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■イベントなび掲載の主催公演チケットは、インターネット、電話、当館2階事務室、各種プレイガイドにてご購入いただけます。

https://koganei-civic-center.jp
インターネットチケットサービス

お好きな席を選択でき、コンビニエンスストア（セブン-
イレブン）でのお支払い･チケットの受け取りができます。

042-380-8099チケットデスク専用電話
10:00 ～19:00　休館日：第2・3火曜日、年末年始

当館2階事務室
ご来館の上、直接お買い求めいただくことができます。
10:00 ～19:00　休館日：第2・3火曜日、年末年始

年会費2,000円。
お得で楽しい特典多数！
詳細は裏面をご覧ください。

こがねいメンバーズ友の会
会員募集中！！

K O G A N E I  M E M B E R S

新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じ、チケット発売や公演の変更･延期･中止、
販売席数や施設利用方法の制限などの対策を講じております。

最新状況は当館ホームページやお電話にてご確認ください。
ご理解･ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

ツイッターでも最新情報を随時投稿しています。
ぜひフォローしてください。

ツイッター

12/19（日）
「クリスマス・ミニ・コンサート」

ホームページ @koganei_civic
ツイッター投稿中！

●発売初日は10:00からインターネットチケットサービス､
　チケットデスク専用電話でのみ受け付けいたします。
◎ U25席は、公演当日に25歳以下の方が対象となります。
◎ 公演内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
◎ 年齢記載がない公演は未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。
◎ 市内先行申込方法は、裏面をご参照ください。
◎ 表示価格は税込です。

男装の女流作家ジョルジュ･サンドと、
ピアノの詩人ショパン。2人の愛の軌跡を
朗読とピアノの生演奏で綴ります。
名曲がうまれた背景を、俳優2人の情感を
湛えた朗読とショパンの甘美なメロディで
描き出します。
小金井市在住の俳優シライケイタが、
包容力溢れる弁護士ミッシェル役で登場。
ぜひお楽しみに。

ミュージカル･ナンバーを皆で歌いませんか？！
12/5（日）「島田歌穂＆島 健Duoコンサート」で一部共演、プロと同じ舞台を体験し、
12/19（日）「クリスマス･ミニ・コンサート」では自分たちのコンサートをつくりあげます。

茂木大輔（指揮）、阪田宏彰（チェロ）
長谷川智之（トランペット）、小林美香（フルート）、杉本真木（オーボエ）、田中雅子（ヴァイオリン）
こがねいガラ･オーケストラ（管弦楽）

ショパン :實川 風（ピアノ）
ジョルジュ:冨樫 真
ミッシェル:シライケイタ好評発売中！

49 （土）

1811 （木）

15:00
大ホール

全席指定
こがねいメンバーズ
一般3,500円　U25席2,000円

一般3,200円
ショパン：12の練習曲より 第12番「革命」
 24の前奏曲より 第15番「雨だれ」
 ポロネーズ 第6番「英雄」 ほか

①10/31（日） ②11/13（土） ③11/21（日） ④11/27（土）
⑤12/4（土） ⑥12/11（土） ⑦12/12（日） ⑧12/18（土）
各回18:30 ～21:30（予定）小ホール　※12/ 5（日）当日ステージで行うリハーサルにもご参加いただきます。

中学生以上／練習･公演･当日のリハーサルに原則全日参加可能な方。

一般5,000円　U25（25歳以下）3,000円　※参加費には、指導料、教材費が含まれます。

30名（応募者多数の場合抽選）

8/1（日）～ 8/31日（火）必着

応募用紙（当館ホームページからダウンロード可）を窓口･郵送･FAXにて提出

今泉りえ　局田奈都子

「民衆の歌」「be our guest」 ほか（予定）

ヘンデル ：《リナルド》より〈涙の流れるままに〉
ウィリアムズ ：『シンドラーのリスト』より テーマ
バルトーク ：ルーマニア民俗舞曲
ガルデル ：わが懐かしのブエノスアイレス
三浦一馬編 ：ピアソラの主題によるバンドネオン･ソロ･メドレー
ピアソラ ：リベルタンゴ ほか

全席指定 一般4,000円　U25席2,000円
こがねいメンバーズ 一般3,600円

チケット
発売日 9 5（日）21（土）8 23（月）～27（金）8

一般メンバーズ先行 市内先行※裏面参照
往
復
ハ
ガ
キ

期
間
内
必
着

新型コロナウイルス感染症及び新型コロナウイルス変
異株急拡大の影響により、日本への入国制限の緩和等
が現時点で見通せないことから、アーティストの来日中
止が決定したことを受け、以下の2公演は開催を中止
させていただくこととなりました。
公演を楽しみにしてくださっていた皆様に心よりお詫び
申し上げますとともに、ご理解を賜りますようお願い申
し上げます。

