価格など）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。
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〈返信・宛名面〉 〈往信・裏面〉

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

※※ 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、当館 2階事務室、
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イベントCALENDAR

［お願い］　
感染予防および感染拡大防止のため、みなさまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。
※今後の状況により、感染症対策の内容を変更する場合がございます。

小金井市内にある東京工学院専門学校の協力で制作したシンボル
マークです。小金井のイニシャル“K”を星のイメージに個性化し
て連ね、地域や市民と連携していく創造性や文化施設のきらめきを
表現しています。
監修：同校特別講師 加藤 淳　デザイン：同校学生 小林和弘

令和5年度のシンボルマーク決定！

［共通］こがねいメンバーズ無料（会員本人のみ参加可）／小ホール／定員 120名／全席自由
友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント

6／19（月）14：00 知って楽しむ伝統芸能 ～祈りと華の琉球舞踊～
●孤島丘奈　（お話／琉球舞踊太圭流華の会師範）　ほか
重要無形文化財のひとつ、琉球舞踊。地理的・歴史的にも多様な文化的要素を
もつ琉球／沖縄の舞踊について、レクチャーとともに、華やかな舞や衣装をお
楽しみいただきます。座ったまま参加できる、体験コーナーも！
［受付開始］4月8日（土）

9／6（水）14：00 コンサートを支える仕事人 ～ステージマネージャー編～
●根本孝史（お話／ステージマネージャー）●飯田有抄（聞き手／クラシック音楽ファシリテーター）
公演を支える裏方のプロフェッショナルから、とっておきの話を聞き出すトーク
イベント。コンサートのスムーズな進行に欠かせない、ステージマネージャーの
しごとの極意に迫ります。

［受付開始］7月8日（土）
20241／12（金）14：00 クラリネットとその仲間たち

●藤井洋子（クラリネット）●出羽真理（ピアノ）
小金井在住のクラリネット奏者、藤井洋子が、ピアニスト出羽真理とともに、クラ
リネットとその仲間たちをご紹介。各楽器の生い立ちと、今に至るストーリーを解
説しながら、その音色を披露します。ぜひ目でみて耳で確かめてお楽しみください。
［受付開始］11月11日（土）

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

1(土) 
宮沢賢治 作　水仙月の四日
小泉八雲 作　雪おんな

14：30 開場
15：00 開演

全席自由
市内小中生無料
要事前申込
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 ]
 090-9972-0474
 masatokouchi@me.com

2(日)  ピアノ発表会 13：50 開場
14：00 開演

全席自由
無料
関係者のみ入場可

貫井北町ピアノ教室
 nukukitapiano@gmail.com

3(月)  邦楽の響 12：00 開場
12：30 開演 未定 [田中 ] 042-383-5749

3(月) 
第４回 こがねい春の能
「隅田川」事前講座

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
チケット有
　要事前申込
チケット無
　1,000円

こがねい春の能 実行委員会
� 070-6422-1532
� harunonoh@gmail.com

4(火)
～10(月) 

早稲田大学小金井稲門会
「第13回美術作品展」

10：00～18：00
初日14：00～
最終日～17：00

無料
早稲田大学小金井稲門会[大島]
� 080-7817-7351
� tadd.osm@gmail.com

5(水)  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］

� 042-388-4831

6(木)  武蔵小金井スマイル合唱団 10：00～11：45 無料
武蔵小金井スマイル合唱団
� 03-6304-0161［本部］
� 042-385-7426［大森］

8(土)  第４回 こがねい春の能「隅田川」



16：00 開場
17：00 開演

一部指定
指定S 6,000円
指定A 5,000円
自由B 3,500円
学生（自由）2,000円

こがねい春の能 実行委員会
� 070-6422-1532
� harunonoh@gmail.com

8(土)  第５回 国際室内楽音楽祭 12：30 開場
13：00 開演

全席自由
無料

エイパアマチュア演奏家協会
中央線例会［山下］
� apa.chuosen2@gmail.com

9(日)  第18回 アンサンブルの集い 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

宮地楽器 小金井店
ショールーム[山本 ]

