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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

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
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

●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。
◎ 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。
●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。

好評発売中！
大ホール

266 （日）

好評発売中！

307 （土）

岩井作品の代表作ともいえる「ワレワレのモロモロ」。
小金井にまつわるモロモロの出来事を参加者自身が台本化。
それを演劇にし、映像作品として上映します。
それぞれの心の物語を、少しのぞいてみませんか。

15:0014:00
大ホール

開催間近！

1階マルチパーパススペースD
9:00～19:00（最終日は16:00まで）

※こがねいメンバーズの子ども料金はありません。
※鑑賞推奨年齢は小学生以上（3歳未満膝上鑑賞無料）

監修･指導：岩井秀人（作家･演出家･俳優）
制作･出演：「ワレワレのモロモロ 小金井編」
 ワークショップ参加者

大人2,500円　子ども（3歳～中学生）1,500円 こがねいメンバーズ 大人2,200円

全席指定

※こがねいメンバーズ優待価格対象外1,000円

「ワレワレのモロモロ 小金井編」 
完成披露上映会

開館10周年記念

開館10周年記念

全席指定

全席指定

誰もが知る『浦島太郎』をアレンジした、笑いあり涙ありの感動作品。
さまざまな環境に取り巻かれて生きる浦島小太郎とカメの
心あたたまる友情物語です。
竜宮城のシーンには、市内で活動する子どもたちも出演します。

ホールの開館10周年にちなんだ10歳のスペシャル特派員が、
3月に開催された「写真で振り返る交流センター 10年のあゆみ」
や『窓絵』パフォーマンスを取材してまとめた作品を展示します。
2021年度のジュニア特派員による、
主催公演の鑑賞レポートも同時展示。
子どもたちの溢れる好奇心と
瑞々しい感性が光る作品の数々を
ぜひご覧ください。

原池 優　藤川 航　工藤未咲　長谷川瑞己　
和釜まこと　吉田さと　
小金井市内子ども団体

演劇 ウラシマコタロウ
《共同主催》 こがねいジュニア特派員 特別企画

「ホールの10年、わたしの10年」

～24（日） 29（金･祝）4

お気に入りのお席をいち早く、おトクにご予約いただけます。
この機会にぜひご入会ください。

友の会「こがねいメンバーズ」会員限定 ※限定150席
一般
通常価格合計料金

7,000円 こがねいメンバーズ
通常価格合計 6,400円

セット券価格 6,000円6,000円
発売

234 （土）232323444 （土）（土）（土）
（※友の会詳細は裏面）（※友の会詳細は裏面）

こがねいメンバーズ
一般3,500円　U25席2,000円

一般3,200円

全席指定

チケット
発売日 4 30（土）4 23（土） 15（金）～22（金）4

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

©キッチンミノル©キッチンミノル

189 （日）13:00 大ホール

飛ぶ鳥落とす勢いで留まるところを知らない、次代を担う才能が集結！
ホールに轟く笑いの渦をぜひご体感ください。

とにかく楽しくジャズを演奏するコツを
メンバーが教えるクリニックを開催。
管楽器はもちろん、どんな楽器でもOK！ 
初心者も大歓迎です！！
クリニック参加者はコンサート本番でBBBBと共演♪
［講　師］ BLACK BOTTOM BRASS BAND
［募集パート］ すべて ※楽器は各自持参
［練習曲］ 2曲程度 （練習曲目は参加者にお知らせします）
［募集期間］ 7/1（金）～31（日） ※定員に達し次第、受付終了
［申込み］ 小金井 宮地楽器ホール チケットデスク電話
［定　員］ 30名 ※先着順
［参加費］ 2,000円 （チケット代含む/座席は選べません）

その場を「まつり」に一変させる
FUNKYなGROOVE！
ニューオリンズ・ジャズのスタイルを
ベースにしながらも、常に進化し続けるブラスバンド。
音楽の楽しさをストレートに感じられる
ステージをお楽しみください！
BLACK BOTTOM BRASS BAND（ジャズバンド）

