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ワルター･アウアー（フルート）　沢木良子（ピアノ）

■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。

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

まもなく発売！

●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。

好評販売中！

好評販売中！
大ホール

1510 （土）
14:00

残席わずか

189 （日）
13:00
大ホール

伝統を受け継ぎつつ、独自の芸を磨き上げた若き獅子たちが集結。
精鋭4名の爽快痛快な話芸が、夏の疲れも吹きとばす ！？

全席指定

友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント

知って楽しむ世界の音楽
バラライカ　～ロシアの民族楽器とその魅力～

14:00 小ホール 出演：北川 翔（バラライカ、お話）157 （金）

バラライカの構造や奏法、楽器の成り立ちなどを演奏者自らが紹介。
楽器と音楽への理解を深めて、公演をより楽しむことができるお得なイベントです！
［料金］こがねいメンバーズ無料　　　　　　　［定員］100名（先着順）

こがねいガラ・オーケストラ 
インターンシップ

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　ほか

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

こがねいメンバーズ
一般3,500円　U25席2,000円

一般3,200円

春風亭一之輔

甲斐田裕子
ナレーター

奥村 愛
ヴァイオリン

河野紘子
ピアノ

岡本拓也
ギター

三遊亭萬橘 瀧川鯉八 桂 宮治
©キッチンミノル©キッチンミノル

北川 翔（バラライカ）　
大田智美（アコーディオン）
ロシア民族楽器アンサンブル

こがねいメンバーズ
一般3,000円　U25席2,000円

一般2,700円

全く異なるルーツを持つ楽器ながら、
郷愁の念を誘うバラライカ。
心に語りかける音色に耳を傾け、
その響きを堪能するひと時を。

奥村 愛が共に歩んできた20年来のパートナー、
イタリア製のヴァイオリン「カミロ・カミリ」。その旅路に想いを馳せて
奥村 愛が自ら選曲し、ヴァイオリン役にナレーターの甲斐田裕子を迎えて
お贈りするリーディングコンサート。小金井だけの特別プログラムです。

Tomomi Ota_J0H_1004s ©Jumpei Tainaka

黒い瞳
ララのテーマ
上を向いて歩こう　ほか

ヴィヴァルディ：ヴァイオリン・ソナタより
パガニーニ：チェントーネ・ディ・ソナタより
山中惇史編：ジプシーメドレー（チャールダーシュ～ひばり～ツィゴイネルワイゼン）
クライスラー：ウィーン小行進曲 ほか

モーツァルト： 歌劇《ドン・ジョヴァンニ》より　序曲、〈カタログの歌〉、〈お手をどうぞ〉
  歌劇《フィガロの結婚》より　序曲、〈恋とはどんなものかしら〉、〈もう飛ぶまいぞ〉
ビゼー ： 歌劇《カルメン》より　ハイライト ほか

全席指定

全席指定

奥村 愛 デビュー20周年コンサート
～ヴァイオリンの旅路～

好評販売中！
大ホール

611 （日）
15:00

小金井ゆかりのオーケストラと名歌手たちと10周年を祝う、華やかなガラ･コンサート。

「茂木大輔がお勧めする モーツァルト10の楽章」
より、当日演奏する1曲を皆さまの投票で決定しま
す！ 館内の投票箱のほか、web投票も可。みなさ
まの熱い一票をお待ちしております。
（詳細は、チラシ･ホームページをご覧ください。）

こがねいメンバーズ 一般5,000円

こがねいガラ·コンサート2022

©小島竜生©小島竜生 ©Waki Hamatsu©Waki Hamatsu

脚本:横山一真

14:00 大ホール（日）
1120

ウィーン･フィルハーモニー管弦楽団首席フルート奏者が、満を持して登場！
しなやかな歌心とクリスタルな響きで紡がれるウィーンの風を、

響きが自慢の大ホールでご堪能ください。

©Kyota Miyazono©FUKAYA Yoshinobu / auraY2©Yoshinobu Fukaya / auraY2

チケット
発売日 7 16（土）7 10（日） 1（金）～8（金）7

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

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

239 （金･祝）

大ホール
14:00 北川 翔  バラライカ·コンサート

～哀愁のバラライカ～

まもなく
開催！

開館10周年記念 茂木大輔（企画･指揮）
種谷典子（ソプラノ）
鳥木弥生（メゾソプラノ）
吉田浩之（テノール）
黒田 博（バリトン）
こがねいガラ･オーケストラ（管弦楽）

