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JR中央線「武蔵小金井」南口駅前 小金井市の文化拠点、市民交流と憩いの施設

ピアノづくしの4日間！ はじめてからマニアまで、みんなで丸ごと楽しもう！

チケット
発売日 10 30（日）1023（日） 15（土）～21（金）10

一般メンバーズ先行 市内先行※裏面参照
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復
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ガ
キ

期
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内
必
着

■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。
●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。

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！
詳細は中面をご覧ください。

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！ まもなく発売！

まもなく発売！まもなく発売！

まもなく発売！

高橋多佳子（ピアノ）　近藤嘉宏（ピアノ）　浦久俊彦 （ナビゲーター）

チケット
発売日 10 30（日）1023（日） 15（土）～21（金）10

一般メンバーズ先行 市内先行※裏面参照
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ショパンとリストの名曲ベスト10

発
売
日

メンバーズ先行 10/23（日）
一般 10/30（日）

発
売
日

メンバーズ先行 10/23（日）
一般 10/30（日）

全席自由
全席自由

500円

©Ayako Yamamoto©Ayako Yamamoto

こがねいメンバーズ
一般4,000円　U25席2,000円

一般3,600円
全席指定

こがねいメンバーズ
一般2,500円　U25席1,000円

一般2,300円
全席指定

※3歳未満膝上鑑賞無料
※こがねいメンバーズ優待価格対象外

発
売
日

メンバーズ先行 10/23（日）
一般 10/30（日）

全席自由 500円
※こがねいメンバーズ
　優待価格対象外 ［機材協力］LUXMAN

［受付開始］ 2023年1/22（日）
※詳細は後日発表

［受付開始］ 2023年1/22（日）
※詳細は後日発表

［受付開始］ 2023年1/22（日）
※詳細は後日発表

こがねいメンバーズ
大人1,500円　子ども（3歳～小学生）500円

大人1,300円
※3歳未満膝上鑑賞無料

金子三勇士
高橋多佳子

浦久俊彦
近藤嘉宏

飯田有抄

みんなのリクエストがプログラムに！
ショパンとリストのスペシャリストが演奏します。

ショパンとリスト、あなたはどっち派？！
現代の名手･金子三勇士がピアノ界の巨人たちの世界を鮮やかに描く、トーク付きコンサート。

誰もがうなるあの名演･名盤を、極上のオーディオで再現。
よみがえる、至福のひとときをお楽しみください。

美しいショパンのメロディーに赤ちゃんもうっとり。
親子で楽しむコンサート。

トイピアノはおもちゃか
楽器か ！？ 世界中の
かわいいピアノが紡ぐ、
小さな小さなコンサート。

0歳から入場可 0歳から入場可

14:00
大ホール（土）

高橋多佳子（ピアノ）　浦久俊彦（ナビゲーター）

０歳からのショパン
13:30
小ホール（金）

毎年大人気のピアノ体験会を、小ホールでも初開催。
憧れのグランドピアノを存分に味わってみよう！

小ホール（木･祝）

昨年好評だった一般公募による出演者が
音楽のバトンをつなぐコンサート。

大ホール（木･祝）

ホール使いこなし術ホール使いこなし術ホール使いこなし術

毎年大人気のピアノ体験会。
リアルでしか味わえない
圧倒的な響きを独り占め！

大ホール（金）

飯田有抄（トイピアノ、お話）

トイピアノで聴くショパン
11:00
小ホール（土）

飯田有抄　浦久俊彦（ナビゲーター）

ピアノ名演･名盤 レコード鑑賞会
16:30
小ホール（土）

11:00・ 小ホール（日）

金子三勇士（ピアノ）　浦久俊彦（ナビゲーター）
金子三勇士「ショパン vs リスト」

14:00
大ホール（日）

リクエストの詳細は
後日発表!
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休館日…11月8日（火）・15日（火） 
イベントCALENDAR ※※ マークが付いている公演のチケットは、当館 2階事務室（主催公演以外は現金支払いのみ）、マークが付いている公演のチケットは、当館 2階事務室（主催公演以外は現金支払いのみ）、