バンドネオンの可能性を探求する若き名手と、
圧倒的な演奏で国際的にも活躍するチェリストによる

貴重なデュオ･コンサート！
生まれも育ちも異なるバンドネオンとチェロに秘められた無限大の可能性を、

今をときめく二人の俊英が呼び起こす！
新境地を拓くエキサイティングな二重奏をご堪能ください。

開催中止のお知らせ

ワルター･アウワー　
フルートが彩るウィーンの響き

ロイヤル･コンセルトヘボウ管弦楽団　
ブラス･アンサンブル コンサート

2410 （日）

練習日時･場所

⇩応募用紙･詳細はこちら⇩

受付期間

応募方法

講 　 師

応募資格

募集人数

参 加 費

曲 　 目

こがねいガラ･コンサート2021

［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
［受付開始］8/21（土）

こがねいガラを
もっと楽しむための音楽講座

19:00
小ホール110 （金）

公演をより深く味わえる、茂木大輔によるプレ･レクチャーを開催！
知って納得、名曲に込められたエピソードをお届けします。

好評発売中！

14:00
大ホール

1311 （土） ピアノと物語「ジョルジュ」

小金井ゆかりの音楽家と
その仲間たちが、慈愛と喜びに満ちた
名曲をお届けします。
名手たちが心ひとつに奏でる、
芳醇な響きをお楽しみください。

J.S.バッハ ： ブランデンブルク協奏曲 第2番
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」

S席5,000円 U25-S席2,500円　
A席4,000円 U25-A席2,000円
こがねいメンバーズ S席4,500円　A席3,600円

全席指定

©Hiromi Nagatomo©Hiromi Nagatomo

企画制作：NPO法人劇場創造ネットワーク／座･高円寺

※新型コロナウイルス感染症の状況により、実施内容が変更になる場合がございます。

15:000000 大ホール（日）
まもなく発売！

（日）（日）（日）（日）（日）（日）
まもなく発売！

（日）（日）（日）（日）（日）（日）

バンドネオンの可能性を探求する若き名手と、バンドネオンの可能性を探求する若き名手と、
三浦一馬

バンドネオンの可能性を探求する若き名手と、バンドネオンの可能性を探求する若き名手と、
宮田 大

バンドネオンの可能性を探求する若き名手と、バンドネオンの可能性を探求する若き名手と、バンドネオンの可能性を探求する若き名手と、バンドネオンの可能性を探求する若き名手と、バンドネオンの可能性を探求する若き名手と、
スペシャル·デュオ

三浦一馬 バンドネオン 宮田 大 チェロ
©Shigeto Imura©Shigeto Imura

三浦一馬三浦一馬三浦一馬三浦一馬 宮田 大宮田 大宮田 大宮田 大宮田 大

参加者募 集



※ 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

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！

9月号 vol.111 休館日…9月14日（火）、21日（火）

令和3年8月15日発行 vol.111　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

 ※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。

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

特典 3

特典 1

特典 4

特典 2

特典 5
特典 6
特典 7

■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。

特典 8
特典 9

お問合せはこちら ☎042-380-8077 受付時間：9：00～22：00
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 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。

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〉

　毎年恒例の大人気企画「ピアノ体験会」では、それ

ぞれの参加者がピアノのタッチやホールの響きを思い

思いに堪能していました。この日がステージ初体験だっ

たというお子さまは「（ホールが）ひろーい！」「（ピアノが）

おおきーい！」「すっごく響く！」と感激の様子でした。

　そして、今年は「ピアノ体験会」から派生した新企画「ピアノ・リレーコンサート」も開催。

一般公募による出演者が演奏をつなぐ形で、丸一日かけて行った、事前申込不要・入場無

料のコンサート。かわいいドレスに小さな手で懸命に鍵盤に向かうお子さまから、ご夫婦で

の深い慈愛に満ちた連弾、華麗な指さばきのソロ、趣

向を凝らした楽しい器楽アンサンブルなど、様々な形

でつながった音楽のバトン。

　ピアノという楽器の懐の深さと、そこに集った出演

者、観客みなさまの音楽愛をひしひしと感じた、あた

たかいコンサートとなりました。

「ピアノ体験会」7/17（土）
「ピアノ・リレーコンサート」7/18（日）

コンサートを支える仕事人～ステージマネージャー編～9/24（金）14：00小ホール

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。
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。

・お　話：根本孝史（ステージマネージャー）　
・聞き手：飯田有抄（クラシック音楽ファシリテーター）

[料　金 ]
こがねいメンバーズ無料
（会員本人のみ入場可）
[定　員 ]
60名（先着順受付）、
要事前申込、自由席お申し込みと同時の入会可

（その他の会員特典や入会方法は裏面をご覧ください。）

友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント
好評受付中！

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

5(日) S コンサート･ミモザ 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

SALA FORTUNA［波多野］
�T 042-383-7696

5(日) S

オペラ集団 I CANTORI
サロンシリーズ vol.32
ビゼー作曲オペラ『カルメン』
ハイライト日本語上演　　　   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