中学生～おおむね25歳くらいまでの青少年を対象に、
今年もインターン生を募集中！オーケストラでプロとと
もに演奏できる貴重な機会、音楽家を目指す皆さんの
夢を応援します。（詳細は、チラシ･ホームページをご覧ください。）

こがねいガラを
もっと楽しむための音楽講座

本公演の企画･指揮を務める、茂木大輔氏によるプレ･
レクチャー。公演をより深く楽しみたい方はもちろん、
はじめての方にもお楽しみいただけます。

［全席自由］一般1,000円　こがねいメンバーズ無料　
［発 売 日］メンバーズ先行　7/10（日）
 一般　7/16（土）

14:00 小ホール
講師：茂木大輔（指揮者）
2210 （土）

一般5,500円  U25席3,000円

全席指定 こがねいメンバーズ 一般3,200円一般3,500円  U25席2,000円

❖ 「Mogi’s:10 Mozart’s」総選挙開催！❖

「奥村 愛 アーティスト
 インタビュー」配布中！
ホームページでも
ご覧いただけます。

※ 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　MPS…マルチパーパススペース
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休館日…8月9日（火）・16日（火） 

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

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。

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公演につき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〉

2022年 3月1日に開館10周年を迎えた当館。
3月に行われた写真展や開館10周年記念イベント
の様子も含めた記念映像を公開しましたので、
ぜひご覧ください！
これまでも、これからも、地域の
みなさまとともに「まじわる ひろがる 
ひびきあう」ホールを目指します。

●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

令和 4年7月15日発行 vol.122　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
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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。
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ム
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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

小金井 宮地楽器ホール開館 10周年！

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

5(金) S
芸和楽第5回
日本舞踊ワークショップ

12：15 開場
①13：00～16：00
②16：30～19：30

無料
要事前申込

芸和楽・座日本舞踊
�T 090-1768-8240[五條 ]
�T 090-2300-1602[花柳 ]

6(土)
7(日) D

東京農工大学ピアノ部定期演奏会
115th Concert of the Error

12：30 開場
13：00 開演

全席自由
無料

東京農工大学ピアノ部
�E tuat.pianoclub@gmail.com
�H http://www.tuat-piano.com

6(土) S
リンデピアノ教室
第22回音階検定と試演会

9：15 開場
9：30 開演

無料
（関係者のみ入場可）

リンデピアノ教室[小川 ]
�T 042-382-7021

6(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(日) S マリエッタダンスパーティー 13：10 開場 600円 マリエッタ［大浜］
�T 042-336-5649

7(日) G 日本赤十字社 献血活動 10：00～11：30
13：00～16：00 無料

東京都赤十字血液センター
武蔵野出張所
�T 0422-32-1100
�H https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/tokyo/

11(木・祝) D 東京農工大学 吹奏楽団
第10回 サマーコンサート

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料
要事前申込

東京農工大学 吹奏楽団
�E tuat.suisougakudan@
　 gmail.com

11(木・祝) S
吉田浩之 監修 若い芽のコンサート
コンチェルト·フィオレンテ ·Piccolo Vol.4
誇り高き男たちの饗宴
～美しき声 熱き情熱～

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
2,500円

Concerto Fiorente
�E fi orente1995@gmail.com

13(土) S Ensemble Castor 
第8回演奏会

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
�無料

Ensemble Castor[ 佐藤 ]
�T 090-6167-4351

13(土)～
15(月) G

島津アトリエ工房･
アトリエカラフル美術教室
Details vol.8

10：00～19：00
最終日～17：00 無料 島津アトリエ工房 

アトリエカラフル美術教室
[島津 ]
�T 080-5485-722614(日) S

島津アトリエ工房 ·
アトリエカラフル美術教室
夏休みDetaile vol.8 工作会2022

10：00 開場
10：15 開演

一部指定
無料
要事前申込

14(日) D おどるママ しあわせぼくら 2022 16：30 開場
17：00 開演

全席指定
2,800円
要事前申込

OTANTIK BUNKA
�E otantikbunka@gmail.com

15(月) D 青春 歌の広場 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

17(水) 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

18(木) D 2022 子ども参加ミュージカル
「瓶ヶ森の河童」

17：30 開場
18：00 開演

全席自由
大人2,500円
高校生以下
�500円

ミュージカルカンパニーふるきゃら
�T 042-386-8355
�H https://www.furucara.com

18(木) S 武蔵小金井スマイル合唱団 9：45～11：45 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］

