9 4（土）

9 12（日）

14: 00

大ホール

9 20（月・祝） 北村英治スーパーカルテット

13: 00

大ホール

ワルター･アウアー（フルート） 沢木良子（ピアノ）

当館大ホールの響きを堪能いただくシリーズ。
今年はウィーンの響きを 2 公演お届けします。
第 1弾は、ウィーン･フィルハーモニー管弦楽団
首席奏者による、芳醇なフルートの響きを
お楽しみください。
全席指定

一般3,000円

14: 00

大ホール

©Masako YAMADA

入 船亭扇遊

全席指定

一般3,500円

こがねいメンバーズ 一般3,200円

15: 00

大ホール

ドヴォルザーク：チェロ協奏曲
ベートーヴェン：交響曲 第6番「田園」
ほか

©AlexanderPlatz

茂木大輔（指揮） 阪田宏彰（チェロ）
こがねいガラ･オーケストラ（管弦楽） ほか

ショパン：幻想即興曲
雨だれ
子守歌 ほか

「ジョルジュ」

14: 00

大ホール

©井村重人

©堀田力丸

シュニトケ：古い様式による組曲
ペルト：フラトレス
バルトーク：ディヴェルティメント ほか

全席指定

こがねい
メンバーズ

11 18（木）

アンレーセン：3つのノルウェー舞曲
チャイコフスキー（フェルヘルスト編）：
バレエ『くるみ割り人形』組曲
ヴェルディ（フェルヘルスト編）：
歌劇『マクベス』から「6つのバッラービレ」

19: 00

大ホール

ロイヤル･コンセルトヘボウ管弦楽団 ブラス･セクション

ほか

11 28（日） 三浦一馬×宮田 大
スペシャル･デュオ

15: 00

大ホール

三浦一馬（バンドネオン） 宮田 大（チェロ）

世界屈指のオーケストラである、ロイヤル･コンセルトヘボウ管弦楽団の
ブラス･セクションによるドリーム･コンサートです。
金管楽器のあたたかく煌びやかな音色とアンサンブルの極みに、
驚嘆すること間違いなし！
憧れの名手による
ブラス･クリニック

全席指定

全席指定

一般4,000円

S席5,000円 A席4,000円

U25席2,000円

こがねいメンバーズ 一般3,600円
発売日

発売日

［講師］ロイヤル･コンセルトヘボウ管弦楽団
ブラス･セクションより
［対象］市内中学校吹奏楽部

ガルデル：わが懐かしのブエノスアイレス
ピアソラの主題による
バンドネオン･ソロ・メドレー
ウィリアムズ：
『シンドラーのリスト』よりテーマ ほか

9

メンバーズ先行 8/21（土）
市内先行 8/23（月）〜 27（金）
一般
9/5（日）

©Shigeto Imura

メンバーズ先行 8/21（土）
市内先行 8/23（月）〜 27（金）
一般
9/5（日）

（木）

大ホール

（金）

12 5（日） 島田歌穂 & 島 健
15: 00

大ホール

Duoコンサート

島田歌穂（ヴォーカル） 島 健（ピアノ）

全10回程度のワークショップに参加して、
島田歌穂さんとステージで共演しませんか？

［講師］今泉りえ（ミュージカルアクター）ほか
※詳細は後日発表

ミュージカル界の歌姫、島田歌穂と、
ピアニストで作･編曲家の島健による、デュオ･コンサート。
ミュージカル･ナンバーはもちろん、
クリスマスシーズンにぴったりな、
おしゃれで大人な雰囲気あふれるステージをお贈りします。

2022

12 19（日）

1 22（土）

13:00／15:00

個性的でエッジの効いた話芸で
人気の噺家がそろう落語会。
どんな競演になるのか、
期待は膨らむばかりです。
林 家 彦 いち

桃 月庵 白 酒

全席指定

一般3,500円

U25席2,000円

こがねいメンバーズ 一般3,200円

こがねいメンバーズ 一般3,600円

発売日

U25席2,000円

発売日

全席指定

一般4,000円

メンバーズ先行 9/11（土）
市内先行 9/13（月）〜 17（金）
一般
9/25（土）

「おうち de ライブ☆コガネイ！〜 Enjoy Staying Home!!」
月 小金井市観光まちおこし協会および小金井ゆかりの
音楽家たちと連携し、演奏＆トーク動画を 6 本配信。