　 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

●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10月15日発行 vol.125　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の感染予防および感染拡大防止
のため、様々な変更が生じる場合があります。最新状況は
当館ホームページやツイッター、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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小金井市内先行受付  応募方法
小金井市内在住・在勤・在学の方は、一般発売に先駆けてお申込いただけます。（応募者多数の場合、抽選）
■応募期間：各公演により異なります。［指定期間内必着］
■応募方法：往復ハガキ（1公演につき1通）に
 希望公演・席種・枚数（公演毎に上限あり）・
 氏名・ふりがな・住所・電話番号を記入の上、
 小金井宮地楽器ホール 市内先行チケット係へ。
■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。

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
会員限定イベント
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

特典 3

特典 1

特典 4

特典 2

特典 5

特典 6

特典 9

■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 7
特典 8

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

（一部公演
  を除く）

　小金井市内の園児さんと先生方、約350名をお迎えし、3年ぶ
りのリアル開催となったコンサート。パーカッションユニット“Tuk-Pak
（ツクパク）”さんによる、「さんぽ」でスタートしました。
　楽器紹介に身を乗り出して観察したり、リズム遊びで思い切り体を動かしたり、知っている曲を口
ずさんだり、ホールに響く美しい音にじーっと耳を澄ませたり。最初は遠慮がちに拍手をしていた子
も徐々にリラックスし、思い思いに全身でコンサートを楽しんでいました。
　コロナ禍もあってか、大半がホール初体験だった子どもたち。思い出に残る「ホール・デビュー」
になっていたら嬉しいです。

ぼくの、わたしの、ホール・デビュー！
子どものためのコンサート2022（9/14・15開催）

［山内］ TEL042-387-8672主催・問い合せ

2022年11月17日（木）～11月20日（日）
会場： 小金井 宮地楽器ホール・市民ギャラリー　料金： 無料

日本刺繍と創作人形を中心とした作品展です。
コロナ禍の中、ウイルスの退散を願い
「赤い薬

くす

玉
だま

」と「アマビエ人形」等、
アイデアのある物を作りました。
刺繍は着物、帯、額、その他
人形は、鶴姫伝説より創作しました。

花

　
筏

作
品
展

広告

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

1(火) 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

2(水) D
第12回
莟 道子クラス声楽発表会

12：30 開場
13：00 開演

全席自由
無料
未就学児入場不可

莟 道子
090-3573-2808
�H tsubomichi1914@yahoo.co.jp

3(木・祝) S 紙芝居っておもしろい！  9：45 開場
10：00 開演 無料 [守永 ]

�T 042-388-8335

3(木・祝) 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

5（土）～
7（月）G

角 木綿子
パッチワークキルトサークル展

10：00～17：00
最終日～16：00 無料

[角 ]
�T 042-321-7021

6(日) D

主催公演
開館10周年記念／FOCUSこがねい
こがねいガラ•コンサート2022

ÅNÅAÅM

14：30 開場
15：00 開演

全席指定
一般5,500円
U25席3,000円
こがねいメンバーズ
一般5,000円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

9(水)
10(木) S お元気サミット介護みらいフェス 10：00～ 全席自由

無料
小金井市
小金井市介護事業者連絡会
�T 042-387-9845

12（土）
13(日) D

こがねい産業応援祭り2022
小金井市農業祭
第7回 農業絵画コンクール

12日
13：00～16：00
13日
9：30～14：30

無料 小金井市農業委員会事務局
�T 042-387-9882

12（土）
13(日) S

こがねい産業応援祭り2022
第73回 小金井市農業祭

12日
13：00～16：00
13日
9：30～14：30

無料 小金井市農業委員会事務局
�T 042-387-9882

16(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

16(水) S

第21回 小金井音楽談話室
ヴィルタス·クヮルテット定期演奏会
～弦楽四重奏の愉しみ：19世紀の幻想～

M

18：45 開場
19：15 開演

全席自由
一般2,800円
シニア（65歳以上）

�2,500円
U25（25歳以下）
2,000円

小金井音楽談話室
T ＆ F 042-388-8099
�E koganei-music@
　 kch.biglobe.ne.jp

17(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］

17(木) S 『ことばの宝石箱』朗読会 15：00 開場
15：30 開演

全席自由
2,000円

[戸村 ]
�T 090-9833-8381
T ＆ F 042-387-8128

17(木)～
20(日) G 日本刺繍と創作人形 10：30～17：00

最終日～16：00 無料
花筏
�T 042-387-8672[山内 ]

