


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CALENDAR2021

●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

1月号

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。

vol.103 休館日…12月29日（火）～1月3日（日）、12日（火）、19日（火）

特典 8
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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）
・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〉

チェロのしごと3/18（木）14：00小ホール
2021.

クラシックからロックまで引っ張りだこの楽器「チェロ」。
「こがねいガラ･オーケストラ」のメンバーでもあるチェリストの阪田宏彰と小川和久が、
トークと演奏でチェロの多彩な魅力を全力でお伝えします。

［料　　金］ こがねいメンバーズ無料
 （会員本人のみ入場可）
［定　　員］ 30名（先着順受付）
 要事前申込
 自由席
［受付開始］ 1/17（日）10:00～

阪田宏彰（チェロ） 小川和久（チェロ）

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じ、
　定員や受付開始日に変更が生じる場合があり
　ます。

友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント

ツイッター投稿中！
イベント情報はもちろん、出演者のオフショットやレ
ポート、暮らしのスパイスになりそうなプチ情報な
どを投稿中！小金井市公式キャラクターのこきん
ちゃんもちらほら登場。
ぜひポチっと“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
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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

7(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］

9(土) D

公演
THE SUPER PREMIUM
樫本大進＆キリル ·ゲルシュタイン

ÅNÅAÅM

14：15 開場
15：00 開演

全席指定
一般
S席 5,000円
Ａ席 4,000円
U-25席 

2,000円
こがねいメンバーズ
S席 4,500円
A席 3,600円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
�T 042-380-8099

9(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

11(月・祝) D 成人の日記念行事※ 中学校区ごと
5回開催

全席指定
無料
関係者のみ入場可

小金井市教育委員会
生涯学習課
�T 042-387-9879
�E k020199@
　 koganei-shi.jp

14(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］

15(金) S お医者さんと建築士さんが語る
健康セミナー

13：30 開場
14：00 開演

無料
要事前申込
先着40名

とうきょう健康・
省エネ住宅推進協議会
事務局 （株）タカキ［伏見］
�T 042-566-2341
�E fushimi@takakigroup.net

15(金)～
17(日) G テレジン収容所の幼い画家たち展 11：00～19：00

最終日 ～16：00 無料
NPO法人ひ・ろ・こらぼ 担当
［堀井］

�T 042-304-8339

17(日) D
トロンボーン･アンサンブル
トロンボナンザ
第41回 定期演奏会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
700円

代表［桜田］
�T 044-856-7254
�E sakurada@gb3.so-net.ne.jp

17(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

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

17(日) 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

18(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

20(水) 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
�T 090-1852-7879

23(土) D アニメーション映画「音楽」
小金井スペシャル上映会

　　  ÅM

12：00 開場
13：30 開演

全席自由
大人2,000円
18歳以下

�1,000円

１８４こがねい編集室
�E 184magazine@
　 gmail.com
�H 184magazine.com

24(日) D
公演

EXCITING STAGE
山中千尋ジャズ •ライヴ

ÅNÅAÅM

15：15 開場
16：00 開演

全席指定
一般4,000円
U-25席

�2,000円
こがねいメンバーズ
一般3,600円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
�T 042-380-8099

27(水) D
前進座公演
「人情噺 文七元結」
―併演「歌舞伎の楽しさ」

①11：00  開演
②14：30 開演

全席指定
A席 6,500円
B席 4,000円

前進座 東京事務所
�T 0422-49-0300
�H http://www.zenshinza.com

30(土) D
オーブン·ミトン小嶋ルミの
「おいしいクッキーのお話」
～家庭で最高のお菓子を作るために～

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
無料
要事前申込
（12/20（日）～）

NPO法人小金井市文化協会
［福沢］

�T 090-9391-3338
E bunkakyokai@
　 jcom.zaq.ne.jp

30(土)
31(日) G 光葉会書展 10：00～16：00 無料 書道教室 光葉会［薮内］

�T 042-381-6672

31(日) D 水星交響楽団チェンバーシリーズ
第3回 演奏会

13：00 開場
14：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

水星交響楽団チケットセンター
［植松］

�T 090-1608-5749
�E info@suikyo.jp
�H https://www.suikyo.jp

2020 年 11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。

※成人の日記念行事のため、当館は全フロア新成人および関係者のみ入場可能です。
　一般の方は入館できませんのでご注意ください。
　なお、成人式終了後（17時以降予定）は入館できます。




