






曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

1(月) ○大 筝 ･三弦 ･尺八の演奏会
（邦楽の響）

12：00開場
12：30開演

全席自由
無料

小金井三曲連盟［田中］
☎ 042-383-5749

2(火) ○大 第17回 都立 国立高校 
弦楽合奏部 定期演奏会

17：30開場
18：00開演

全席自由
無料

国立高校 弦楽合奏部
HP http://kunitachi-string.
　wixsite.com/kso-homepage

4(木) ○小 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
☎ 03-6304-0161［本部］
☎ 042-385-7426［大森］

4(木) ○小
佐々総合病院 医療公開講座
「股関節の病気の治療
－スポーツ･旅行との触れ合い－」

14：30開場
15：00開演

全席自由
無料

佐々総合病院 広報室
☎ 042-461-1535

5(金) ○小 清水ピアノ会門下生
ヴォーカル＆ピアノ発表会

12：30開場
13：00開演

全席自由
無料

清水ピアノ会
☎ 090-4203-2450
 maingauche@
　 ac.auone-net.jp

6(土) ○大
東京多摩いのちの電話 
活動支援チャリティー
柳家三三 落語会 　　　　　 

13：30開場
14：00開演

全席指定
2,500円

東京多摩いのちの電話後援
活動の会
☎ 042-328-3368
　 （月～金、10～17時）
HP http://nokai.main.jp

6(土) ○小 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

6(土) ○小 ウェルカムコンサート 18：45開場
19：00開演

全席自由
1,500円

（株）宮地商会 宮地楽器
国立センター［後藤］
☎ 042-505-5656
 kunitachi@miyajimusic.com

HP https://www.miyajimusic.
　  com/school/kunitachi

7(日) ○大 第13回 宮地楽器 二胡 発表会 15：00開場
15：30開演

全席自由
無料

宮地楽器 MUSIC JOY神田
☎ 03-3255-2757
 keita@miyajimusic.com

7(日) ○小 サルサグランデ イン 武蔵小金井 18：30開場
18：45開演

1,000円
当日受付にて

ラティーノチャンネル実行委員会
［金子］
☎ 090-5435-1200
 latinochanell@gmail.com

8(月) ○小 昭和歌謡名曲カフェ 13：30開場
14：00開演

全席自由
800円

清水ピアノ会［清水］
☎ 090-4203-2450
 thinkandgrowrich07@
　 ezweb.ne.jp

11(木) ○小 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
☎ 03-6304-0161［本部］
☎ 042-385-7426［大森］

11(木) ○小 シャインダンスパーティー 13：15開場
13：20開演 700円 シャインダンス［吉原］

☎ 090-2940-2430

11(木)～
14(日) ○Ｇ

第4回 武蔵野アトリエ＆
小金井コミュニティ水彩講座
絵画展

11：00～18：00
最終日～16：00 無料

武蔵野アトリエ 武蔵小金井
［江口］
 rivers817@hotmail.com

12(金) ○小 武蔵小金井青春ポップス合唱団  9：45開場
10：00開演

無料
要事前申込
関係者のみ入場可

合唱団支援事務局
☎ 03-6304-0161

12(金) ○小 ちゃんぷる～
私が幽霊！？ 修学旅行　　　　 

18：55開場
19：15開演

全席自由
前売2,800円
当日2,950円

特定非営利活動法人
遊び・文化NPO 小金井こらぼ
 koganei.kodomo@gmail.com

13(土) ○大 ピアノ発表会 13：00開演 全席自由
無料

山口ピアノ教室
☎ 090-1447-9625

13(土) ○小 マリエッタダンスパーティ 13：20開場
13：20開演 600円 マリエッタ

☎  042-336-5649

14(日) ○大 レッツ･ゴー！イングリッシュクラブ
春の英語ミュージカル

13：40開場
14：00開演

全席自由
無料

レッツ・ゴー！
イングリッシュクラブ
☎ 0422-51-4103

15(月) ○大 青春歌の広場　　　　　　　 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
700円

青春歌の広場 [松川 ]
☎ 080-1056-0686

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

17(水)～
20(土) ○Ｇ 第7回 コピック･アート作品展 11：00～18：00

初日 14：00～ 無料
小金井コピック･アートクラブ
［山崎］
☎ 080-1078-9937
 yotti@s8.dion.ne.jp

18(木) ○小 駅前ダンスパーティー 13：15開場 一般 700円
会員 500円

小金井市ダンススポーツ連盟 
事務局［小松］
☎ 042-384-1911

19(金) ○大
明治学院中学校 ･東村山高校 
ブラスバンド部
第13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

19(金) ○小 武蔵小金井青春ポップス合唱団   9：45開場
10：00開演

無料
要事前申込
関係者のみ入場可

合唱団支援事務局
☎ 03-6304-0161

20(土) ○小
0歳からのクラシックコンサート
1時間の小さな演奏会
One hour Concert
楽しい弦楽器の世界　　　　  

10：00開場
10：30開演

全席自由
大人1,500円
こども 500円
3歳未満
膝上鑑賞無料

One hour Concert 事務局
☎ 0120-5489-16

20(土) ○小 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

20(土) ○大
ピアノとの暮らし20年。
～松下菊乃ピアノ20周年
記念コンサート～

19：00開場
19：30開演

全席自由
一般2,000円
学生1,000円
未就学児無料

ピアノとの暮らし
HP kikunopiano.strikingly.com

21(日) ○小 「キヨミ」ダンスパーティー 13：10開場
13：20開演

一般 700円
会員 500円

キヨミダンス［関根］
☎ 080-5020-5293

22(月) ○小 Jazz Ensemble Meeting
“SOALTE & VOLTZ”