18(金) D 調 TRIO CONCERT VOL.2 18：30 開場
19：00 開演

全席自由
電子チケット
�3,500円
（当日券、現金のみ
3,500円）

調企画
�T 080-6539-3256
�E SHIRABE_CONCERT@
　 gmail.com

18(金) S レクリエーションダンスのつどい  9：00 開場
10：00 開演

全席自由
無料

小金井市悠友クラブ連合会
[西村 ]

�T 042-322-4011

19(土) D
コーラス·インフィニ☆特別公演
バルト三国·リトアニアの歌
‒ユリユス·カルツァス作品展‒

17：15 開場
18：00 開演

全席自由
前売2,000円
当日2,200円

コーラス・インフィニ☆
�E onchorusinfi ni@gmail.com

19(土) S こどものためのリトミックコンサート♪
① 9：35開場
　  9：50開演
②10：35開場
　10：50開演

全席自由
大人1,500円
子ども500円
（小学生以下）

まつざわ音楽教室
�E childmusicm@gmail.com

19(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

19(土) S

Art×Experience×Learning
NINFA presents
文字×朗読×音楽シリーズ
朗読と聴くオペラ『ラ·ボエーム』
（字幕付上演）　　　　　　　　M

19：00 開場
19：30 開演

全席自由
3,500円

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

20(日) D

主催公演
ホールの響きシリーズ
ワルター·アウアー
～フルートが彩るウィーンの響き～

ÅNÅAÅM

13：30 開場
14：00 開演

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

20(日) S
オペラ集団 I CANTORI
サロンシリーズ vol.37
モーツァルト作曲『魔笛』（日本語上演）

19：00 開場
19：30 開演

全席自由
2,800円

オペラ集団 I CANTORI
チケット担当

�E i.cantori.ticket@gmail.com

21(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(月) S
Good Afternoon Concert Vol.7
「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

22(火) D
Swiss Music Night 2022
～アルプスに響くヨーデルと
スイス民俗音楽の調べ～　　　

M

18：00 開場
18：45 開演

全席指定
一般4,000円
大学生2,000円
高校生以下
�1,000円

ヨーデル・ドット・トウキョウ
�T 090-9151-8600
�E jodel.tokyo@gmail.com
�H www.jodel.tokyo

22(火)～
27(日) G

第69回
フォトクラブ小金井 写真展

10：00～18：00
初日13：00～
最終日～15：00

無料 フォトクラブ小金井[横山 ]
�T 042-383-4451

23(水・祝) D 和のしらべコンサート 10：00 開場
10：20 開演 無料

[桑村 ]
�T 090-4166-6126
�E mosimosikuwathayn@
　 gmail.com

23(水・祝) D
くにたち混声合唱団ときわ
第44回 定期演奏会

17：30 開場
18：00 開演

全席自由
1,000円

くにたち混声合唱団 ときわ
�T 080-5414-2007[永井 ]

26(土) D
小金井市民オーケストラ
第39回ファミリーコンサート

17：00 開場
18：00 開演

全席指定
無料
要事前申込

小金井市民オーケストラ
�H https://koganeiorchestra.
　 jimdofree.com/

26(土) S いととたけのささやかな会 9：40 開場
9：55 開演

全席自由
無料
要事前申込

[北畠 ]
�T 042-383-3811
�E mikosan553@gmail.com

27(日) D
第7回
Compagni di musica 演奏会

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
1,000円

Compagni di musica
�T 090-3384-3207
�E amati@y6.dion.ne.jp

27(日) D
“しもたかフィル”第17回 定期演奏会
「王道への挑戦、再び！」

19：10 開場
19：20 開演

全席自由
500円

しもたかフィル[手島 ]
�T 090-9232-0012

27(日) S
みんなでコンサートシリーズ vol.9
「ダンス·ダンス·コンサート」　　

M

第1回公演
13：45 開場
14：00 開演
第2回公演
15：15 開場
15：30 開演

全席自由
前売券1,000円
当日券1,500円

アンサンブルマタン
�E ensemble.matin@gmail.com

29(火) D
第2回 演奏会
“ブラスバンディット～金管盗賊団～”