ジャズってみよう！
一期一会のブラス･アンサンブル

こがねいメンバーズ
一般4,000円　U25席2,000円

一般3,600円

まもなく発売！

208
16:00 大ホール

（土）

13:30～15:00208 （土）

柳家権太楼 瀧川鯉昇五街道雲助三遊亭萬橘 瀧川鯉八 桂 宮治春風亭一之輔 玉川太福（浪曲）

単体チケット
発売日

メンバーズ先行 5/21（土）
市内先行※  5/15（日）～20（金）
一般 5/28（土）

※往復ハガキ
　期間内必着
　裏面参照

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
単体チケット
発売日

メンバーズ先行 9/11（日）
市内先行※  9/1（木）～ 9（金）
一般 9/17（土）

※往復ハガキ
　期間内必着
　裏面参照

スペシャルゲスト
伊東たけし
（T-SQUARE）

出演決定！！

聖者の行進
A Song for You
宝島 ほか
※曲目は変更する場合がございます。

ブラック･ボトム･ブラス･バンド



※※ 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、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、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。 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　○※会場　○大大 …大ホール　…大ホール　○○小小 …小ホール　…小ホール　○○GG …市民ギャラリー…市民ギャラリー

イベントCALENDAR
曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

4/30(土)～
5/5(木・祝) G 第 22 回 佐藤公昭 日本画展

11：00～18：00
初日 13：00～
最終日 ～17：00

無料 ［佐藤］
T 042-301-6448

1(日) D 2022 年 國學院・法政工・東大
合同演奏会

17：15 開場
18：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

法政大学工学部マンドリンクラブ
E htmc2006＠hotmail.co.jp

1(日) S
語りと音楽の会
ともだちや春の公演
宮沢賢治 白い話 黒い話

14：30 開場
15：00 開演

全席自由
前売2,500円
当日2,800 円
小学生·中学生無料

語りと音楽の会 ともだちや［こうち］
T 090-9972-0474
E komacht2@docomo.ne.jp

2(月) D アンサンブル横河
第 22 回定期演奏会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

横河電機アンサンブル横河[ 大原 ]
T 090-5497-0526
E en-yoko@ml.jp.yokogawa.com

2(月) S
Good Afternoon Concert Vol.6

「ピアノとともに」
中島由紀

14：30 開場
15：00 開演

全席自由
2,000 円

G.A.C「楽」企画
T 090-7180-6917

3(火･祝) S 5 月の小さな音楽会 13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料

[ 大須賀 ]
T 090-8012-5723
E kaoriohsuga@gmail.com

4(水･祝) S Concert 2022 時間未定
全席自由

無料
関係者のみ入場可

Sorella
E sorellapf@gmail.com
H http：//sorellapf.web.fc2.com

5(木･祝) S APA（エイパ）中央線例会発表会 13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料

APA 中央線例会
T 080-3271-8409［山下］
E apa.chuosen2@gmail.com

 エイパ中央線例会

6(金) S 小金井 ブランチタイムコンサート 
vol.21

10：00 開場
10：30 開演

全席自由
1,500 円

大滝事務所
T 042-306-1607
T 090-1852-7879

6(金) S 金井信とプロヴィアーモ！ 17：40 開場
18：00 開演

全席自由
2,000 円

デュオ企画 [ 金井 ]
T 090-4940-5818
E BRB40407@nifty.com

7(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

7(土) S
オペラ集団 I CANTORI
サロンシリーズ vol.35 
オペラ『カルメン』ハイライト（日本語上演）

19：00 開場 
19：30 開演

全席自由
3,500 円

オペラ集団 I CANTORI
チケット担当
E i.cantori.ticket@gmail.com

8(日) S Musica Felice
第 37 回 春のコンサート

14：40 開場
15：00 開演

全席自由
1,000 円

ムジカフェリーチェ
T 080-5482-6625
E musicafelice.concert@gmail.com

8(日) D
共立女子大学・工学院大学・相模女子大学・
武蔵野大学マンドリンクラブ
ジョイントコンサート

17：00 開場
18：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

武蔵野大学マンドリンクラブ
E musashino-mmc@yahoo.co.jp

12(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］

12(木) S 歌声喫茶ともしび in 小金井 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
2,000 円

ともしび事務センター
T 03-6907-2731
E info@tomoshibi.co.jp

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

14(土) S ふえねこアンサンブル発表会 13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料

ふんわり音空間
E fueneko5656@yahoo.co.jp

14(土) D 第63回 ウィーンの音楽を楽しむ会

17：30 開場
18：00 開演
※都合により変更
する場合があります。
右記 HP 参照

全席自由
無料

ギュンターフィルハーモニー
管弦楽団［持丸］
T 090-4426-4867

 ギュンターフィル 
　 Günter Philharmoniker

15(日) S マリエッタダンスパーティー 13：10 開場 700 円 マリエッタ［大浜］
T 042-336-5649

16(月) D 青春 歌の広場　　　　　　　 
ÅM

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

16(月) S ことばの宝石箱 朗読会 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
2,000 円
要事前申込

