
開催日 開演
終演 主催者(お問い合わせ)

４(金) レ・ヴァン・フランセ
マルティヌー：六重奏曲
モーツァルト：ピアノと管楽器のための五重奏曲 チケットカウンター
プーランク：六重奏曲 ほか 0422(47)5122

５(土) 14:00
17:00 0423(87)3140 井上

６(日) アンゲネーム管弦楽団 第６回定期演奏会 19:00 アンゲネーム管弦楽団
ベートーヴェン／交響曲第７番 ほか 21:00 090(9510)6841 今村

10(木) Ｍａｍｅ Ｃｈａｍｂｅｒ Ｗｉｎｄｓ 19:00 Mame Chamber Winds
第２回 演奏会 21:00 080(5447)9088 谷口(広報)

11(金) 18:30 法政大学工学部マンドリンクラブ
21:00 080(1088)6305 増倉

12(土) ＩＣＵブラス 冬のチャリティーコンサート 18:30 ICU Wind-Brass Ensemble
“夢のカケラ” 20:20 080(6330)8922 森保

13(日) 14:00 Abendstern Chamber Orchestra
第４回定期演奏会 16:00 aco.toiawase@hotmail.co.jp 柴田

19(土) カワイコンクール新宿地区予選会 10:00 カワイ新宿事務所
18:00 03(3391)5875 辻谷

20(日) 岸邉眞知子主催 ピアノ発表会 12:00
16:00 0422(43)0682 岸邉

23(水･祝) 横山幸雄 ショパン・プロジェクト vol.6
◎ ３つの新しいエチュード
[託] バラード第３番 op.47 チケットカウンター

英雄ポロネーズ op.53 ほか 0422(47)5122
24(木) クリスマス／アヴェ・マリア 19:00 株式会社光藍社
★ サンクトペテルブルグ室内合奏団 21:00 03(3943)9999
25(金) 創価大学創大銀嶺合唱団 18:00 創価大学創大銀嶺合唱団

第３４回定期演奏会 20:00 e0817703@soka.ac.jp 小畑
26(土) 諸隈まりピアノリサイタル 14:00
★ 16:00 090(1535)3943 諸隈
５(火) 19:00 (有)ムサシ楽器 主催エレメンツクァルテット

★ 21:00 042(575)0008
７(木) 11:00 私はピアニストの会

20:00 090(1535)3943 諸隈
11 12:00 ムシカアレグレ
(月･祝) 20:00 0424(66)5112 荒井
17(日) 小学校訪問演奏アーティストによる

ニューイヤー・ファミリーコンサート
チケットカウンター

[託] 0422(47)5122
23(土) マニフィカート合唱団 18:30 マニフィカート合唱団

第５回演奏会 20:30 090(6176)1392 高木
26(火) 桐朋学園音楽部門 管楽器・打楽器・ハープ専攻 11:00

大学３年実技試験 カレッジ・ディプロマ修了試験 18:00
27(水） 桐朋学園音楽部門 管楽器・打楽器・ハープ専攻 11:00

高校・大学 卒業試験 18:00
30(土) ダンゲダーク管弦楽団第16回演奏会 14:00 ダンゲダーク管弦楽団

（曲目：ベートーベン交響曲第３番他） 16:00 080(3603)5744 国沢

・◎のチケットは、三鷹市芸術文化センター、三鷹市美術ギャラリー、三鷹市公会堂で販売しております。
・ 印の公演は、http://mitaka.jpn.org/calender/user／よりＨＰがご覧いただけます。