月

三遊亭兼好

柳 家わさび

メンバーズ先行 9/11（土）
市内先行 9/13（月）〜 17（金）
一般
9/25（土）

月

ホールの響きシリーズ 第 3 回

月 「ラテンの響き」© 藤本史昭

「にじ」のアートパネル設置
市民へのエールと
コロナ収束への
願いを込めて…。

舞台上のソーシャルディスタンス
検証動画を 2 本制作･配信

月

当館は 2022 年 3 月1日に開館 10 周年を迎えます！
アニバーサリーイヤーの始まりに、みなさんとともに
10 年を振り返る写真展を行います。

U25席2,000円

メンバーズ先行 11/14（日）
市内先行 11/15（月）〜 19（金）
一般
11/27（土）

通年

小ホール

市内の福祉施設に入所している方を
ご招待。おひとりでは足を運ぶことが
難しい方々にも、ホールで落語などを
お楽しみいただける企画です。

まちなかにアートをお届けする
企画。あなたの学校や施設、ご近所
のまちかどにアーティストが出没
するかもしれません。お楽しみに。

「こがねいメンバーズ」会員限定イベント ラインナップ

友の会 こがねいメンバーズ 会員募集中！
！

今年度も知的好奇心をかき立てる、様々なジャンルの特別イベントをご用意しています。
チケットの申込みと同時のご入会も可能です。
［共通］こがねいメンバーズ無料（先着順、要予約）／小ホール／全席自由

年会費2,000円でこんなに楽しい！こんなにお得！

5 26（水）14:00

特典 1 チケットの先行予約
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ご参加

知って楽しむ伝統芸能〜太神楽×時代考証〜

●

9 24（金）14:00

特典 6 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（年4回）
特典 7 ドリンク割引券プレゼント（4／1時点で会員の方に郵送）

2 11（金･祝）14:00

特典 9 小金井市立
「はけの森美術館」の入館無料

小金井市在住で、東京フィルハーモニー
交響楽団の奏者、杉本真木が
オーボエ愛を語りつつ、楽器の
魅力たっぷりの演奏をお届けします。
●

月

根本孝史（ステージマネージャー）
飯田有抄（ナビゲート）

杉本真木（オーボエ）
出羽真理（ピアノ）

小野リサ with フェビアン･レザ･パネ
Duo Delights 2020

月

親子 de 茶道･華道体験

こがねいガラ･コンサート2020
有観客の公演のほか、当館初の
月 オンラインライブ動画の有料配信も実施。

［受付開始］7/24（土）

オーボエに魅せられて

●

◆ 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当館 2 階事務室、または ②申込書ご郵送と年会費のお振込

［受付開始］3/13（土）

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。
今回は、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仕事の極意に迫ります！
●

特典 8 施設利用の優待企画実施（年1回程度）

鏡味仙成（太神楽）
大石 学（東京学芸大学名誉教授･特任教授）

コンサートを支える仕事人〜ステージマネージャー編〜

●

2022

まもなく
受付開始！

江戸時代末期から寄席芸能として広く大衆の人気を集めた、
日本の総合演芸、太神楽。
その歴史や人々の暮らしとのかかわりなどのお話を交え、
「投げる」
「回す」
「バランス」のハラハラドキドキな曲芸を目の前でお楽しみいただきます。
●

特典 5 ショッピングや飲食などの、提携店での各種特典

子どものためのコンサート
園児を招待しての実施は断念し、
無観客での動画を制作して配信。

交流センター10年の歩み

こがねいメンバーズ 一般2,000円

（水）

新型コロナウイルス感染症の拡大により、みなさんの生活に大きな変化が生じた 2020 年。
当館も、臨時休館や利用制限、公演中止などを余儀なくされ、
「公立文化施設として今できる
こと」を走りながら考え続け、新たな取り組みにもチャレンジし続けた年となりました。

施設利用抽選会を
スタッフによる抽選方式へ変更

全席指定

一般3,000円

〈特別編〉

22

特典 4 チケット送料無料、コンビニ引取手数料無料

大ホール

ミュージカル･アンサンブル ワークショップ参加者
による、入場無料のコンサートを開催。
館内の華やかなディスプレイとともに、クリスマスの
ひとときをお楽しみください。