ドラマティック リーディング
[ 戸村 ]
T 042-387-8128

18(水)～
23(月) G 第 14 回 マロン水彩会 水彩画展

10：00～17：00
初日 14：00 ～
最終日～16：00

無料 マロン水彩会［佐藤］
T 0422-88-0757

19(木) D
小金井市精神障害者地域生活支援協議会
地域生活支援センターそら
創立 20 周年記念講演会

15：00 開場
15：30 開演 無料

特定非営利活動法人 小金井市
精神障害者地域生活支援協議会 
地域生活支援センターそら［赤濱］
T 042-381-6922

19(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］

21(土) S
こがねいファミリーコンサート
～０才からのおんがくかい～
うたと手あそびとリトミック

①  9：45 開場
　 10：00 開演
② 10：45 開場
　 11：00 開演

全席自由
大人（中学生以上）
2,000 円
こども（0 才～）
500 円

株式会社 NINFA チケット窓口
E contact@ninfa.jp
H https：//ninfa.jp

21(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

21(土) S
Art×Experience×Learning NINFA presents
文学×朗読×音楽シリーズ
モーツァルト作曲オペラ『フィガロの結婚』より

19：00 開場
19：30 開演

全席自由
2,800 円

株式会社 NINFA チケット窓口
E contact@ninfa.jp
H https：//ninfa.jp

24(火) D 島本弘子 シャンソンリサイタル 15：30 開場
16：00 開演

全席指定
7,000 円

島本弘子音楽事務所
T ·F 03-3929-8526
T 070-4457-2619

26(木) S 又吉秀樹＆金井信の 
ミュージック· バイキング

18：40 開場
19：00 開演

全席自由
4,500 円

デュオ企画 [ 金井 ]
T 090-4940-5818
E BRB40407@nifty.com

27(金) D イングリッシュハンドベル コンサート 16：30 開場
17：00 開演

全席自由
500 円

小金井ハンドベルリンガーズ
「レ･ ベル ･ママン」
T 042-384-7081
　 （林谷音楽研究室）

27(金)～
29(日) S ハチドリ公演「街角落語」　　　 

ÅM

【27 日】
18：00 開場
18：30 開演

【28 日】
① 12：30 開場
　 13：00 開演
② 17：30 開場
　 18：00 開演

【29 日】
12：30 開場
13：00 開演

全席自由
2,000 円

ハチドリ[ 小渕 ]
T・F 042-387-3294
E hachidori2012@gmail.com

28(土) D
第 10 回市民文化祭 
芸術文化フェスティバル 2022 
小金井市民オーケストラ第 39 回定期演奏会

17：30 開場
18：00 開演

全席指定
無料
要事前申込

［大和田］
T 090-4243-8069

29(日) D
第 10 回市民文化祭
芸術文化フェスティバル 2022 
小金井市ハワイアンフラ連盟発表会

11：30 開場
12：00 開演

全席自由
無料

［星野］
T 090-9345-7981

29(日) D
第 10 回市民文化祭 
芸術文化フェスティバル 2022 
第7回 OTO☆DANCE LABO 発表会

① 15：30 開場
　 16：00 開演
② 17：30 開場
　 18：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

［福沢］
E otodancelabo@gmail.com

31(火)～
6/5(日)

S
G

第 10 回市民文化祭 
芸術文化フェスティバル 2022 
美術工芸展

10：00～17：00
最終日～16：00 無料 ［大嶋］

T 080-3404-4940

2022 年3 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。

5月号
2022
vol.119

休館日…5 月10日（火）・17日（火） 

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

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
チケットの優待価格販売（一部の公演を除く）

会員限定イベント（年数回）

チケットの送料無料・コンビニ引取手数料無料
ショッピングや飲食などの、提携店での各種優待
広報紙や公演チラシ等の郵送
ドリンク割引券プレゼント
施設利用の優待企画
小金井市立「はけの森美術館」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：①インターネット　②窓口　③郵送

特典 8
特典 9

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）
●抽 選 日：こがねいメンバーズ先行発売日翌日

・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（優待価格など）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。

〈往信・宛名面〉

〈返信・宛名面〉 〈往信・裏面〉

●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
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SoCoLA 
武蔵小金井クロス

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。

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。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

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。

ツイッター投稿中！
@koganei_civic

ツ
イ
ッ
タ
ー

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。


