


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！

友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

5/28(火)
～6/2(日)

○小
○Ｇ

第7回 小金井市民文化祭
「芸術文化フェスティバル 2019」
美術工芸展

10：00～17：00
最終日～16：00 無料

NPO法人 小金井市文化協会
［福田］
☎ 042-381-5708

1(土) ○大
第7回 小金井市民文化祭
「芸術文化フェスティバル 2019」
日本舞踊、謡と仕舞

①11：00 開演
②13：00 開演
③14：30 開演

全席自由
無料

NPO法人 小金井市文化協会
［福田］
☎ 042-381-5708

2(日) ○大
第7回 小金井市民文化祭
「芸術文化フェスティバル 2019」
小金井市民オーケストラ
第36回 定期演奏会　　　　  

13：30開場
14：00開演

全席自由
1,000円

小金井市民オーケストラ
［大和田］
☎ 0422-31-3582

4(火) ○小
主催
友の会「こがねいメンバーズ」
会員限定イベント
知って楽しむ世界の音楽 
幻の古楽器「バリトン」　 

14：45開場
15：00開演

全席自由
こがねいメンバーズ
無料

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

5(水) ○小
第3回 小金井メディカルクリニック
市民セミナー
「楽しく健康増進
 ～みんなで体を動かそう！～」

18：00開演 全席自由
無料

小金井メディカルクリニック
［佐藤］
☎ 042-401-2938

6(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］

6(木)～
10(月) ○Ｇ 花・華グループ展 10：00～17：00

初日　12：00～ 無料 花･華グループ［安延］
☎ 042-386-1196

8(土)
9（日） ○大 エレクトーンフェスティバル 2019

ソロ演奏部門 宮地楽器大会
13：15開場
13：30開演予定

全席自由
500円

宮地楽器 小金井支店
教室企画 管理課［永村・曽根］
☎ 042-383-5551

9(日) ○小
オペラ集団 I CANTORI 第 9回本公演
レハール作曲 
オペレッタ「メリー・ウィドウ」
日本語上演　　　　　　　　  

13：30開場
14：00開演

全席自由
2,000円

I CANTORI チケット担当
☎ 080-5973-2077
 i.cantori.ticket@gmail.com

10(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

12(水) ○大 香山るり 歌謡コンサート 13：30開場
14：30開演

全席指定
SS席6,500円
Ｓ席 6,000円
Ａ席 5,500円

［勝山］
☎ 090-8493-8671

12(水) ○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

13(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］

13(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

14(金) ○大
主催公演
THE SUPER PREMIUM
セプトゥーラ ブラス・コンサート

18：30開場
19：00開演

全席指定
S席 5,000円
Ａ席 4,000円
こがねいメンバーズ
S席 4,500円
Ａ席 3,600円
U-25席2,000円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

