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まもなく開催！

仔犬のワルツ
雨だれのプレリュード
英雄ポロネーズ　ほか

インタビュー記事は
コチラから

公演のPR映像は
コチラから

■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。

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

日本ギター界を牽引する名手４人が、10年ぶりに小金井に集結！
６通りのデュオ（二重奏）が繰り広げる
濃密な音の対話を心ゆくまでご堪能ください。

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

183 （土）

©Seiichi Saito©Seiichi Saito

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。小金井市のキャラクター“こきんちゃん”も登場！

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）　トークゲスト：高橋多佳子

16:30

11:0026（日）
252 （土）

14:00
252 （土）

11:00
252 （土）

13:30
242 （金）

大ホール
10:00～16:45
232 （木・祝）

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演を懐しいレコードで。
はじめてからマニアまで気軽にお楽しみください！

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

小ホール

大ホール

金子三勇士
「ショパン vs リスト」

14:00
262 （日）
大ホール

両日小ホール

※出演者の申込受付は終了しました。

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。
入場無料、どなたでもご覧いただけます（申込不要）。

みんなでつなぐ音楽のバトン̶

［機材協力］
LUXMAN

「パガニーニの主題による狂詩曲」 Op.43から第18変奏
ピアノ･ソナタ 第２番 Op.36 (1931年版)
チェロ･ソナタ Op.19　ほか

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。

©新津保 建秀©新津保 建秀

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

ショパン： 英雄ポロネーズ
  革命のエチュード
リスト ： 愛の夢 第3番
  ラ・カンパネラ  ほか

パハマン（1848-1933）
コルトー（1877-1962）
ホロヴィッツ（1903-1989）  ほか予定

レコードに登場するピアニスト

ラフマニノフ：

プ
ロ
グ
ラ
ム

決
定
！

全席指定

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

ホール
使いこなし術

©Takanori Ishii©Takanori Ishii荘村清志 福田進一 鈴木大介 大萩康司

骨太なピアノトリオにパーカッションのスパイスが加わり、
ますます香り高く刺激的なジャズ･セッションをお届けします。

16:00 大ホール（土）
まもなく発売！ まもなく発売！

ジャズピアノのトップランナーが挑む新たな局面

5 20
大西順子 カルテット

チケット発売日

2 18（土） 2 13（月）212（日） 1（水）～10（金）2
一般メンバーズ先行 市内先行期間内必着市内先行抽選

チケット発売日

2 18（土） 2 13（月）212（日） 1（水）～10（金）2
一般メンバーズ先行 市内先行期間内必着市内先行抽選一般4,500円　U25席2,000円

一般4,000円こがねいメンバーズ
全席指定 一般4,500円　U25席2,000円

一般4,000円こがねいメンバーズ
全席指定

湧きあがる歌心で紡ぐ 狂おしいほどに甘美な調べ
「生誕150年記念オール・ラフマニノフプログラム」

今をときめく二人の名手が昇華させる、ラフマニノフの魂。
研ぎ澄まされた、心揺さぶる演奏をお楽しみください。

265
19:00 大ホール（金）

&宮田 大 福間洸太朗DUOコンサート

福間洸太朗（ピアノ）

大西順子（ピアノ） 井上陽介（ベース） 吉良創太（ドラムス）大儀見元（パーカッション）

宮田 大（チェロ）

©Masaaki Hiraga©Masaaki Hiraga

ワンコイン

楽しめる
円で500

そのほかの曲目もHPで公表中！

©Shinichiro Saigo©Shinichiro Saigo

フェーズ

残席わずか



※※ 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　MPS…市民ギャラリー　MPS…マルチパーパススペース…マルチパーパススペース

イベントCALENDAR2023
vol.129

休館日…3月14日（火）・22日（水）

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

3月号

●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 5 年2 月15日発行 vol.129　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。

ホ
ー
ム
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ジ
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［料金 ]

■全席自由 2日間通しパスポート １日パスポート（両日ともに）
一般 6,000円 3,500円
学生 4,000円 2,500円
中学生以下 無料（要整理券） チケット購入はコチラから 中学生以下申込フォーム

こがねいメンバーズ 一般5,400円 一般3,200円 　ホール窓口のみ取り扱い
主催：一般社団法人 日本サクソフォーン協会

子どもから大人まで楽しめる、サックスづくしの２日間！！
《共催》

第39回
ジャパン･サクソフォーンフェスティバル

まもなく開催！

3/4（土）•5（日）
大ホール・小ホール
マルチパーパススペースほか

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！～

この他にも盛りだくさん！ 
詳細はコチラから

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～

コンサート

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

1(水) D
～2023 NEW YEAR～
清水智子ピアノリサイタル

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
前売2,500円
当日2,800 円

清水ピアノ会
 T 080-8806-0946

1(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

2(木) D
武蔵野法人会がおとどけする
「昭和歌謡コンサート」

12：30 開場
13：00 開演

全席自由
前売2,000円
当日2,500 円

マイソングエンタテイメント
[ 青木 ]

 T 03-5774-1414

2(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］

3(金) D
第1回 
プリマヴェーラ声楽コンコルソ·
東京地区大会

時間割は
2月17日公式
ホームページ
で発表

全席自由
無料

声楽コンクール事務局
 T 03-5926-3548
 H https://ivctokyo.com

4(土)
・
5(日)