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
一般2,500円
大学生以下
�1,000円
アーカイブ配信 
1,000円

オズカ・ブラス・コネクション事務局
�E ozcabrassconnection@
　 gmail.com

30(水) D
KIMURA☆プロジェクト
スペシャルコンサート

12：30 開場
13：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

KIMURA☆プロジェクト
実行委員会 [大久保 ]
�T 090-6037-8485
�E conte.mitdir.tomoni@
　 gmail.com

30(水) S 朗読会 13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料

[椋（ムクノキ）]
�T 042-306-0895
2020年9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。
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展示「ホールの10年、わたしの10年」
ホールと同い年の10歳のジュニア特派員による展示

「キッズ･カーニバル KOGANEI 2022」《共同主催》
子育て・子育ち応援イベント！

演劇ワークショップ作品完成披露上映会
「ワレワレのモロモロ 小金井編」

「竜宮城をつくろう！
ワークショップ＆絵本読み聞かせ会」

演劇　「ウラシマコタロウ」
あの『浦島太郎』を大胆にアレンジした、
カメと浦島小太郎の友情物語。

【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～
日本唯一のプロバラライカ奏者、
北川 翔によるトークイベント

新春の寿ぎを告げるのは、芸の道を究めた達士の熟達した話芸。
庶民文化が花開いた江戸の粋を受け継ぐ落語と浪曲で
ひと笑いすれば、華々しい一年の幕開けに！

荘村清志　福田進一
鈴木大介　大萩康司（ギター） 藤原道山（尺八）　SINSKE（マリンバ）

コンドルズの遊育計画2022

記念の窓絵やタペストリー、ポスターなどで
館内が一気に華やかに。

10周年記念映像が完成

藤原道山 × SINSKE

ブエノスアイレスの四季
アディオス・ノニーノ
ボレロ
展覧会の絵　 ほか

全席指定 全席指定 発
売
日

メンバーズ先行 11/26（土）
市内先行  11/15（火）～25（金）必着
一般 12/4（日）

《共催》

あそいく

［主催］NHKエデュケーショナル
［共催］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

©Takanori Ishii©Takanori Ishii

3月

4月

5月

6月

7月
8月 9月

はけの森美術館 企画展
「小山敬三 展－浅間より出でその頂に至る－」
こがねいジュニア特派員と一緒に鑑賞 夏休み木工チャレンジ2022《共催》

集まれ！小さな芸術家たち。

今年も各公演イベントで
ジュニア特派員が活躍中

好評販売中！

ウィーン･フィルの首席奏者、満を持しての
小金井公演。
フルート以外の楽器のために書かれた名曲･大曲の
編曲版を中心に、演奏者本人の“お気に入り”で
あり、名手にしか成し得ない希少なプログラムを
お届けします。

100種を超えるハンド･サインから
生まれる “唯一無二の完全即興”
ドラムヴォーカリスト、シシド･カフカが
率いる打楽器集団 エル･テンポの迫力ある
演奏をお楽しみください。

あそべば育つ！ あそべば未来が広がる！
こどもの日常生活に"からだあそび"を積極的にとりいれた
『遊育計画（あそいくけいかく)』が小金井にやってきます！

好評販売中！

2011 （日）
14:00
大ホール

こがねいメンバーズ
一般3,000円　U25席2,000円

一般2,000円
全席指定

全席指定

こがねいメンバーズ
一般5,000円　U25席3,000円

一般4,500円
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
全席指定

フリューリング ： 幻想曲
モーツァルト ： きらきら星変奏曲
ベートーヴェン ： ヴァイオリン･ソナタ 第5番《春》
R.シュトラウス ： ヴァイオリン･ソナタ

