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公演のイメージ映像は
コチラから

インタビューはコチラから
中学生以下申込フォーム

■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。
◎ 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。

大ホール・小ホール
マルチパーパススペースほか

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！

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。

藤原道山（尺八）　SINSKE（マリンバ）

荘村清志　福田進一　鈴木大介　大萩康司（ギター） 

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

カルリ ：ラルゴとロンド
ピアソラ ：「タンゴ組曲」より
武満徹（荘村・鈴木編）：不良少年
アルベニス（リョベート編） ：椰子の木陰で
タレガ（サグレラス編）：アルハンブラの思い出
フォーレ（佐藤弘和編）：組曲「ドリー」より　ほか

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

全席指定

好評販売中！

好評販売中！

13:00
大ホール

2023

211 （土）

五街道雲助 柳家権太楼 瀧川鯉昇 玉川太福（浪曲）

子どもから大人まで楽しめる、サックスづくしの２日間！！
こがねいメンバーズ
一般4,000円　U25席2,000円

一般3,600円

一般

■全席自由

6,000円

2日間通し
パスポート

１日パスポート
（両日ともに）

4,000円

無料（要整理券）

一般5,400円

3,500円

2,500円

一般3,200円 ホール窓口のみ取り扱い

学生

中学生以下

こがねいメンバーズ

好評販売中！

14:00
大ホール

2023

42 （土）

ギター界を牽引する名手4人が、小金井に集結！
めくるめく二重奏が、開館10周年のフィナーレを
飾ります。

こがねいメンバーズ
一般5,000円　U25席3,000円

一般4,500円

好評販売中！

14:00
大ホール

2023

183 （土）

2023

4 ・3 （土）5（日）

～尺八とマリンバによる世界最小オーケストラ～

「Piazzolla」

©Ayako Yamamoto©Ayako Yamamoto

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！

開館10周年記念 
ピアノ･フェスティバル

高橋多佳子（ピアノ）　浦久俊彦（ナビゲーター）小ホール

０歳からのショパン
美しいショパンのメロディーにみんなうっとり！
親子で楽しめるコンサート。

飯田有抄（トイピアノ、お話）

トイピアノで聴くショパン
かわいいピアノが紡ぐ、世界一小さなコンサート。
ショパンの生涯についても朗読します。

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）

ショパンとリストの
名曲ベスト10

飯田有抄×浦久俊彦（お話）

16:30

2023

252 （土）

11:0026（日）

14:00

2023

252 （土）

11:00

2023

252 （土）

13:30

2023

242 （金）

金子三勇士（ピアノ）　
浦久俊彦（ナビゲーター）

ピアノ名演・名盤 レコード鑑賞会
往年のピアニストたちの歴史的名盤を
極上のオーディオで楽しむ貴重なひととき。

全席自由

全席自由

全席自由

500円

500円

※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

※こがねいメンバーズ優待価格対象外

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

好評販売中！ 小ホール

好評販売中！ 大ホール

金子三勇士
「ショパン vs リスト」14:00

2023

262 （日）
好評販売中！ 大ホール

2023

232 （木・祝）

大ホール

好評販売中！ 小ホール こがねいメンバーズ一般4,000円　U25席2,000円 一般3,600円こがねいメンバーズ一般2,500円　U25席1,000円 一般2,300円

ホール
使いこなし術 ピアノ•リレーコンサート

一般公募による出演者たちが熱い演奏を披露します。
どなたでも申込不要、入場無料でご覧いただけます。

みんなでつなぐ音楽のバトン̶
2023

232 （木・祝）

小ホール

2023

242 （金）

大ホール

スタインウェイ•ピアノ体験会
[受付開始] 2023年1/22（日）
[参 加 費] 1人あたり 一般2,000円　U25 1,000円
※要事前申込　※45分×12組

ヤマハ•フルコンサートピアノ体験会
[受付開始] 2023年1/22（日）
[参 加 費] 1人あたり 一般800円　U25 400円
※要事前申込　※30分×5組

10:00～16:45 18:15～21:45 9:30～21:15

［機材協力］LUXMAN
全席指定 全席指定

デュオ

©Takanori Ishii©Takanori Ishii

友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント
ショパンが生きていた時代の楽器で聴く
名曲レクチャーコンサート102 （金）

小ホール
14:00

2023

1835年製フォルテピアノ「アントン･シュヴァルトリンク」が、
小金井にやってきます！
ピアノの歴史を目と耳で楽しむ、会員だけの特別イベント。

まもなく
受付開始！

ショパン : ノクターン 変ロ短調 作品9-1
  ノクターン 嬰ハ短調（遺作）
  ノクターン ハ短調 作品48-1
シューベルト :  即興曲 変ト長調 作品90-3 D899
ベートーヴェン: ピアノソナタ ハ短調 作品13 「悲愴」 ほか

