
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

２(土) 三鷹市民混声合唱団　フォーゲル　第５回コンサート 14:00 三鷹市民混声合唱団　フォーゲル　団長

Ⅰ世界のうた　Ⅱ混声合唱組曲「水のいのち」　Ⅲ日本の歌 16:00 0422(47)3391  菊池

３(日) 第１８回　ピアノジョイントコンサート 14:00 毬蹴門会（まけるもんかい）

16:00 0422(55)3553  髙井

７（木） 横山幸雄ピアノ・リサイタル・シリーズ

Ｖｏｙａｇｅ～ショパンからラフマニノフを結ぶ音楽の旅路～

９(土) くにたちバロックアンサンブル第9回演奏会 14:00 くにたちバロックアンサンブル

15:40 042(572)5641  北垣

10(日) 第４０回　市民コンサート 14:00 三鷹市教育委員会生涯学習課

出演：三鷹市管弦楽団 16:00 0422(45)1151内線3316　寺田

16(土) 傘寿を記念して 14:00 渡辺昌子

　　　渡辺昌子ソプラノリサイタル 16:30 042(636)2460  渡辺

第５回　翔の会　ＣＯＮＣＥＲＴ 19:00 翔の会

21:00 0422(45)3664  八幡

17(日) ＩＣＵ ＣＬＡＳＳＩＣ ＥＮＳＥＭＢＬＥ 第９回演奏会 14:00 ＩＣＵ ＣＬＡＳＳＩＣ ＥＮＳＥＭＢＬＥ

シベリウス／交響曲第2番　ほか 16:00 080(4362)8261
24(日) 15:00

◎ 17:00
[託］

27(水) 國學院大學久我山中学高等学校音楽部 18:00 國學院大學久我山中学高等学校音楽部

　第３７回定期演奏会 20:10 03(3334)1151　大久保

29(金) 早稲田大学弦楽合奏団　律ゾリステン　第63回定期演奏会 18:30 早稲田大学弦楽合奏団　律ゾリステン

6

19:15

月

無　　　料

無　　　料

一般 \4,000

学生 \2,000

◎

沼尻竜典＆トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ第６０回定期演奏会

　20世紀音楽の金字塔、バルトークの「弦チェレ」を聴く！

[指]会員\3,500／一般\4,000／学生\2,000／三鷹在住または在学の小・中学生\1,000*

*一般(会員)券をご購入の方とご来場の、三鷹市内在住・在学の小・中学生特別料金。電話予約のみ。

入 場 方 法催  し  物  名

全席自由

21:15
第３回　前奏曲を巡る３人の作曲家たち
～ドビュッシー・スクリャービン・ラフマニノフ～

全席指定

会員 \3,600

無　　　料

無　　　料

\3,000

無　　　料

無　　　料

無　　　料

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 ℡0422-47-9100

2012年 6 月
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7 月

HP

29(金) 早稲田大学弦楽合奏団　律ゾリステン　第63回定期演奏会 18:30 早稲田大学弦楽合奏団　律ゾリステン

20:30  小山

30(土) 女声合唱「にじ」15周年記念コンサート 14:00 女声合唱「にじ」

16:00 0422(45)4516  小寺

１(日) 女声合唱ラベンダー創立20周年記念　第9回コンサート 14:00 女声合唱ラベンダー

　合唱、指揮者ソロ、ヴァイオリン独奏等 15:45 0422(47)1525　河野

３(火)

◎

[託］

６(金) ウォンウィンツァン　上畑正和　 19:00 上畑正和音楽事務所

21:00 080(2001)1851　上畑

７(土) 水の輪混声合唱団　第３８回定期演奏会 18:00 水の輪混声合唱団

20:20 090(9970)7997  木島

８(日) 第26回　小さな音楽会　　ピアノ発表会 13:00 酒井・岩本ピアノ教室

15:00 0422(44)8781　酒井

14(土) 第７回若い芽のコンサート 12:30 ヤングピアニストを育てる会

★ 16:30 0422(44)9395  辻井

15(日) 三鷹市吹奏楽団第３１回定期演奏会 14:00 三鷹市吹奏楽団演奏会事務局

16:00 090(3593)6014
16 合同発表演奏会 12:00 ＴＵＴＴＩ(トゥッティ)