9

（月・祝）

市民ギャラリー ほか

アンネレーン･レナエルツ（ハープ）

毎年、市内の園児たちを招待している
コンサート。昨年はオンラインでの
開催となりましたが、今年はリアルな
ホールデビューができますように。

特典 3

13: 00

小ホール

メンバーズ先行 10/16（土）
市内先行 10/18（月）〜 22（金）
一般
10/30（土）

開館10周年記念事業

16 〜21 写真で振り返る
（水）

ワーグナー（トゥルネチェック編）：
楽劇『ニュルンベルクのマイスタージンガー』より
「優勝の歌」
プッチーニ（レナエルツ編）：
歌劇『ラ・ボエーム』の主題によるファンタジー ほか

S席3,600円 A席3,200円

子どものためのコンサート2021

特典 2 チケットの10％割引販売
ミュージカル･アンサンブル
ワークショップ

こがねい
メンバーズ

メンバーズ先行 11/14（日）
市内先行 11/15（月）〜 19（金）
一般
11/27（土）

2022

当館大ホールの響きを堪能いただくシリーズ。
今年はウィーンの響きを 2 公演お届け。
第 2 弾は、ウィーン･フィルハーモニー管弦楽団
首席奏者による、繊細でエレガントなハープの響きを
お楽しみください。

S席4,000円 U25-S席2,500円
A席3,500円 U25-A席2,000円

16 17 ぼくの、わたしの、ホールデビュー！

2021年はタンゴの革命児、
ピアソラの生誕100 周年。
人気･実力ともに群を抜く
2 人の奏者が、情熱と哀愁ただよう
タンゴの世界を魅せます！聴かせます！

S席5,500円 U25-S席2,500円
A席4,500円 U25-A席2,000円
こがねい
メンバーズ

ヴェルディ ：歌劇『オテロ』より
プッチーニ ：歌劇『トスカ』より
プッチーニ ：歌劇『ラ・ボエーム』より
ほか

メンバーズ先行 7/24（土）
市内先行 7/26（月）〜 30（金）
一般
8/7（土）

※詳細は後日発表

3

全席指定

©Yoshinobu Fukaya

こがねいメンバーズ 一般3,200円

メンバーズ先行 7/24（土）
市内先行 7/26（月）〜 30（金）
一般
8/7（土）

大ホール

砂川涼子（ソプラノ） 共演:笛田博昭（テノール） 佐藤正浩（ピアノ）

こがねいメンバーズ 大人1,800円 子ども900円
※0歳から入場可 ※3歳未満膝上鑑賞無料

ケロポンズと
一緒に歌って踊ろう！

19: 00

日本を代表するプリマドンナのひとりで、
オペラには欠かせない存在の砂川涼子。
ゲストにテノールの笛田博昭を迎え、
オペラ･アリアの名曲など、華やかな
プログラムをお届けします。

U25席2,000円

メンバーズ先行 10/16（土）
市内先行 10/18（月）〜 22（金）
一般
10/30（土）

3 11（金）

14: 00

大ホール

全席指定

大人2,000円 子ども（3歳〜中学生）1,000円

にじ
エビカニクス ほか

S席3,200円 A席2,700円

発売日

［参 加 費］無料

S席4,500円 A席3,600円

「エビカニクス」やヤマハ音楽教室の CM で
おなじみのミュージック･ユニット
「ケロポンズ」。
子どもたちを夢中にさせる、元気いっぱい、
楽しさいっぱいの親子コンサートです。

2022

2 26（土） 砂川涼子 ソプラノ･リサイタル

発売日

［講
師］茂木大輔（お話）
［全席自由］一般1,000円 こがねいメンバーズ無料

発売日

中高生のための
インターンシップ
ホールご案内スタッフ

全席指定

一般3,500円
発売日

こがねいガラを
もっと楽しむための音楽講座 小ホール

こがねい
メンバーズ

2022

「ピアノの詩人」ショパンの生涯に
最も影響を与えたとされる女流作家、
ジョルジュ･サンド。
名曲が生まれた瞬間の物語を、
俳優の朗読とピアノ演奏でつづります。

S席5,000円 U25-S席2,500円
A席4,000円 U25-A席2,000円

ケロポンズ（ミュージック･ユニット）

全席指定

シライケイタ（朗読） ほか

小金井の秋の風物詩！ 国内外で活躍
している、小金井にゆかりのある
奏者たちが集うスペシャル･オーケストラの
熱演を今年もどうぞお楽しみに。

ケロポンズ ファミリーコンサート

大ホール

S席3,500円 U25-S席2,500円
A席3,000円 U25-A席2,000円

U25席2,000円

メンバーズ先行 6/19（土）
市内先行 6/21（月）〜 25（金）
一般
7/3（土）

11 13（土） ピアノと物語

14: 00

こがねいガラ･コンサートのソリスト、まちかどコンサート、
友の会イベントなどでもおなじみの小金井ゆかりの
ヴァイオリニスト、滝 千春が同世代の仲間と挑むコンサート。
クラシックの「今」そして「未来」を聴く、
先鋭的なプログラムをお届けします。