D

S
MPS

共催
第39回
ジャパン ·サクソフォーン
フェスティバル

ÅM

【2 日間通し  】  パスポート
こがねいメンバーズ
一般 5400 円

【1日パスポート】
  （両日ともに）
こがねいメンバーズ
一般 3200 円

【ファミリーコンサート】
一律 500 円
※その他の券種につい
てはお問合せください

一般社団法人
日本サクソフォーン協会

 E 39th.japansaxophonefestival
　 @gmail.com

7(火)～
10(金) G

東京学芸大学 日本画研究室 
芳春展 11：00〜19：00 無料

日本画研究室
 E 9190506m@
　 st.u-gakugei.ac.jp

8(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

11(土) S 小金井平和の日記念行事 13：00 開場
　　　 開演

全席自由
無料

小金井市企画財政部
広報秘書課広聴係
 T 042-387-9818
 E s010399@koganei-shi.jp

12(日) D

S
アニマチReクリエイション 2023 ※詳しくは HP

をご覧ください
一部指定

要事前申込
アニマチ Reクリエイション
運営連絡協議会
 H https://anime-re.tokyo

13(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

15(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
 T 042-306-1607
　 090-1852-7879

15(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(木) D ヨハネ受難曲 演奏会 18：00 開場
18：30 開演

全席自由
3,500 円

[ 中重 ]
 T 090-4934-0019

16(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］

18(土) D

主催公演
THE SUPER PREMIUM
DUO×DUO
～4人の名手が奏でる多彩なデュオ～

ÅNÅAÅM

13：30 開場
14：00 開演

全席指定
一般5,000円
U25 席 3,000 円
こがねいメンバーズ
一般4,500円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

 T 042-380-8099

18(土)～
19(日) G あとりえヒトデ作品展 10：00〜15：00 無料 [ミネタ ]

 E hitode.tomoko@gmail.com

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

19(日) S
小金井市 子ども 
オンブズパーソン 講演会

 9：45 開場
10：00 開演

全席自由
無料

小金井市児童青少年課
 T 042-316-1770

19(日) S
2019年度入学 東京学芸大学 音楽科
フルート専攻生によるコンサート
Piacere

19：00 開場
19：30 開演

全席自由
無料
要事前申込

Piaceve
 E flauto.piacere@gmail.com

20(月) S Ｓｐｒｉｎｇ Ｃｏｎｃｅｒｔ 18：30 開場
19：00 開演

全席自由
大人1,500 円
高校生以下
 1,000 円
要事前申込

[ 吉元 ]
T 070-2655-2070
 E ayaka.yoshimoto.0318pf@
　 gmail.com

21(火・祝) S チャリティーダンスパーティ 12：00 開場 1,000 円 [ 小松 ]
 T 042-384-1911

21(火・祝) S

Art × Experience × Learning
NINFA presents
春のガラ·コンサート
～春の歌曲からオペラの名曲まで～

18：45 開場
19：00 開演

全席自由
3,500 円

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

21(火・祝) G
かるがも教室発表会
作品展示とお話ムービー 12：00〜18：00 無料

[ 志村 ]
 T 080-2388-5000
 E icb77450@nifty.com

23(木) S 2人のソプラノによるコンサート 13：00 開場
13：30 開演

全席自由
1,000 円

M.A.S. 担当 [ 眞田 ]
 T 090-2665-4981

24(金) D
ぱあぱ＆しらたま
ジョイントコンサート

17：45 開場
18：30 開演

全席自由
2,000 円

[ 根間 ]
T & FAX 0422-51-1025
しらたまH 
https://shiratamanikki.
jimdofree.com/

25(土) D 小金井女声合唱団 定期演奏会 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
1,000 円

小金井女声合唱団 [ 松田 ]
 T 070-6451-5008

25(土) 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

26(日) D
都立小金井北高等学校 コーラス部
第6回 定期演奏会

13：00 開場
13：30 開演予定

一部指定
無料
要事前申込

東京都立小金井北高等学校
コーラス部（顧問）[ 難波 ]
T 042-385-2611（音楽科）

26(日) D
第8回 混声合唱団 
どさんこんさーと

18：45 開場
19：00 開演

全席自由
1,000 円

どさんこんさーと[ 恩田 ]
 E dosanko.concert@gmail.com

27(月) D
都立小金井北高等学校
第27回 定期演奏会

17：30 開場
18：00 開演

全席自由
無料

都立小金井北高等学校
吹奏楽部 [ 田村 ]
T 042-385-2611

29(水) D
帝京大学中学校 •高等学校 
吹奏楽部
スプリングコンサート 2023

15：00 開場
15：30 開演

全席自由
要事前申込
関係者のみ入場可

帝京大学中学校 · 高等学校 
吹奏楽部 [ウスダ ]
T 042-676-9511（代表）
 E k-usuda@teikyo-u.ed.jp

29(水) S The Broccoli House 10：00 開場
10：15 開演

全席自由
前売り券
大人（高校生以上）
1,800 円
こども（3 歳以上）
1,200 円
当日券
大人（高校生以上）
2,000 円
こども（3 歳以上）
1,500 円

Broccoli Bunch Theatre
 E broccoli.bunch.
　 theatre@gmail.com
 H erikandy.wixsite.com/
　 broccoli-bunch/home

29(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

29(水) S
講演会 小金井の歴史とさくら
―国の名勝になった小金井桜の98年―

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

NPO法人 小金井市文化協会
 T 090-9391-3338[ 福沢 ]
 E info@koganei-bunka.jp

2023 年1 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。

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。