毎秋恒例、小金井ゆかりの音楽家たちが集う「こがねいガラ･コンサート」。
今年は、名歌手たちとともに、オペラのおいしいところをギュッと集めてお届けします。
また、皆さまの投票によるプログラムもお楽しみに！

ワルター･アウアー（フルート）　沢木良子（ピアノ）

近藤良平（構成･映像･振付）　コンドルズ（出演）好評販売中！

312 （土）
16:00
大ホール

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

©FUKAYA Yoshinobu / auraY2©Yoshinobu Fukaya / auraY2

大ホール

611 （日）
15:00 こがねいガラ·コンサート

2022

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）

シシド･カフカさんの
メッセージ映像はコチラから

公演の
イメージ映像は
コチラから

©Eiji Kikuchi©Eiji Kikuchi

el tempo
directed by KAVKA SHISHIDO

好評販売中！

13:00
大ホール

大ホール・小ホール

©Kyota Miyazono

２枚以上お求めの方は、友の会入会がオススメ！（年会費2,000円で特典多数）

様々な文化活動をはじめ、交流や憩いの場として活用いただける、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。施設利用のご案内

コンサートホール形式

【あそび場】

【公　演】

プロセニアム形式
大ホール

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。

小ホール

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。

設備：グランドピアノなど 設備：アップライトピアノなど

設備：ドラムセット、アンプなど

設備：炉、水屋、茶道具、座卓、イスなど

平土間式
市民ギャラリー

吊り下げ可動壁や展示パネル、展示台などを用い
て、自由なアートスペースを演出できます。

練習室1

練習室4

練習室2･3

和　室

和　室

マルチパーパススペースA・B・C

マルチパーパススペースD 授乳スペース

練習やリハーサルで舞台面だけを利用する場合は施設利用料が半額に！

大ホール客席図［578席］

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。

～チケット購入時･施設利用時の参考にご活用ください～12
･10（土）11（日）

2023

211 （土）

五街道雲助 柳家権太楼 瀧川鯉昇 玉川太福（浪曲）

結成11年目、藤原道山（尺八）とSINSKE（マリンバ）によるデュオが
タンゴの革命児、ピアソラの新たな魅力をお届け。

こがねいメンバーズ
一般4,000円　U25席2,000円

一般3,600円

好評販売中！

14:00
大ホール

2023

42 （土）

日本のクラシックギター界を牽引する巨星たちが届ける、
多彩なデュオ。贅沢なハーモニーと艶やかな音色で、
クラシックギターの魅力をたっぷりお届けします。

こがねいメンバーズ
一般5,000円　U25席3,000円

一般4,500円

まもなく発売！

14:00
大ホール

2023

183 （土）
～尺八とマリンバによる世界最小オーケストラ～

「Piazzolla」

全席指定
こがねいメンバーズ
大人2,800円　子ども（3歳～小学生）1,500円

大人2,500円

10/29（土）※一般･こがねいメンバーズ同時発売
※市内先行はありません

発売日

※0歳から入場可

※各回、あそび場・公演 共通チケットです

12/10（土） 12/11（日）
【あそび場】
小ホール

【公 演】
大ホール

①　9:30～
② 12:00～
③ 14:30～

10:30開演
13:00開演
15:30開演

【あそび場】
小ホール

【公 演】
大ホール

① 10:00～
② 13:00～

11:00開演
14:00開演

一般5,500円  U25席3,000円
こがねいメンバーズ 一般5,000円

当館は開館10周年を迎えました。
みなさんと共に歩んできた10年間－－
これからも、居心地の良い『街のホール』を目指していきます。

「写真で振り返る交流センター 10年のあゆみ」
主催公演の写真のほか、みなさまにお寄せいただいた写真の展示、
10年後へ向けたメッセージを書くコーナーなど盛りだくさん。

小金井市在住で、作家・演出家・俳優の
岩井秀人が監修。一般公募参加者が脚本を
書いて演じた映像作品3本をお披露目

BLACK BOTTOM BRASS BAND
Special Guest 伊東たけし（T-SQUARE）
底抜けに明るく自由なニューオリンズジャズ！
アンコールでは11名のワークショップ参加者も共演