©New Japan Philharmonic

10 24（日）こがねいガラ･コンサート2021

2 6（日）

発売日

柳家三三

メンバーズ先行 6/19（土）
市内先行 6/21（月）〜 25（金）
一般
7/3（土）

2022

ヴァイオリン：滝 千春 須山暢大 福田俊一郎
直江智沙子 三原久遠 北田千尋
ヴィオラ
：大島 亮 瀧本麻衣子
チェロ
：富岡廉太郎 矢部優典
コントラバス：菅沼希望
ピアノ
：沼沢淑音

発売日

立 川生 志

大ホール

こがねいメンバーズ 一般3,200円

二人でお茶を
メモリーズ・オブ・ユー
シング・シング・シング ほか

発売日

メンバーズ先行 5/15（土）
市内先行 5/17（月）〜 21（金）
一般
5/29（土）

発売日

発売日

ほか

全席指定

一般3,500円

U25席2,000円

新進気鋭の演奏家たち
〜新しいクラシック時代への胎動〜

14: 00

デビュー 70 周年を迎える北村英治。
昨年 3 月にやむなく中止となった公演を
今年こそ！
「音楽は心の栄養」と語る北村英治の、
あたたかくウィットに富んだサウンドを
ご堪能ください。

古今亭 菊之 丞

U25席2,000円

1 30（日） 滝 千春

北村英治（クラリネット） 高浜和英（ピアノ＆ヴォーカル）
山口雄三（ベース） 八城邦義（ドラムス） キャロル山崎（ヴォーカル）

粋でいなせな江戸落語の本筋を
継承する落語家たちが集結します！
聞き比べにもってこい
ガチンコ勝負の落語会です。

こがねいメンバーズ 一般2,000円

フリューリング：幻想曲
モーツァルト：きらきら星変奏曲
R.シュトラウス：ヴァイオリン･ソナタ

キャロル山崎

2022

サン = サーンス：オーボエ·ソナタ
シベリウス：トゥオネラの白鳥
J.シュトラウスⅡ（山洞 智編）
：こうもり変装曲
ほか

［受付開始］12/25（土）

イベントレポートを
ブログにて公開中！

津村禮次郎の能楽の楽しみ © 藤本史昭

© 藤本史昭

© 藤本史昭

U25（25 歳以下）限定！
大ホール スタインウェイ･
ピアノ体験会
「イベントなび」

月 第 100 号発行
月
3/6（土）〜臨時休館
窓口と電話のみ営業し、
施設予約済のお客さまへのご連絡や、
チケットの払い戻し対応など。

6/19（金）〜利用制限つきで
施設利用を再開
月 消毒液や手袋などの備品、館内表示、
「新しい生活様式」に基づいた
利用基準等を準備し、施設利用を再開。

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
席数を大幅に絞っての開催と
なったため、ダイジェストの
オンライン配信も実施。

まちかどコンサート特別編
「ミニ芸術鑑賞会」
市内小学 6 年生の校外学習
ゲルハルト･オピッツ ピアノ･リサイタル
「オーケストラ鑑賞教室」の
© 藤本史昭
代替企画として、希望校の
児童を学校ごとに招待し、全 6 回開催。

友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント
こがねい落語特選 年忘れ 至高名宴の会
知って楽しむ世界の音楽 〜祈りの島のガムラン〜
© 藤本史昭
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イベントCALENDAR

会場

3(土)

D 「おいしいクッキーのお話」

4(日)

S

8(木)

S

10(土)

催 事 名

時 間

オーブン·ミトン 小嶋ルミの

14：30 開場
15：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

オペラ集団 I CANTORI 特別公演
スプリングコンサート

19：00 開場
19：30 開演

全席自由
2,800 円

武蔵小金井スマイル合唱団

10：00〜11：30 体験無料

角木綿子
パッチワークキルトサークル展

10：00〜17：00
無料
最終日〜16：00

−家庭で最高のお菓子を作るために−

D

16：00 開場
17：00 開演

第 2 回 こがねい春の能

M
Å
10(土)

11(日)