19：00開場
19：30開演

全席自由
3,000円

［三塚］
 tb.mitsuka@gmail.com

23(火)～
29(月・祝) ○Ｇ 第26回 写団「小金井」写真展

10：00～17：00
初　日13：00～
最終日～17：00

無料 写団「小金井」代表［髙嶋］
☎ 042-301-6774

24(水) ○大○小
ネイチャーズウェイ
チャリティコンサート2019 　　

コンサート
［大ホール］
14:00 開演
展示コーナー
［小ホール］
12：00～13：30
15：00～16：00

全席自由
大人1,000円
子ども（小学生
以下） 100円

（株）ネイチャーズウェイ
☎ 0120-070-209

27(土) ○大 クラシックバレエ･アダジオ 発表会 15：30開場
16：00開演

全席自由
無料

クラシックバレエ･アダジオ
［羽鳥］
☎ 042-385-0440

28(日) ○大 国分寺チェンバーオーケストラ
コンサート

13：30開場
14：00開演

全席自由
前売 800円
当日 1,000円

［田竝］
☎ 090-8946-2623
 tanami39@ozzio.jp

28(日) ○小 ヒロミ･フルート教室発表会 2019春 18：50開場
19：00開演

全席自由
無料

ヒロミ･フルート教室［長谷川］
☎ 042-388-5773
☎ 090-1663-6826

29(月・祝) ○大 小さな音楽会
（ピアノ発表会）

12：30開場
13：00開演

全席自由
無料

［藤本］
☎ 042-381-3652

30(火・祝) ○大 主催
スタインウェイ･ピアノ体験会

9：30～10：30 
から
20：30～21：30
※各回1組60分間

1,000円/1組
小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

30(火・祝) ○小 声楽発表会 12：30 開場
13：00 開演

全席自由
無料

竹内淳子声楽研究会
☎ / FAX 03-3326-5534
2019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。

お問合せはこちら

チケットのご予約は
こちら

☎042-380-8077 受付時間：9：00～22：00
チケットデスク
インターネット
チケットサービス http://koganei-civic-center.jp

☎042-380-8099 

休館日…4月9日（火）・16（火）

【主催・問い合わせ】株式会社ネイチャーズウェイ　☎0120‐070‐209

日本フィルハーモニー交響楽団とオーガニックコスメの
会社ネイチャーズウェイが贈る、自然と音楽を思う存分体験できる
コンサートイベント。本格的なクラシックコンサートと自然や音楽に
まつわる体験型の展示ブースの2構造になっております。

2019年 4月24日（水）小金井 宮地楽器ホール
コンサート［大ホール］14：00開演
展示コーナー［小ホール］12：00～13：30 / 15：00～16：00

日本フィルハーモニー交響楽団とオーガニックコスメの日本フィルハーモニー交響楽団とオーガニックコスメの日本フィルハーモニー交響楽団とオーガニックコスメの
会社ネイチャーズウェイが贈る、自然と音楽を思う存分体験できる会社ネイチャーズウェイが贈る、自然と音楽を思う存分体験できる会社ネイチャーズウェイが贈る、自然と音楽を思う存分体験できる

ネイチャーズウェイ 
チャリティコンサート2019

【全 席 自 由】 大人1,000円　子ども（小学生以下）100円
【チケット取扱い】 ①インターネット eプラス
 ②ヴェレダトリートメント＆ショップ吉祥寺店
 ③小金井 宮地楽器ホール（窓口のみ／10～19時）

♪モーツァルト：アイネ･クライネ･ナハトムジーク
♪エルガー：愛のあいさつ
♪J.シュトラウスI 世：ラデツキー行進曲
♪あたま・かた・ひざ・ポン、さんぽ 　　ほか

♪モーツァルト：アイネ･クライネ･ナハトムジーク
♪エルガー：愛のあいさつ
♪J.シュトラウスI 世：ラデツキー行進曲
♪あたま・かた・ひざ・ポン、さんぽ 　　ほか

広告

http://koganei-civic-center.jp 武蔵小金井駅
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イベントCALENDAR

当館主催公演のチケットを予約できます。
受け取りは、当館窓口かセブン -イレブンを選択できます。

全施設の最新の空き状況確認、および、
練習室 ･和室の仮予約ができます。

イベントレポートを続々掲載中！
ホールを飛び出し、学校や施設で
行った、まちかどコンサートの様子
も掲載しています。

施設の取り組みや、小金井の街の魅力、文化にまつわる豆知識
をつぶやいています。タイムリーで便利な情報も。
ぜひ“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

4月

●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）
平成 31年 3月15日発行 vol.82　　　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

APRIL

vol.82

※ 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

本紙「イベントなび」にイベント情報を掲載しませんか？「イベントなび」は小金井市内を中心とした新聞折込の
ほか、友の会会員へ送付、小金井市内や近隣市の公共施設等にも設置しています。
■サイズ：１枠　約45mm× 約124mm
■掲載料：1回１枠　税込10,000円～25,000円（号により異なります。）

■掲載位置：本紙裏面下部
■色：2色　　　　※詳細はお気軽にお問合せください。

「イベントなび」広告掲載募集

受付時間：
10：00～19：00

ホームページやツイッターでいつでも簡単にアクセス！

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〉

スタッフブログURL

twitter URL

往復ハガキにて受付


