


※ 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CALENDAR2022

●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 vol.115 休館日…12月29日（水）～1月3日（月）、11日（火）、18日（火）

「イベントなび」広告募集

当館2階窓口でのお支払いに、クレジット
カード、電子マネー、QRコード決済を
ご利用いただけるようになりました。 ※対応しているクレジッカード

　ブランド等はお問い合わせ
　ください。

キャッシュレス決済を
開始しました！

informa
tion

「イベントなび」は小金井市内を中心と
した新聞折込のほか、友の会会員へ
の送付、小金井市内や近隣市の公共施
設等への設置もしています。詳細はお
気軽にお問い合わせください！

■サイズ ：1枠 約 45ｍｍ×約124ｍｍ
    （この枠のサイズ）
■掲載位置 ：本紙裏面下部（この位置）
■掲載料 ：1枠 税込10,000～25,000円※
■色 ：2色※
※号により異なります。

ツイッター＆スタッフブログ 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、
施設利用のお役立ち情報、季節の豆知識などを投稿中！
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

twitter

子どもたちの生き生きとした特派員レポートや、重要な抽選や施設利用の
お知らせ、イベント情報などを掲載しています。ぜひご覧ください！

公演レポートや抽選のお知らせ
などを続々掲載中！

本紙「イベントなび」でイベント情報をPRしませんか？

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

5(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

6(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(日) G まちなか将棋大会 10：00～18：00 要事前申込500円

特定非営利活動法人
遊び・文化ＮＰＯ 小金井こらぼ
［水津］

�T 042-384-2569
�E koganei.kodomo@
　 gmail.com

10(月･祝) D 成人の日記念行事※ 中学校区ごと
3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

10(月･祝) S 自主上映「縄文にハマる人々」 19：00 開場
19：30 開演

全席自由
2,000円

レキシラボ
�E rekishirabo55@gmail.com

12(水) 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

15(土) D
N会 ･合奏団リリカ
ジョイントコンサート
「武蔵小金井饗宴」

15：00 開場
16：00 開演

全席自由
500円

N会［中田］
E info@nittokai.net

15(土) S 講演会 文学のなかの 小金井 14：00 会場
14：30 開演

全席自由
無料
要事前申込

NPO法人 小金井市文化協会
［福沢］

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

17(月) D 青春 歌の広場　　　　　　　
M

13：30 開場
14：00 開演

�全席自由
800円
先着275名

青春歌の広場［林］
T 090-9365-1235

21(金)
～25(火)

S
G

小金井市小中学校連合作品展
9：30～16：30
初日　～19：00
最終日～12：00

無料 小金井市教育委員会 指導室
�T 042-387-9877

22(土) D
主催公演
こがねい落語特選
新春 異才競演の会

ÅNÅAÅM

12：30 開場
13：00 開演

全席指定
一般3,500円
U252,000円
こがねいメンバーズ
3,200円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

26(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
1,500円

大滝事務所［大滝 ］
�T 090-1852-7879

26(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

27(木) S テレジンを語りつぐ会代表
野村路子氏講演会

13：45 開場
14：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

NPO法人 ひ･ろ･こらぼ
�T 042-304-8339

27(木)
～30(日) G テレジン収容所の幼い画家たち展 11：00～19：00 無料 NPO法人 ひ･ろ･こらぼ

�T 042-304-8339

28(金) S 小金井市議会報告会 18：30 開場
19：00 開演

無料
要事前申込

小金井市議会事務局
庶務調査係
�T 042-387-9947
�E g020199@koganei-shi.jp

30(日) D

主催公演
FOCUSこがねい
滝 千春「12-toneS」
～バルトーク·シュニトケ·ペルト～

ÅNÅAÅM

13：30 開場
14：00 開演

全席指定
一般
S 席3,500円
A席3,000円
U25
S 席2,500円
A席2,000円
こがねいメンバーズ 
S 席3,200円
A席2,700円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

30(日) S
オペラ集団 I CANTORI
第 14回本公演
ヴェルディ作曲オペラ『椿姫』
（原語上演･日本語字幕付）

17：00 開場
17：30 開演

全席自由
3,500円

オペラ集団 I CANTORI 
チケット担当

�T 080-5973-2077
�E i.cantori.ticket@gmail.com

31(月) S 第3回こがねい春の能「忠度」
事前講座

18：40 開場
19：00 開演

全席自由
要事前申込
2/19チケット
のある方
無料
2/19チケット
のない方
1,000円

こがねい春の能 実行委員会
［五十嵐］

�T 070-6422-1532
�E harunonoh@gmail.com

2021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。

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。

※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。

令和 3年12月15日発行 vol.115　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。

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。

小金井市のイメージキャラクター
‶こきんちゃん”。2階事務室にて
お買い求めいただけます。

ご来館の際は、館内ディスプレイをチェック！

暮らしのおともに、プレゼントに
こきんちゃんグッズ
好評販売中！

（税込価格）取扱い商品
●ぬいぐるみ ・・・・・・・・・・・・・ 2,300円
●がまぐち ・・・・・・・・・・・・・・・・800円
●ピンバッチ ・・・・・・・・・・・・・・・600円
●チャーム・・・・・・・・・・・・・・・・・600円
●てぬぐい（3種類） ・・・・・・・・各 880円
●クリアホルダー（2種類） ・・・各 280円
●おさんぽランチバック ・・・・・ 3,500円

スタッフブログ

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！

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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■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オンラインチケットシステム、②当館2階事務室、③申込書のご郵送と年会費
　　　　　　のお振込にて、随時受付中。

特典 8
特典 9