S

D

入場料など

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。

ソシアルダンスの集い

コーラス・インフィニ☆定期公演
Pleiades vol.8

13：10 開場
13：20 開演
14：00 開場
14：30 開演

※会場

お問合せ先

NPO法人 小金井市文化協会
［福沢］
T 090-9391-3338
I CANTORI チケット担当
E studiocantiamo@
gmail.com
武蔵小金井スマイル合唱団
T 03-6304-0161［本部］
T 042-385-7426［大森］
［角］
T 042-321-7021

一部指定
指定 S 席
5,000 円
こがねい春の能実行委員会
指定 A 席
T 070-6422-1532
4,500 円
E harunonoh@gmail.com
自由 B 席
3,500 円
学生席 2,000 円
700 円

メイプル [ 天内 ]
T 042-388-4831

全席自由
1,000 円

コーラス・インフィニ☆
T 090-4417-5146
E onchorusinﬁni@
gmail.com

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、

休館日…4 月13 日（火）・20 日（火）

曜 日

9（金）〜
G
11（ 日）

※

大 …大ホール ○
小 …小ホール
G …市民ギャラリー
○
○

曜 日

会場

11(日)

S

作品展と子どものつくるお話
ビデオ上映

12：00 開場

無料

17(土)

S

ピアノ発表会

時間未定

全席自由
いしだピアノ教室
要事前申込
E http://ishidapiano.com
関係者のみ入場可

18(日)

D

ピアノ発表会

13：00 開演

関係者のみ入場可

山口ピアノ教室
T 090-1447-9625

19(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

21(水)

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

24（土）〜
G
28（水）

第 6 回 日本版画協会 多摩展

11：00〜19：00
初日 13：00 〜 無料
最終日〜17：00

29(木・祝) D

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

29(木・祝)

〜

5/4（火･祝）

G

催 事 名

時 間

入場料など

お問合せ先

かるがも教室
E karugamo-post@
nifty.com

日本版画協会事務局
E print.tama.ten@
gmail.com

国分寺チェンバー
全席自由
前売 800 円 オーケストラ
当日 1,000 円 E kcoconcert@gmail.com

9：00 〜 18：30
「魅力的な鳥達と自然 〜千島列島〜」
初日 13：00 〜 無料
野口好博 写真展
最終日 15：00

［野口］
T 090-9800-3699
E ynoguchi1951@
yahoo.co.jp

2020 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。

※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。

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）

〈往信・宛名面〉

〈返信・宛名面〉 〈往信・裏面〉

・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。

施設利用のご案内

様々な文化活動をはじめ、交流や憩いの場として利用いただける、大小の施設があります。
利用方法、料金、空き状況等は、ホームページをご覧いただくか、お気軽にお問合せください。

大ホール 練習などで舞台面だけを利用する場合は施設利用料が半額に！

コンサ ートホー ル 形 式

小ホール

プロセニアム形式

組立式舞台や可動イスを設置することもでき、自由
なレイアウトが可能な平土間式のホールです。

アコースティックの繊細なサウンドに理想的な「コンサートホール形式」と、
演劇やバレエ、講演会に適した「プロセニアム形式」の 2 つの顔をもった多目的ホールです。

練習室1

練習室4

練習室2･3

設備：グランドピアノなど

設備：アップライトピアノなど

マルチパ ーパススペ ースA・B・C

市民ギャラリー

平土間式

和

設備：ドラムセット、アンプなど

マルチパーパススペ ースD

吊り下げ 可 動 壁や展 示 パネル、展 示 台などを用い
て、自由にアートスペースを演出できます。

室

設備：炉、水屋、茶道具など

授 乳スペ ース

感染予防対策などに
ついてもご相談ください。
こがねいコンシェルジュが
みなさんの活動を丁寧に
サポートいたします。

MEGA
ドン・キホーテ

お問合せはこちら

北口

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）

武蔵小金井駅

八王子

南口

●住
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アクウェル
モール

ロータリー

正面入口

イトーヨーカドー

nonowa
武蔵小金井
SOUTH

フェスティバル
コート

小金井街道

https://koganei-civic-center.jp

JR中央線

☎042-380-8077

新宿

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

受付時間：9：00 〜 22：00

☎042-380-8099

受付時間：10：00 〜 19：00

https：//koganei-civic-center.jp

楽屋入口

SoCoL A
武蔵小金井クロス
小金井市役所

連 雀 通り
小金井
消防署前

前原坂上
小金井市役所
第二庁舎

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

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。