(月・祝) ♪Ｔｕｔｔｉ Ｐｉａｎｏ Ｃｏｎｃｅｒｔ Ⅶ 16:30 03(5932)5158　佐藤

22(日) 女声コーラス井の頭ハーモニー　第１４回定期演奏会 14:00 井の頭ハーモニー

16:00 0422(46)0692　前田

24(火) ラ・フォンテヴェルデ＆メディオレジストロ＆今谷和徳 19:00 ラ・フォンテヴェルデ＆メディオレジストロ

★ 　歌から見た器楽の世界・器楽から見た歌の世界 21:00 042(394)9199　オフィスサワイ

29(日) 15:00
◎ 17:00

[託］

月 マリオ・ブルネロ　無伴奏チェロ・リサイタル
19:15

全席指定

　人生を愉しみ、音楽と自然を愛するチェリスト、ブルネロの心の歌を聴く。 会員 S席 \4,500/A席\3,600

[自]前売 \3,500

    当日 \4,000

J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲第１番　ト長調ＢＷＶ1007
J.ウィア：Ｕｎｌｏｃｋｅｄ　　　　　　G.カサド：無伴奏チェロ組曲
J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲第５番　ハ短調ＢＷＶ1011

21:15

沼尻竜典＆トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ第６1回定期演奏会

　沼尻竜典のモーツァルトピアノ協奏曲全曲シリーズ第10弾！

7 無　　　料

・　　　　         　帯は財団主催事業です。   　・[指]は全席指定、[自]は全席自由です。

無　　　料

無　　　料

[指]会員\3,500／一般\4,000／学生\2,000／三鷹在住または在学の小・中学生\1,000*

*一般(会員)券をご購入の方とご来場の、三鷹市内在住・在学の小・中学生特別料金。電話予約のみ。

心の深呼吸をテーマに2台のピアノ・2台の足踏みオルガンによる即興演奏他

ピアノその他の楽器・声楽のコンクールに上位入賞し将来を期待される若人たち

曲目：キュイジーヌ(5曲)、ライムライト、アヴェマリア、カーネションラルゴ、小さな喫茶店他

全席自由

\1,000

一般 S席 \5,000/A席\4,000

学生席 \2,500

無　　　料

[自]前売 \3,500

当日\4,000/学生\2,000

無　　　料

[自]前売 \2,500

学生・児童 \1,500

無　　　料

無　　　料
HP

HP

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター
0422(47)5122

HP

HP

HP

HP

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター
0422(47)5122

HP

・★のチケットは、三鷹市芸術文化センターで販売しております。・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。

・［託］印のついた公演には「託児サービス」があります（申込締切は公演日の２週間前です）。

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

・◎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で販売しております。・学生券は公演当日に学生証を拝見します。

HP

http://homepage2.nifty.com/shige-kun/kbe/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1206070/
http://vogel.main.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1207290/
http://www.lafonteverde.com/
http://takasui.net/
http://mizunowa.net/
http://www.satowa-music.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1207030/
http://sound.jp/ritz-solisten/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1206241/
http://orchestra.musicinfo.co.jp/~ice/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

２（土） 三鷹市邦楽連盟新緑公演 12:00 三鷹市邦楽連盟

16:30 0422(45)3377  大浦

３(日) ドリームエコミュージカル 14:00 みたか環境活動推進会議・三鷹市

16:00 往復はがきによる事前申し込み制 0422(45)1151  （内線2524）　川上

８（金）～17（日）　全12公演

五反田団

◎ 『宮本武蔵』  作・演出：前田司郎

23(土) CINEMA SPECIAL
もう一度、スクリーンで見たい、チャップリン。

『黄金狂時代』『モダンタイムス』　

昼の部11:00・夜の部16:00上映開始／各回２本立て／昼夜入替制

24(日)

