


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！

※ 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CALENDAR2020

●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

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
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
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友の会「こがねいメンバーズ」会員募集中！

■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。

9月号 vol.99 休館日…9月8日（火）・15日（火）
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小金井市内先行受付 応募方法

ご来館のみなさまへ
感染症拡大防止のためのお願い

小金井市立はけの森美術館 

所蔵作品展「木陰－中村研一、自然を描く」

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）

■ 発熱・体調不良などの自覚症状がある場合、ご来館はお控えください。
■ こまめな手洗い、手指消毒、咳エチケットを徹底し、マスクを着用してください。
■ 人と人との間は、一定の距離（最低1メートル）を確保してください。
■ 近距離、対面での会話はお控えください。
■ 共有スペースでの飲食は、水分補給を除きご遠慮ください。
■ 冷水機の使用は当面の間停止します。水分補給は水筒やボトル飲料をご用意ください。
■ 長時間の滞在はご遠慮ください。
■ 密接を避けるため、各施設の定員を減らしております。（おおむね通常の定員の1/2以下）
※状況により変更となる場合があります。最新情報はホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

［会　　期］ 2020年7月29日（水）～9月13日（日）
［休 館 日］ 毎週月･火曜日
［開館時間］ 11：00～16：00（入館は15：30まで）
［観 覧 料］ 一般 100円、小・中学生 50円（本展のみ）
　　　　　（未就学児および障害者手帳をお持ちの方と
 付添いの方一人は無料）
 ※3月にこがねいメンバーズの方にお送りした招待券を
 　ご利用いただけます。

・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〉

中村研一「木陰」1963年頃

特集展示「にゃーにゃーにゃあ －中村研一、猫を描く」

令和 2年8月15日発行 vol.99　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

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

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。

 ※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。

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

5(土) D
コロナによる分断から
音楽による連帯へ

①11：10 開場
　 11：30 開演予定
②14：40 開場
　15：00 開演予定
③18：20 開場
　18：45 開演予定

全席指定
①2,000円
② 2,500円
③ 2,000円
（各回250席）

おんがくの共同作業場［伊田］
�T 042-522-3943
�E npo@gmaweb.net
�H http://gmaweb.net/
　 npo

5(土) S こどものための ミニコンサート

①  9：40 開場
　  9：50 開演
②10：40 開場
　 10：50 開演

全席自由
大人1,500円
子ども（小学生
以下）500円
要事前申込

まつざわリトミック［松澤］
�E childmusicm@
　 gmail.com

6(日) S

オペラ集団 I CANTORI 
サロンシリーズ vol.27
プッチーニ作曲 
オペラ『蝶々夫人』
ハイライト公演（字幕付き）       ÅM

19：00 開場
19：30 開演

全席自由
3,500円

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

9(水) 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

10（木）～
14(月) G ファミリー写真展

10：00～18：00
［初日］
13：00～18：00
［最終日］
10：00～16：00

無料
マナベファミリー 世話人
［眞鍋］

�T 042-382-9471

12(土) D 榛葉昌寛 
テノール･リサイタル2020

17：30 開場
18：30 開演

全席自由
2,900円

榛葉昌寛リサイタル
実行委員会［榛葉］
�T 080-5157-1794
�E shimbino7@
　  yahoo.co.jp

12(土) S

オペラ集団 I CANTORI 
サロンシリーズ vol.28
プッチーニ作曲 
オペラ『ラ･ボエーム』
ハイライト公演（字幕付き）       M

19：00 開場
19：30 開演

全席自由
3,500円

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

13(日) S 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］

�T 090-2940-2430

14(月) D 青春 歌の広場 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
700円
先着150名

青春歌の広場[松川 ]
�T 080-1056-0686

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

17(木) S @jug 2020 夏ステージ

①12：30 開場
　 13：00 開演
②17：30 開場
　 18：00 開演

全席自由
無料

東京農工大学
ジャグリングサークル@jug

�E atjugatjug@
　 yahoo.co.jp

18(金) S 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
�T 03-6304-0161

18(金) S 「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］
�T 080-5020-5293

19(土) S 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］

�T 042-381-3863

22(火･祝) 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

23(水) S
友の会「こがねいメンバーズ」
会員限定イベント
中川瑞葉 ピアノ･コンサート
～天空の響きと現代の音楽～

13：45 開場
14：00 開演 予定枚数終了

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
T 042-380-8099

26(土)
27(日) S

M-laboratory
新作「DAWNORDUSK」

時間未定
（両日とも
昼夜2回公演）

全席自由
一般前売

�3,000円
一般当日 

3,500円
U-22前売 

2,500円
U-22当日 

3,000円
U-15前売 

1,500円
U-15当日 

2,000円

M-laboratory
�T 042-316-6103
�E worksmlabo@
　 gmail.com
�H http://mlaboratory.jp

29(火) S 小金井 ブランチタイムコンサート 10：00 開場
10：30 開演

全席自由
1,000円

大滝事務所［大滝］
�T 090-1852-7879

29(火) S 昭和歌謡名曲カフェ 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
800円
先着40名

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

2020年 7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。