19(金) D 銀の猫室内合奏団
第4回 定期演奏会

18：00 開場
18：30 開演

全席指定
無料
要事前申込

銀の猫室内合奏団 事務局[寺門 ]
�E ginnekobrass@gmail.com
�H https://www4.hp-ez.
　 com/hp/ginnekobrass

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

19(金) S
朝のおさんぽコンサート2022夏公演
～なつかしのあの曲、最近のこの曲、
世代を超えて聴いてみよう！～

①  9：45 開場
　10：00 開演
②10：45開場
　11：00 開演

全席自由
500円
未就学児無料

こもれびクインテット
�E komorebi.quintet@gmail.com
�H https://komorebi-q.studio.site

19(金)～
22(月) G

写真展「フクシマ
－東日本大震災その後の10年」

10：00～19：00
最終日～16：00 無料

「フクシマ－その後の10年」写真
展開催実行委員会 代表［兼子］
�T 080-1266-6131

20(土) D

主催公演
EXCITING STAGE
BLACK BOTTOM BRASS BAND
（ブラック·ボトム ·ブラス ·バンド）
Special Guest 伊東たけし[T-SQUARE]

 ÅN ÅA ÅM

15：30 開場
16：00 開演

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
※4歳未満は膝上無料

小金井宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

20(土) S

Art × Experience × Learning
NINFA presents
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～
夏休みスペシャル

10：00 開場
10：30 開演

全席自由
大人（中学生以上）
2,000円
0才～ 500円

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

20(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

20(土) S
Art × Experience × Learning
NINFA presents
世界の歌曲コンサート

19：00 開場
19：15 開演

全席自由
1,000円

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

21(日) D 国際声楽コンクール東京 ·
第 5東京大会

 9：40 開場
10：00 開演予定

全席自由
無料

国際声楽コンクール東京・小金井支部
一般社団法人 カンタームス
�T 03-5926-3548
�F 03-5926-3549
�E info@ivctokyo.com

21(日) S 第二回 大人のためのおはなし会
宮沢賢治 「どんぐりと山猫」

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
大人2,500円
小・中学生1,500円
（未就学児入場不可 )

銀河の会 [松尾 ]
�T 080-1232-0794

23(火)～
27(土) MPS 共催

夏休み木工チャレンジ 2022 展覧会
時間未定 無料 木工チャレンジ実行委員会

（株式会社タカキホーム）
�E natsuyasumi@takakigroup.net27(土) D 共催

夏休み木工チャレンジ 2022 表彰式
時間未定 無料

23(火) S 就職面接会 直前対策セミナー 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

東京しごとセンター多摩
�T 042-329-4524
�H https://www.tokyoshigoto.
　  jp/tama/

24(水) 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
要事前申込

ともしび事務センター
�T 03-6907-2731

25(木) D ジョイントコンサート 17：00 開場
17：30 開演

全席自由
無料

ヴォルホフスキイ 優
�E volkhovskyi@gmail.com

25(木) S 映画「われ弱ければ 矢嶋楫子伝」
上映会　　　　　　　　　　 

 ÅM

①10：00 開場
　 10：30 開演
②13：00 開場
　 13：30 開演

全席自由
当日券1,500円

（株）現代ぷろだくしょん
�T 03-5332-3991
�E gendaipro@gendaipro.jp

26(金) S 和楽器アンサンブル 真秀 コンサート
～Formal ～

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
一般3,500円
学生2,000円
未就学児 500円

和楽器アンサンブル 真秀
事務局
�E mahora5.knkn@gmail.com

28(日) S パブリート 第83回 チェロ発表会 11：30 開場
12：00 開演 無料 角田音楽教室

�T 042-383-3277

29(月) S なつやすみ ポケットコンサート 14：00 開場
14：30 開演

全席自由
一般2,500円
こども（中学生以下）
1,000円
2歳以下膝上
鑑賞無料

ポケットコンサートこがねい
E pocket.concert@gmail.
　 com

30(火) D 第44回 小金井薪能 18：00 開場
19：00 開演

全席指定
5,000円
（小学生以上）

小金井薪能事務局
�T 042-384-8753
(10～16時／日·祝除く）

31(水) D 与儀巧＆山下浩司 デュオコンサート
～弦楽合奏と歌曲·オペラアリアの夕べ～

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
前売4,000円
当日4,500円

アンサンブルスピラーレ[渡辺]
�T 090-5572-0329
�T 03-6794-5003
�E mail@watanabe-music.com
2022年6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。