7(火) S 「月光の夏」
コトザウルス朗読コンサート

14：00 開場
14：30 開演

全席自由
2,500円

コトザウルス 主宰［長谷］
連絡担当［原］
�T 090-6528-2074
�E cuchara_beri@yahoo.co.jp

8(水) S
オペラ集団 I CANTORI 特別公演
1000円（前売り）で楽しむ！！！
アフタヌーンコンサート  　　   ÅM

14：30 開場
15：00 開演

全席自由
前売1,000円
当日 1,500円　

I CANTORI［特別公演チケット担当］
�T 080-5271-6196
�E studiocantiamo@gmail.com

10(金) S シニアラジオ体操 2021  9：45 開場
10：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

小金井市ラジオ体操会連盟
［福嶋］
T･FAX 042-384-8836

11(土) D
第28回
子どもたちからの人権メッセージ
発表会

13：00 開場
14：00 開演

全席自由
無料

多摩東人権擁護委員協議会
子どもたちからの
人権メッセージ発表会事務局
�T 042-335-4753（案内番号4番）

11(土) S こどものための
リトミックコンサート

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
小学生以下
�500円

まつざわ音楽教室［松澤］
�E childmusicm@gmail.com
�H http://matsurito.
　 sakuraweb.com/

11(土) S 森本ピアノ教室 発表会 14：00 開場
14：15 開演

全席自由
無料

森本ピアノ教室［森本］
T 090-6183-1825
E morimotopianolesson
　 303030@gmail.com

11(土) S ドルチェピアノ教室 発表会 18：40 開場
19：00 開演

全席自由
無料

ドルチェピアノ教室［北浦］
�T 080-2565-1125

11(土)～
13(月)

市
G

第9回 JUKU いまさら写真展
安藤和 追悼展

10：00～17：00
初日13：00～ 無料 いまさら塾［伊丹］

�T 090-4456-9565

12(日) D
主催公演
こがねい落語特選
納涼 古典究理の会　

ÅNÅAÅM

12：30 開場
13：00 開演

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

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

12(日) S パブリート
第81回 チェロ発表会

10：00 開場
10：30 開演

全席自由
無料

角田音楽教室
�T 042-383-3277

13(月) D 青春 歌の広場　　　　　　   
ÅM

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
700円
先着150名

青春 歌の広場［林］
�T 090-9365-1235

18(土)～
19(日)

市
G

東京経済大学 写真研究会
夏季学外展

18日
11：00～19：00
19日
9：00～17：00

無料 東京経済大学 写真研究会［小倉］
公式  ＠tpc.gallery

20(月･祝) D
主催公演
EXCITING STAGE
北村英治スーパーカルテット
with キャロル山崎　

ÅNÅAÅM

13：30 開場
14：00 開演

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

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

23(木･祝) D 第14回 宮地楽器 ニ胡発表会 14：00 開場
14：30 開演

全席自由
無料

宮地楽器 小金井支店
�T 042-383-5551

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

23(木･祝) S
牛久保先生ご夫妻＆UKB64
ジョイントコンサート
牛久保先生の米寿のお祝いを兼ねて

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料
要事前申込
関係者のみ入場可

UKB64とその仲間たち
�E ukb642021@gmail.com

24(金) D 創立30周年記念
絹の道合唱団 演奏会

18：00 開場
18：30 開演

全席自由
大人1,800円
中高生･障がい者
1,000円

絹の道合唱団［片山］
�T 090-4272-0210
�E mimi8349@ozzio.jp

24(金) S
【友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント】
コンサートを支える仕事人
～ステージマネージャー編～ÅNÅAÅM

13：30 開場
14：00 開演 会員無料

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

26(日) S

ぷちにんふぁ
「０さいから、みんな、歌おう！おどろう！
こがねいファミリーコンサート
～0さいからのおんがくかい～」
（2回公演）　 　　　　　　　   ÅM

① 9：30 開場
　10：00 開演
②11：00 開場
　11：30 開演

全席自由
大人（中学生以上）
1,500円
こども（0才～）
500円

株式会社NINFA
�E contact@ninfa.jp
�H https://ninfa.jp

26(日) S 日本の歌コンサート
～なつかしきふるさとに寄せて～

14：30 開場
15：00 開演

全席自由
2,800円

株式会社NINFA
�E contact@ninfa.jp
�H https://ninfa.jp

26(日) S
歌曲マラソン
～日本歌曲、シューベルト、シューマン、
ブラームスの名曲より～

17：30 開場
18：00 開演

全席自由
1,000円
（出入り自由）

株式会社NINFA
�E contact@ninfa.jp
�H https://ninfa.jp

27(月) S 弦と鍵と笛
米山典子フルートリサイタル

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
4,000円

スタジオ･ベルジェ
�T 042-574-1989
�E studioberger2012@gmail.com
�H https://stadioberger.
　 jimdofree.com/

29(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［大滝］
�T 090-1852-7879

30(木) S ドラマティックリーディング
『大きな栗の木の原で』

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料
（コロナウイルスに
より人数制限があ
る場合は申込要）

ドラマティックリーディング
『大きな栗の木の原で』［戸村］

�T 042-387-8128

2021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。

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。