14(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

合唱団支援事務局
☎ 03-6304-0161

14(金) ○小
デジタルパイプオルガン
コンサート No.15
～ジャンルと3世代を超えたコンサート～

18：00開場
18：30開演

全席自由
2,000円

酒井多賀志公演会
☎ 042-637-1345
 takashi@sakai-organ.org

15(土) ○大
主催公演
キッズ･カーニバルコンサート
Kids meet Jazz！
～キッズ･ミート･ジャズ！～

13：30開場
14：00開演

全席指定
大人2,500円
子ども1,500円
こがねいメンバーズ
大人2,200円
子ども1,300円
子ども：3歳～中学生

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

16(日) 全館
共同主催
キッズ･カーニバル
KOGANEI 2019

9：30開会式
10：00～15：00 入場無料

キッズ･カーニバルKOGANEI 
実行委員会 委員長［水津］
☎ 090-7800-1216 

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

17(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

17(月) ○小
かける×オーケストラ 
室内楽シリーズ
第1回 うめぐみ

18：45 開場
19：15 開演

全席自由
一般3,000円
学生1,500円

かける×オーケストラ事務局
［白仁］
☎ 080-5473-4827
 kakeruorchestra@gmail.com

20(木) ○小 第1回技術認定講習会
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

21(金) ○小
オペラ集団 I CANTORI 特別公演
「1,000円（前売り）で楽しむ !!
アフタヌーンコンサート」 vol.3

14：30開場
15：00開演

全席自由
前売1,000円
当日1,500円

アフタヌーンコンサート
チケット担当
☎ 080-5271-6196
 studiocantiamo@gmail.com

21(金) ○小 フルートとピアノの華麗なる饗宴 18：30開場
19：00開演

全席自由
一般2,500円
学生1,000円

［今川］
 emitam_pf@yahoo.co.jp

21(金)～
24(月) ○Ｇ

パッチワークスタジオ QUILTBOX
第 9回 作品展
「布と糸のできること」

10：00～18：00
最終日～16：00 無料

［中重］
☎ 042-381-4768
HP http://www.quiltbox.net

22(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

22(土) ○小 近代ドイツ歌曲の夕べ
～調性と無調の狭間で～　　　

19：15開場
19：30開演

全席自由
一般2,500円
学生1,500円

主催者［筒井］
☎ 050-5850-8260
 ticket.la2019@gmail.com

HP http://liederabend.
　 strikingly.com

23(日) ○大
混声合唱団 
アルベルネ ユーゲントコール
第53回 演奏会　　　　　　  

14：00開場
14：30開演

全席自由
1,000円

［紫合（しごう）］
☎ 090-9381-7586
 o-shigo@mub.biglobe.ne.jp

23(日) ○小 ゴスペルクワイアさくら
ファーストコンサート

13：30開場
14：00開演

全席自由
無料

ゴスペルクワイアさくら
HP http://www.c-sqr.net/
　 c/cs68186

26(水)～
30(日) ○Ｇ 第5回 小川靖雄 水彩画展

10：00～18：00
初　日12：00～
最終日～16：00

無料 ［小川］
☎ 042-384-7009

27(木) ○小
第18回 小金井音楽談話室
「吉野直子 ハープ･ファンタジア」 18：45開場

19：15開演

全席自由
一般2,800円
シニア（65歳以上）

2,300円
学生1,800円

小金井音楽談話室［足立］
☎ 042-388-8099
 koganei-music@
　 kch.biglobe.ne.jp
HP http://koganei-music.
　 at.webry.info

28(金) ○大 平和を希求する講演と合唱の夕べ 18：00開場
18：30開演

全席自由
前売1,000円
当日1,200円

［平田］
☎ 090-7178-0571
 keih@rio.odn.ne.jp

28(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

合唱団支援事務局
☎ 03-6304-0161

28(金) ○小 クラリネットと素敵な出会い vol.2 18：40開場
19：00開演

全席自由
前売2,500円
当日2,800円
学生1,000円
小学生500円
障がい者1,000円

クラリネットと素敵な出会い
事務局［うおずみ］
☎ 090-4090-6477

29(土) ○小 第7回 
ふえねこアンサンブル発表会

13：00開場
13：30開演

全席自由
無料

ふえねこアンサンブル
 fueneko5656@yahoo.co.jp

30(日) ○大 水の輪混声合唱団
第45回 定期演奏会

15：00開場
15：30開演

全席自由
1,000円

水の輪混声合唱団 
マネージャー［滝］
☎ 090-8462-9414
 mizunowakonsei@gmail.com

30(日) ○小 0歳から子供も一緒に♪コンサート
ヴァイオリン、打楽器、ピアノで

10：00開場
10：30開演

全席自由
大人（高校生以上）

1,500円
子供（3歳～中学生）

500円
3歳未満膝上無料

Piccolo Classe
（ピッコロクラッセ）
HP https://www.piccolo-
　 classe.com/concert6-30

30(日) ○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
2019年 4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。

チケットの先行予約
主催公演や講座のチケットを、一般発売に先駆けてご予約いただけます。

チケットの１０％割引販売
主催公演のチケットを1公演につき、お一人様 2枚まで、会員価格でご購入いただけます。

会員限定イベントへの無料参加（詳細はおもて面参照）
チケット送料無料、コンビニ引き取り手数料無料
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
大ホールでの主催公演時に使用できるドリンク券を年 1回（4月）ご郵送。

小金井市立「はけの森美術館」の入館無料
①所蔵作品展の招待券 2枚を年 1回（3月）ご郵送。
②企画展は会員証提示で会員本人のみ入館無料。

特典 3

特典 1

特典 4

特典 2

特典 5

特典 6

特典 7

特典 8

■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：当館 2階事務室、または申込書のご郵送と年会費のお振込にて、随時承っています。

●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）
令和元年5月15日発行 vol.84　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

https://koganei-civic-center.jp

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 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、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 …市民ギャラリー休館日…6月11（火）・18（火）

イベントCALENDAR6月
June

vol.84

主催公演 小金井市内先行受付  応募方法
小金井市内在住・在勤・在学の方は、一般発売に先駆けてお申込いただけます。（応募者多数の場合、抽選）
■応募期間：各公演により異なります。[指定期間内必着 ]
■応募方法：往復はがきに、希望公演・席種・枚数（1人2枚まで）・
 氏名・ふりがな・住所・電話番号を記入の上、
 小金井 宮地楽器ホール 市内先行チケット係へ（1人1通）

■重複応募や記入不備、電話・ＦＡＸでの申し込み無効
■公演により、席数の制限あり。配席はお任せいただきます。
※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。

オーストリアで愛された、10本以上の弦を持つ
チェロのような古楽器「バリトン」。
日本オーストリア友好 150周年の今年、
その奏法の難しさ、楽器の繊細さから幻ともいわれる
この楽器のレクチャーと、ハイドンの知られざる楽曲
「バリトン三重奏曲」の演奏をお届けします。

知って楽しむ世界の音楽  幻の古楽器「バリトン」6/4（火）小ホール15：00
開催
間近！

出演：エステル･ハージー･アンサンブル
［定員］120名（先着順受付、要事前申込み）
［料金］こがねいメンバーズ無料（会員本人のみ入場可）／全席自由

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。出演アーティストの舞台裏写真も！
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

スタッフブログ＆ツイッター 投稿中！
スタッフブログURL

twitter URL