貫井北センター
（公民館貫井北分館、
図書館貫井北分室）

はけの森美術館

　　貫井南センター
（公民館貫井南分館、
 貫井南児童館）

小金井 宮地楽器ホール
（小金井市民交流センター）

いけとおがわプレーパーク
東京学芸大学

保健センター
（子ども家庭支援センター、

ファミリー・サポート・センター）

北大通り

本町児童館

緑児童館

東児童館

本町小

公民館本館

貫井北センター
（公民館貫井北分館、
図書館貫井北分室）

北大通り

中央大学附属
中学校・高等学校
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都立小金井公園

上水桜通り

五日市街道

都立小金井
特別支援学校

一中
二小

上水公園

三小

地蔵通り

都立小金井北
高等学校

法政大学
小金井キャンパス

東京電機大学
中学校・高等学校

武蔵野東学園
中学校
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緑中

東
大
通
りけやき通り

東小

く
り
や
ま
通
り

四小 小金井警察署

　　貫井南センター
（公民館貫井南分館、
 貫井南児童館）

都立多摩科学技術高等学校
都立小金井工業高等学校

市役所本庁舎

第二庁舎

小金井 宮地楽器ホール
（小金井市民交流センター）

西の久保通り

一小

図書館本館

東京農工大学
工学部

滄浪泉園

稲穂神社

栗山公園

連雀通り

農工大通り

二中

前原小

梶
野
通
り

梶野公園

東八道路
都立武蔵野公園

都立野川公園
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摩
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線

七軒家通り

南小

南中

野　川

江戸東京たてもの園

浴恩館公園
緑センター

（公民館緑分館、図書館緑分館）

東センター
（公民館東分館、
 図書館緑分室）

新小
金井
駅

東小金井駅

いけとおがわプレーパーク

武蔵小金井駅

JR 中央線
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電子図書館はコチラ

ホームページ

ホームページ

［貸出点数］1回に2点まで
［貸出期間］14日間（次の予約がなければ1回のみ延長可）
［返　　却］読み終えた電子書籍は「返す」ボタンを押すと返却できます。
 貸出期間が過ぎると自動で返却されます。

［問 合 せ］小金井市立図書館本館　TEL 042-383-1138

木工キットを購入し、市内各所で配布される
廃材も活用して作品作りにチャレンジ！
小さな芸術家たちと、それを支える
街の大人たちによる熱気あふれる展示会です。

小金井夏の風物詩として都立小金井公園で
行われてきた「小金井薪能」。
古典の演目に加え、多彩なゲストを迎えての創作ダンスが
行われるのも特徴のひとつ。
今年は小金井 宮地楽器ホールの大ホールで行います。

［日　時］8/30（火） 19:00開演
［場　所］小金井 宮地楽器ホール 大ホール

［演目･演者］
・能「巴」ともえ（半能形式）：津村禮次郎 ほか
・狂言「佐渡狐」さどぎつね：三宅右近 ほか
・創作ダンス「藪の中」やぶのなか：酒井はな ほか

［料　金］全席指定 5,000円
 ※チケットぴあ（Pコード：512-843）
 　小金井 宮地楽器ホール（2階窓口販売のみ）

［問合せ］小金井薪能事務局
 TEL 042-384-8753（10～16時／日・祝除く）

［会　期］7/29（金）～ 9/4（日）
［開館時間］10:00 ～16:00（入館は15:30まで）
［休館日］毎週月･火曜日
［観覧料］一般500円　小中学生200円
 （障害者手帳をお持ちの方および
  愛の手帳をお持ちの方と付添いの方1名は無料）