2009年12月23日（水・祝）17:00開演

【全席指定】会員＝3,500円 一般＝4,000円 学生＝2,000円

チケット好評発売中！！

◎

◎

無 料
03(3307)4113 教務課

桐朋学園大学

１

月

12

月

・[自]は全席自由です。 ・各催し物の詳細については、主催者までお問い合わせください。

一般 \4,000

三鷹市芸術文化センター

17:00

19:00

三鷹市芸術文化センター

全席自由
\300

催 し 物 名 入 場 方 法

・ 帯は財団主催事業です。 ・[託]印のついた公演には「託児サービス」があります。

19:15

21:15

全席指定
S席・学生席は完売

A席残席僅少

全席自由
\1,000
全席自由

会員\3,600/一般\4,000

\1,000

[自] \3,500

無 料

無 料

全席指定
\4,500

全席指定
会員 \3,500

学生 \2,000

・★印のついた公演のチケットは、芸術文化センターでもお取扱いしております。

ニューイヤーコンサート ゲストピアニスト：村上 弦一郎
新春おけいこ始め
５才から80才まで・・・

無 料

無 料

Ｅｌｅｍｅｎｔｓ Ｓｔｒｉｎｇ Ｑｕａｒｔｅｔ

[自]前売 \700
当日 \900

Abendstern Chamber Orchestra
無 料

曲目：ショパンソナタ第２番 ブラームスソナタ第３番
全席自由
\3,000

ムシカアレグレ 23°ＣＯＮＣＩＥＲＴＯ

一般(高校生以上)\500
小・中学生 無料

(公演当日に学生証を拝見します)※三鷹市内在住・在学の方が対象です。

高校生以下 \1,500

Ｖｉｓｉｏｎ ｏｆ Ｖｏｉｃｅ ａｎｄ ルンデＭ
ジョイント コンサート

無 料

法政大学工学部マンドリンクラブ第４６回定期演奏会
無 料

三鷹市芸術文化センター

全席自由
\800

全席自由
\1,000

15:00

17:00
プロコフィエフ：子どものための交響的組曲「ピーターとおおかみ」他

全席指定

月 月

2009年
三鷹市芸術文化センター 風のホール 【催し物ご案内】

〒181-0012 三鷹市上連雀６－１２－１４ ℡0422-47-9100１１２

HP

2010年

2010年ショパン生誕200年記念連続企画

横山幸雄 ショパン・プロジェクト vol.6横山幸雄 ショパン・プロジェクト vol.6
Yukio Yokoyama Chopin Project vol.6

・いつもステキな演奏で、毎回とても楽しみにしています。語りかけてくるようなマズルカの演奏に、
ショパンの心情が伝わってくる感じがしてとても心惹かれました。（30代女性）
・ショパンの曲の宝石箱のようでとても良かったです。演奏者の表現力、技巧もなめらかで心地良く
聴くことができました。（50代女性）
・横山さんの演奏は、幅と深みのある安定した表現力と色彩豊かな透明度のある柔軟な響き、軽
快さに魅力を感じます。精妙で卓越したタッチと細やかな抒情で聴衆を心地良く酔わせてくれます。
また次回を楽しみにしています。（80代女性）

過去の公演アンケートより

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

http://mitaka.jpn.org/ticket/0912040/
http://angenehm.s315.xrea.com/top.htm
http://mamechamberwinds.web.fc2.com/
http://subsite.icu.ac.jp/org/icu_brass/
http://aco.servepics.com/%7Eaco/index.htm
http://www1.parkcity.ne.jp/verite/index.html
http://mitaka.jpn.org/ticket/0912230/
http://www.koransha.com/
http://www.mari-music2009.com/
http://www.musashi-gakki.co.jp
http://www.mari-music2009.com
http://www.dangedag.org


開催日 開演
終演 主催者(お問い合わせ)

４(金) 19:00 アンデルセン文化事業部

★ オルケスタ三鷹公演 21:00 045(788)8782 中川

６(日) ファミリーステージ シネマ＆コンサート 10:20 ニットー企画

11:45 03(5450)2866 吉成

12(土) 柳家喬太郎独演会

19(土) CINEMA SPECIAL マキノ雅弘監督映画特集 その８ 11:00
『次郎長三国志 第九部 荒神山』 14:40

16:00
19:40

20(日) 13:30 Ｌｏｓ Ａｗｋｉｓ

★ 15:30 090(3690)3869 セルヒオ アウカ

25(金) 18:30 Ｙｏｕ＆Ｍｅ Ｃｏｍｐａｎｙ

20:00 070(6564)3107 芝

23(土) CINEMA SPECIAL マキノ雅弘監督映画特集 その９ 11:00

『次郎長遊侠伝 秋葉の火祭り』 14:36

『次郎長遊侠伝 天城鴉』 16:00

19:36

26(火) 立川談春独演会

27(水) 両日とも１９：００開演

[託] ＊両日とも同じ演目です。

30(土) 11:00 三鷹市、三鷹市女性問題懇談会

15:15 0422(45)1151 内線2116 野上

31(日) ～新春初笑い寄席～

◎ 林家たい平独演会 14:00

[託] 開演

・ 印の公演は、http://mitaka.jpn.org/calender/user／よりＨＰがご覧いただけます。

☆インターネット※１から、【施設の空き状況検索・予約※２】ができます！！
※１「インターネット」は“パソコン”と“携帯電話”の両方でご利用が可能です。 ※２「インターネット予約」を行うためには事前の利用登録が必要です。