「薄明」「失敗園」「トカトントン」

開演

29(金)～7/８(日)　全12公演

◎

『朝がある』　作・演出：柴幸男 [託]・・・託児サービスあり

月

無　　　料
　ミニ講座「邦楽を身近に～箏～」

無　　　料

6

「地球を救おう　みんなの約束！！」＆ミニコンサート

全席自由　日時指定・整理番号付

催  し  物  名 入 場 方 法

第12回　太宰を聴く　太宰治朗読会

出演：杉本哲太

完売御礼
14:00

ままごと+三鷹市芸術文化センターｐｒｅｓｅｎｔｓ

太宰治作品をモチーフにした演劇　第9回

会員 前売\2,200/当日\2,500

一般 前売\2,500/当日\2,800

高校生以下 \1,000(前売・当日とも)

完売御礼

全席自由　日時指定・整理番号付

会員 前売\2,700/当日\3,150

一般 前売\3,000/当日\3,500

高校生以下 \1,000(前売・当日とも)

7

月

[託]

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 ℡0422-47-9100

2012年 6 月
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7 月

14(土) CINEMA SPECIAL
もう一度、スクリーンで見たい、チャップリン。

『犬の生活』『のらくら』『殺人狂時代』　

昼の部11:00・夜の部16:00上映開始／各回３本立て／昼夜入替制

15(日) ぼくも、わたしも寄席で大笑い!!　親子寄席その13

◎ 柳家花緑さんの落語で大笑いするのだ！

[託]* 未就学児の部11:00・小学生以上の部14:00開演

　*小学生以上の部のみ託児サービスあり

21(土) 立川志らく独演会

◎ 受け継ぐものは、談志の狂気

[託]

22(日) 桃月庵白酒 三遊亭兼好 二人会

 次代の実力派 揃い踏み

24(火) 第43回宮地楽器発表会 10:30 宮地楽器音楽教室管理課

19:30 042(383)5551　岩田

29(日) 音楽発表会 15:00 高和学院

17:00 0422(44)5209　高麗

・　　　　        　帯は財団主催事業です。 ・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。

・学生券は公演当日に学生証を拝見します。 ・[指]は全席指定、[自]は全席自由です。

・チケット発売初日は窓口販売はございません。　・◎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で販売しております。

・[託]印のついた公演には「託児サービス」があります（申込締切は公演日の２週間前です）。

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

無　　　料

夜の部　全席指定

一般 \3,500

高校生以下\1,000

●未就学児の部[指]会員\900

一般\1,000/小中学生\500/未就学児 無料

●小学生以上の部[指] 会員\1,800

一般\2,000/小中学生\1,000

※昼の部は完売いたしました。

完売御礼

月

会員 \3,150

14:00

開演

無　　　料

各回　全席指定

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

　昼の部14:00・夜の部18:00開演

[託]

HP

0422(47)5122

HP

HP

HP

■ 三鷹市美術ギャラリー 過去開催企画展図録 好評発売中!!

三鷹市美術ギャラリーでは企画展終了後も図録を販売（完売した図録を除く）しています。特に、2007年

に開催された『怪獣と美術 －成田亨の造形芸術とその後の怪獣美術ー』は現在も人気のある図録です。

見本は三鷹市美術ギャラリー・三鷹市芸術文化センターにございます。

気になる図録がありましたら、ぜひお手に取ってご覧ください！

HP

HP

チケット発売日

会員 6月21日（木）

一般 6月22日（金）

気になる図録がありましたら、ぜひお手に取ってご覧ください！

図録は三鷹市美術ギャラリー、三鷹市芸術文化センターで購入できます。

※ 財団ウェブサイトから購入希望の方はこちら ▸▸▸▸▸ http://mitaka.jpn.org/store/

http://mitaka.jpn.org/store/gallery/index.php?page=all
http://www.kouwagakuin.org/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1207220/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1207210/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1207150/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1207140/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1206290/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1206240/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1206230/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1206080/
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_event/031/031400.html