［主催･問合せ］小金井市立はけの森美術館　
  TEL 042-384-9800
［特別協力］小諸市立小山敬三美術館

［日　時］7/30（土）、31（日） 15:00 ～19:00
［場　所］西武多摩川線「新小金井駅」駅前
［参加団体］新小金井亀屋、上海厨房、JA青壮年部
 小金井ひがし地域包括支援センター
 ワークセンター「あい」、こまたん（独楽パフォーマー）
  ほか

［主催･問合せ］一般社団法人 小金井市観光まちおこし協会 
 TEL 042-316-3980

［日　時］7/21（木）～ 8/31（水）
［場　所］小金井市内全域
［持ち物］10円、チラシ（ホームページからダウンロードできます）

［問合せ］小金井市児童青少年課
 TEL 042-387-9847

［日　  時］毎週月～土曜日 9:00 ～17:30（金曜日のみ20:00まで）
［場　  所］貫井南児童館内
［対　  象］中・高校生世代4人まで（市内在住か在学）
［設　  備］ドラムセット･アンプ･キーボード等常備

［申込み・問合せ］貫井南児童館　TEL 042-383-9777

当館のスタッフが通勤や散策、街あるき研修等で見つけた、
夏にぴったりなおすすめスポットをご紹介しています。
みなさんのお気に入りスポットはどこでしょうか？

小山敬三《浅間山･風》1966年 
小諸市立小山敬三美術館所蔵

※新型コロナウイルス感染症の流行
状況により、

イベントや開館時間の変更･延期･中
止等が生じる

場合がありま
す。

※各コーナーの詳細は、各問合せ先へ
お願いします

。

定期的に小金井のあちらこちらで
開催している道草市。
今回は小金井・東町での開催です。
“地域の、いいもの、いいおみせ、
おもしろいひと、あつまります”

夏休み木工チャレンジ2022《共催》A
8
27（土）

8
23（火）

7
28（木）

7
26（火）

小金井･東町の道草市D
7
31（日）

7
30（土）

9
4（日）

7
29（金）

第44回 小金井薪能A
演劇 ウラシマコタロウA

中・高校生世代を対象に無料でバンドスタジオの
貸し出しをしています（事前申込制／電話予約可）。

貫井南児童館 バンドスタジオ貸し出しG

小金井市に在住・在学・在勤の方で、小金井市立図書館利用カードを
お持ちの方は、図書館ホームページ内にある電子書籍をご利用いただけます。
まだお持ちでない方は、ぜひこの機会に図書館利用カードを作成しませんか？
紙の本も電子書籍も、ご自身のライフスタイルに合わせて楽しんでください。

こがねい電子図書館B

子どもの権利侵害に関する相談・救済を行う
「子どもオンブズパーソン」が9月にオープンします。
オープン前に電話で相談をする練習をしよう。
市内にある公衆電話を探し、
子ども専用フリーダイヤルに電話して伝言を残してね。
全てのミッションをクリアすると、いいことがあるかも！？

子どもオンブズパーソン開設記念イベント 8
31（水）

7
21（木）

ムービー

小金井市立図書館には、児童書だけでも17万冊以上の本があります。
各館で、夏休みにすすめる本の展示、自由研究に関する
本のコーナーなど、夏休みにぴったりな本をそろえてお待ちしています。

小金井市立図書館 児童室B

小金井市立はけの森美術館　令和4年度企画展
小諸市小山敬三美術館コレクションによる 小山敬三展
―浅間より出でその頂に至る―

C

【展覧会】8/23（火）～27（土）小金井 宮地楽器ホール 1階マルチパーパススペース
【表彰式】8/27（土）　小金井 宮地楽器ホール 大ホール

［主　催］ 木工チャレンジ実行委員会
［問合せ］（株）タカキホーム　　natsuyasumi@takakigroup.net

毎週
月～土

［日　時］7/26（火）～28（木） 10:30 ～15:00
［場　所］東京学芸大学プレイパーク
［対　象］小学生以上（1～3年生は保護者同伴）
［持ち物］帽子、水筒、タオル、軍手、着替え等