� 042-385-5585
� msc@miyajimusic.com

10(月)  清水ピアノ会門下生による
ヴォーカル＆ピアノ発表会

12：30 開場
13：00 開演

全席自由
1,000円

清水ピアノ会 [清水 ]
� 090-4203-2450

12(水)  国際女性デー記念演奏会
アルパ、バンドゥーラ演奏         

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
5,000円

[信山 ]  090-1546-0036
[石田 ]  080-1246-0809
� 042-384-5386

12(水)  Ensemble le pètale 
Dèbut concert

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
大人2,000円
学生1,000円

Le pètale
 ensemble5.petale@gmail.com

14(金) 
BRASSOリリース記念 
スペシャルコンサート　
～トッププレーヤーたちによる
珠玉のウインドアンサンブル～

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
一般4,000円
学生1,000円

ブルーシート
� 03-6275-1616
� info@b-sheet.jp

14(金)  ドラマティックリーディング
花のたより 朗読公演

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料 [戸村 ]  042-387-8128

15(土) 
東京多摩いのちの電話 
活動支援チャリティー
第十一回 柳家三三落語会　　 

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
2,500円

東京多摩いのちの電話
後援活動の会事務局
� 042-328-3368

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

15(土)  ソシアルダンス 13：10 開場
13：20 開演 700円 クインテット［前田］

� 042-381-3863

15(土) 
オペラ集団 I CANTORI
オペラ ·ガラ ·コンサート
（日本語字幕付き上演）

18：45 開場
19：00 開演

全席自由
2,800円

� I CANTORI チケット担当
 i.cantori.ticket@gmail.com
� https://icantori.jp/

16(日)  0歳からの ·
はじめてのオーケストラ

10：00 開場
10：30 開演

全席自由
0才～未就学児
1,000円
小学生～一般
2,000円

株式会社アンフィニ
� 03-6379-9770
� info@infi ni.co.jp
 https://www.infi ni.co.jp/

16(日)  マリエッタダンスパーティー 13：10 開場 700円 マリエッタ［大浜］
� 042-336-5649

17(月)  青春 歌の広場 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］
� 090-9365-1235

20(木)  武蔵小金井スマイル合唱団 10：00～11：45 無料
武蔵小金井スマイル合唱団
� 03-6304-0161［本部］
 042-385-7426［大森］

20(木) 
明治学院中学校･東村山高校
ブラスバンド部
第17回 定期演奏会

18：30開場
19：00開演

全席自由
無料

明治学院［梅原］
 042-391-2142
 umehara@
　 meijigakuin-higashi.ed.jp

20(木)  駅前 ダンスパーティー 13：15開場 700円 小金井ダンススポーツ連盟[小松 ]
� 042-384-1911

22(土)  Music Laboratory HAKU
第５回 演奏会 -New Start-

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
500円

Music Laboratory HAKU
 musiclabo.haku@gmail.com

22(土) 
Art × Experience × Learning
NINFA presents 
こがねいふるさとコンサート
～春の歌、日本の歌～　　　　 

10：15 開場
10：30 開演

全席自由
一般1,000円
小学生以下無料
（要予約）

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

22(土)  マリエッタダンスパーティー 13：10 開場 700円 マリエッタ［大浜］
� 042-336-5649

23(日)  ブラームス「ドイツ·レクイエム」
演奏会

18：40 開場
19：00 開演

全席指定
2,800円

おんがくの共同作業場
� 042-522-3943
 npo@gmaweb.net
 http://www.gmaweb.net/npo/

26(水)
～30(日)  瑠璃の会 日本画展

11：00～18：00
初日13：00～
最終日～16：00

無料 瑠璃の会 [日向 ]
 0428-85-2159

28(金)  桂 蝶の治 独演会 18：40 開場
19：00 開演

全席自由
当日1,200円
予約1,000円

小金井落語会
 050-3033-0666

29(土・祝)  柳家 花いち 独演会  9：45 開場
10：15 開演

全席自由
当日2,300円
予約2,000円

Team871
 070-8322-4454
 871offi  cial@gmail.com

29(土・祝)  さとう美樹ピアノ教室 発表会 14：00 開場
14：30 開演

全席自由
無料

さとう美樹ピアノ教室
 miksat-arg03@docomo.ne.jp

29(土・祝) 

Art × Experience × Learning
NINFA presents 
文学朗読音楽シリーズ プッチーニ作曲オペラ
『蝶々夫人』（日本語字幕付上演）



18：45 開場
19：00 開演

全席自由
3,500円

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

30(日)  ピアノ発表会
①10：30 開場
　11：00 開演
②14：00 開場
　 14：30 開演

全席自由
無料

いしだピアノ教室
� http://ishidapiano.com

2023年 2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。

席種・希望枚数