ショパン : 革命のエチュード
  ピアノ･ソナタ第2番
リスト :  ラ・カンパネラ
  ピアノ･ソナタ　ほか

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）

・小川加恵（フォルテピアノ、お話）
[料 金] こがねいメンバーズ無料
 （会員本人のみ参加可）
[定 員] 100名（先着順受付）
 要事前申込、自由席

受付開始 12/18（日）10:00～
（初日はインターネット、
 電話受付のみ）

ジャパン･サクソフォーンフェスティバル
第39回

《共催》

0歳から入場可

0歳から入場可

みんなのリクエストがプログラムに！
投票で選ばれたベスト10をスペシャリストたちが
お届けします。

現代の名手が19世紀ピアノ界二大巨頭の世界を
鮮やかに描く、トーク付きコンサート。

あなたのリクエストが
プログラムに？！

WEB投票はコチラから
（1/12まで受付中！）

この他にも盛りだくさん！ 詳細はコチラから

主催：一般社団法人 日本サクソフォーン協会

[料金] 12月12日（月）販売開始

コンサート

室内アンサンブルとサクソフォーンの共演
～日本が誇る国際的若手奏者の熱演！～

ヤコブTVショー２
～映像と音響の新世界！

オランダの作曲家ヤコブTV作品展～

全席指定

まもなく発売！

※出演者の申込受付は終了しました。

©新津保 建秀©新津保 建秀

チケット購入はコチラから



※※ 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

イベントCALENDAR

オーディション、個人レッスン、分奏、リハーサルを経て、
一緒に演奏した「インターンシップ生」に、本番後にインタビューしました！

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

4(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

5(木) S 武蔵小金井スマイル合唱団 10：00～11：45 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］

5(木) S Book for Talk ホンとの出会い 13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料
要事前申込

（特）遊び・文化 NPO
小金井こらぼ [ 水津 ]
T 042-384-2569 
E koganei.korabo@
　 gmail.com

7(土) D 新春コンサート in 小金井 12：30 開場
13：00 開演

一部指定
無料

小金井市合唱連盟 [ 滝 ]
 E koganei.g.renmei@
　 gmail.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

13(金) D
大倉由紀枝と仲間たちコンサート 
vol.5
～歌う喜び～ 古希を祝して

18：00 開場
18：30 開演

全席自由
3,500 円

大倉由紀枝門下
 E nakamatachiconcert@
　 gmail.com

13(金) S 女性しごと応援キャラバン   9：30 開場
10：00 開演 無料

女性しごと応援キャラバン
運営事務局
 T 03-6734-1346
 H https://josei-caravan.jp

14(土) D
令和4年度 多摩東人権啓発活動
地域ネットワーク協議会事業
「講演と音楽の集い」

13：00 開場
14：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

小金井市企画財政部
広報秘書課広聴係
 T 042-387-9818

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

14(土) S 桂蝶の治 独演会 18：40 開場
19：00 開演

全席自由
予約1,000 円
当日 1,200 円

小金井落語会
 E Katsuratyonozi@
　 gmail.com

15(日) D リンデピアノ教室 第10回 発表会 12：45 開場
13：00 開演

一部指定
無料
関係者のみ
入場可

リンデピアノ教室
 T 042-382-7021

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

20(金)
～24(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

21(土) D

主催公演
こがねい落語特選 
新春 達士鳴動の会

 ÅN ÅA ÅM

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

25(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

26(木) S 駅前ダンスパーティ 13：00 開場
13：10 開演

全席自由
700 円

小金井市ダンススポーツ連盟
[ 小松 ]

 T 042-384-1911

28(土) D
コンチェルティーノ·フィオレンテ
 vol.18

第 1 部
12：45 開場
13：00 開演
第 2 部
16：30 開場
16：45 開演

全席自由
無料

[ 丸山 ] 
T 090-2660-2193

2022 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。

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（一部公演を除く）

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
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

11/6
開催こがねいガラ・コンサート 2022

2023
vol.127

休館日…12月29日（木）～1月3日（火）・1月10日（火）・17日（火）1月号

友の会イベントとして初の「文学」「朗読」を開催！

地元の俳優・朗読家、長谷川葉月さんの『高瀬舟』の朗読で

始まると、抑揚をおさえた「静」の朗読が文学そのものの味わ

いを引き出して客席をひきつけました。

続く文京区立森鷗外記念館の倉本幸弘さんによる熱意あふれる

「動」の解説で客席を沸かせました。

後半は再び朗読で『電車の窓』を取り上げ、続く解説は、電車

の登場による社会変化などもまじえながらのレクチャー。

最後はお二人の対談、お客様からの質問にもお答えいただき、

温かい雰囲気で終演となりました。

朗読×解説で愉しむ
没後100 年 森鷗外の世界　（10/25開催）

お試し企画 モニター募集

通常の割引額よりさらにお得に使える期間限定のモニター企画！

詳しくは館内のチラシ
もしくはHP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

大ホール を 使ってみよう！！

清水さん
「声楽の方と一緒に演奏する
のはめったにない経験なので、
楽しかったです」

ヴァイオリン 和知さん
「歌と合わせるのは難しかった
けど、一緒に弾かせていただ
いて楽しかったです」

ヴァイオリン

山本さん
「ついていくのに必死でした
が、すごくあつくなれました！
歌手の方や他の楽器の迫力
にも感動！」

ヴィオラ 岩崎さん
「プロに囲まれて弾くと楽しさ
がぜっんぜん違いました。自
分としてはよく弾けたと思い
ます！90点くらいかな」

チェロ

■対象期間	 令和 5年1月4日～2月28日利用分
■申込期間	 利用日の1か月前から14日前
■申込方法	 窓口または電話
■対象となる利用内容
　●舞台面のみを利用する場合
　●当館で本番を行う催事の
　　練習・リハーサルの場合

終了後アンケートにご回答下さい。

●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12 月15日発行 vol.127　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

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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長谷川葉月さん

倉本幸弘さん

「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
■掲載位置 ： 本紙裏面下部
■掲 載 料 ： １枠　税込 10,000円～25,000円※

■色 ： 2 色※　　　　　　※号により異なります

「 イ ベ ントな び 」広 告 募 集
本紙「イベントなび」でイベント情報を PRしませんか？