［問合せ］NPO法人こがねい子ども遊パーク　
 TEL 080-6880-9809（申込み、当日の開催状況等）
 児童青少年課　TEL 042-387-9847

子どもが自由な発想で自由に遊べる
冒険遊び場、プレーパーク。
夏は池の大掃除（池のかいぼりと小川の整備）を
実施します！

いけとおがわプレーパーク 池の大掃除E

六地蔵のめぐみ、深井戸の天然水。
まろやかな水を求め、My水道栓と
ボトルを持って通っています

黄金の水

レトロな雰囲気にホッとします。
「次は何色？」と当てっこしながら
　電車を待つ子どもたちの姿に
も癒されます

新小金井駅前

小金井街道から稲穂神社に抜け
る遊歩道。通勤時に歩くと身も
心もシャキー
ン！   小金井
にはウォーキ
ングに最適
な遊歩道や
坂がたくさん
ありますね。

遊歩道北2号線

ここからの眺めは最高！
　天気の良い日には
富士山も見えます　！

はけの森97階段

神社　脇の坂下から坂上への
小径。緑が多くて　夏は涼しく、
見晴らしも良くて気持ちいい！

貫井神社小径

　桜で有名な通りですが、
夏も緑が多く朝の　散歩
コースに最適　です。

上水桜通り

「夏休み木工チャレンジ2022
はじまるよ」ムービーを
ご覧ください！

底抜けに明るく自由なニューオリンズ･ジャズ！ スペシャルゲストに
伊東たけし（T-SQUARE）の出演が決定!! 音楽の楽しさを
ストレートに感じられるステージがあなたを待っています!!! 
お子さまも大歓迎！

BLACK BOTTOM BRASS BAND（ジャズバンド）　
スペシャルゲスト 伊東たけし（T-SQUARE）

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、どんな楽器でも参加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♪
［日　時］8/20（土） 13:30 ～15:00
［会　場］小金井 宮地楽器ホール 大ホール
［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）
［受付期間］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（チケット代を含む／座席は選べません） 

ジャズってみよう！
一期一会のジャズ･アンサンブル

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。

あの『浦島太郎』をアレンジした、
子どもも大人も楽しめる、
笑いあり涙ありの感動のステージ。

原池 優　藤川 航　工藤未咲　長谷川瑞己　和釜まこと　吉田さと　
 ・HIP HOP ☆ STARS
 ・メガロス武蔵小金井（キッズ空手）
 ・カジキタドリーム

〈特別参加団体〉
小金井市内
子ども団体

8
20（土）

8
30（火）

日頃の疑問？ をみんなで話してみよう！

［日　  時］8/7（日） 10:00 ～12:00　
［場　  所］貫井北センター学習室AB
［対　  象］小学生～中学生
［定　  員］20人
［参 加 費］無料
［講　  師］中畑邦夫さん（哲学教師）
［受付開始］7/15（金）

［申込み・問合せ］図書館貫井北分室　
 TEL 042-385-3561

こども哲学F
8
7（日）

5分間でテーマをイメージした本を紹介する
ゲーム感覚の書評合戦です。

［日　  時］8/6(土) 14:00 ～16:00　
［場　  所］貫井北センター学習室AB
［対　  象］小学生以上
［定　  員］①バトラー（紹介者）8人(申込先着順)　
 ②観覧者30人(当日先着順)
［テ ー マ］color（カラー）
［参 加 費］無料

［申込み・問合せ］図書館貫井北分室　TEL 042-385-3561

ビブリオバトルinぬくきたF
8
6（土）

7
30（土）

BLACK BOTTOM BRASS BAND　A

［日　時］7/30（土） 15:00
［会　場］小金井 宮地楽器ホール 大ホール
［料　金］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
 

 ※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）

［日　時］8/20（土） 16:00
［会　場］小金井 宮地楽器ホール 大ホール
［料　金］一般4,000円　U25席2,000円／こがねいメンバーズ 一般3,600円

 ※4歳未満は膝上無料。

好評販売中！

開催間近！

中止のお知らせ
「小金井阿波おどり」の開催延期に伴い、7/23（土）・24（日）に予定しておりました、
小金井阿波おどり応援イベント「えんにち」は、開催中止といたします。
楽しみにされていた方には誠に申し訳ありませんが、
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

紅葉　の時期はもちろん、  　 緑の
トンネルもキレイでお気に入りです。

もみじのトンネル

本を借りるときは、利用カードと借りたい本をカウンターへお持ちください。
利用カード作成の場合は、ご本人が、氏名・住所の確認できる証明書
（運転免許証、健康保険証など）をお持ちください（15際以下の方は証明書不要）。

オンブズからの挑戦状～公衆電話をさがせ！～