□三鷹市芸術文化センター（風のホール・星のホール・美術展示室・音楽練習室・美術創作室・会議室）

□三鷹市公会堂（ホール・会議室） □三鷹市美術ギャラリー（展示室）

便利な支払方法

インターネットからご予約いただいた施設の使用料金のお支払いは、窓口支払・銀行振込・郵便振替からお選びいただけます。

※ただし、使用日の１週間前以降のお申し込みは、窓口支払のみです。

インターネットから施設の予約を行うには、ご使用になる館の窓口で『インターネット利用登録申込書』の提出が必要です。

まずはアクセス！！
□施設

パソコン→ http://mitaka-art.jp/shisetsu/

携帯電話→ http://mitaka-art.jp/shisetsu-m/

施設利用インターネットサービスのご案内

施設利用インターネットサービスを利用できる施設について ※下線部の施設は空き状況検索のみ利用可

各回２本立/昼夜入替制/途中休憩有

全席指定・各回

会員 \ 900

一般 \1,000

サービス取扱時間:午前６時～翌午前３時／予約サービス停止期間：12/21～1/4（空き状況検索はご利用できます。）

事前の利用登録について ※登録有効期間は１年間です、毎年更新手続きが必要です。

「勝間和代のみんなで日本を変えよう」ほか
無 料

一般 \3,500

＊残席僅少

全席指定

会員 \3,150

学生\800(当日要学生証)

完売御礼

１

月

12

月

催 し 物 名 入 場 方 法

・[託]印のついた公演には「託児サービス」があります。・各催し物の詳細については、主催者までお問い合わせください。

・◎のチケットは、三鷹市芸術文化センター、三鷹市美術ギャラリー、三鷹市公会堂で販売しております。

・ 帯は財団主催事業です。 ・[指]は全席指定です。

・★印のついた公演のチケットは、芸術文化センターでもお取扱いしております。

みたか市民フォーラム 勝間和代さん講演と映画上映

ＤａｎｃｅＤａｎｃｅＰｒｅｓｅｎｔｓ ｆｏｒＸ’ｍａｓ

クリスマスの夜に素敵なダンスの贈り物

全席自由

\3,000

全席自由

\500

Ｌｏｓ Ａｗｋｉｓ クリスマスフォルクローレコンサート

＊昼の部と夜の部は同じ演目です。

『浪人街』

完売御礼

ゲスト：柳亭市馬

各回２本立/昼夜入替制/途中休憩有

全席指定・各回
会員 \ 900
一般 \1,000

学生\800(当日要学生証)

昼の部14:00／夜の部18:00開演

日本が世界に誇る １０人編成 アストロリコタンゴ [指]前売 \5,000

当日 \5,500

全席自由

\700

～師走、忠臣蔵にて御機嫌伺い侯～

◎

月 月

2009年 三鷹市芸術文化センター 星のホール 【催し物ご案内】
〒181-0012 三鷹市上連雀６－１２－１４ ℡0422-47-9100１２

三鷹市芸術文化センター
チケットカウンター

0422(47)5122

2010年
１

三鷹市芸術文化センター
チケットカウンター

0422(47)5122

三鷹市芸術文化センター
チケットカウンター

0422(47)5122

チケット発売日
会員 12月17日(木)
一般 12月18日(金)
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HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

http://mitaka.jpn.org/ticket/0912120/
http://mitaka.jpn.org/ticket/0912190/
http://www.geocities.jp/los_awkis/los_awkis.html
http://members3.jcom.home.ne.jp/you.and.me.company/
http://mitaka-art.jp/shisetsu/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1001230/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1001260/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1001310/
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/

