
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

２（木） ピアノ解体ショー！

４(土) カンタータ・ムジカ・Ｔｏｋｙｏ第21回演奏会 18:00 カンタータ・ムジカ・Ｔｏｋｙｏ事務局

◇ 20:00 03(3990)3686　本橋

５(日) 13:00 Ｓｔｒｕｄｅｌ Ｈｏｒｎｉｓｔｅｎ

16:00 090(8509)2980  市原

11(土） Ａｓｓｅｍｂｌｅｄ  Ｉ  Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ 14：00 事務局

　第６回定期演奏会 16:00 　090(6137)7320 平澤

15(水) 10:00 三鷹市健康福祉部地域福祉課

12:05 0422(45)1151内線2615　佐藤

16(木) コレーギウム・ムーシクム　２０１２ 14:00 コレーギウム・ムーシクム

20:30 03(3978)6646　奈良

18(土) 18:00 合奏団ＺＥＲＯ

20:00 zero@tokyo-met.com

19(日) 13:30 クレセントフィルハーモニー管弦楽団

16:00 090(4662)7053　花本(広報)

25(土) 13:00 ホームページ問合せフォームまで　石田

◇ 19:30 http://zennihonnamatyua.sakura.ne.jp

26(日) 第３３回　ピアノ発表会 12:15 原裕子ピアノ教室

16:30

入 場 方 法催  し  物  名

合奏団ＺＥＲＯ第９回定期演奏会 　http://www.tokyo-met.com/zero

　Ｊ．S．バッハ／マニフィカト　カンタータ80番他 \3,500

Ｓｔｒｕｄｅｌ Ｈｏｒｎｉｓｔｅｎ 第５回演奏会
無　　　料

ベートーベン名曲プロ！クレセントフィル２１回演奏会

　ピアノの仕組みを学ぼう！

　奈良澪子門下生によるピアノ・コンサート
無　　　料

　交響曲第６番「田園」/ピアノ協奏曲第５番「皇帝」他

第13回全日本アマチュアギターコンクール

完売御礼

無　　　料

全席自由

無　　　料
*要整理券・メールにて受付中

無　　　料

午前の部 10:30～11:30　／ 午後の部 13:00～14:00

8

平成２４年度

「世代をこえて平和を考える日～戦没者追悼式並びに平和祈念式典～」

月

メンデルスゾーン交響曲第４番｢イタリア｣、ベートーヴェン交響曲第４番他

[自]前売 \1,800

無　　　料

    当日 \2,000

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 9 月

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター
0422(47)5122

8 月

HP

HP

16:30

28(火) 国立音楽大学室内合唱団　Ｋａｍｍｅｒ－Ｃｈｏｒ 18:30 国立音楽大学室内合唱団カンマーコール

　ＳＵＭＭＥＲ　ＣＯＮＣＥＲＴ　２０１２ 20:30 090(7799)3975  磯部

30(木) 宝仙学園中学高等学校理数インター　吹奏楽部 14:00 宝仙学園中学高等学校　吹奏楽部

　第１回定期演奏会 16:00 03(3371)7109  米澤

１(土) ＮＢＤ吹奏楽団第３２回定期演奏会　“麗” 18:30 ＮＢＤ吹奏楽団

20:30 0422(31)8066  原田

８(土) アストル・ピアソラ没後20年記念

９(日) 小松亮太　presents エル・タンゴ （２回公演）

[託] ◎

15(土) 早稲田室内管弦楽団　第16回定期演奏会 19:00 早稲田室内管弦楽団

　ブラームス/セレナード第1番　他 21:00 080(4152)9990 WCO広報

16(日） Ｊ．Ｆ．ファミリーコンサート 13:30 Ｊ．Ｆ．ウインドオーケストラ

　〈曲目〉皇帝円舞曲、パイレーツ・オブ・カリビアン　他 16:00 080(2112)5328 百瀬

17 アンサンブル瑞樹　第５回演奏会　彩奏（かなで） 14:00 アンサンブル瑞樹

(月・祝) 　～アタラシイオト～ 15:30 090(6155)2933 吉村

23(日) 早稲田大学フィルハーモニー管絃楽団　室内楽演奏会 13:45 早稲田大学フィルハーモニー管絃楽団

20:30 080(1086)1284 中部

29(土) 13:00 チャリティコンサート2012実行委員会

　東日本大震災レポート・あさみちゆきさんの歌 15:00 080(1112)3356 てるおか

29(土) 19:00 早稲田大学高等学院　室内合奏団

21:00 080(5468)7255 榎本

30(日) 混声合唱コーア・ボイメ第６回コンサート 14:00 混声合唱団　コーア・ボイメ

　グノー作曲「聖チェチリア荘厳ミサ」、ロシア民謡 15:40 0422(45)2309 植村

８(土)19：00開演／９(日)15:00開演

たんぽぽチャリティコンサート2012～つなげよう、笑顔を力に～

早稲田大学高等学院　室内合奏団　第29回定期演奏会

・学生券は公演当日に学生証を拝見します。

・［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）。

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

・◎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。

    当日 \2,300

無　　　料

無　　　料

\1,500

無　　　料

全席自由

\2,000

各回　全席指定

無　　　料

全席自由

\1,000

無　　　料

全席自由

会員 S席\5,400/A席\4,500

一般 S席\6,000/A席\5,000

学生席\4,000

9

月

無　　　料

[自]前売 \2,000

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター
0422(47)5122

・◇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。　HP

http://ai-o.org/index.html
http://strudel-hornisten.com/
http://www.sound.jp/cantata-musica-tokyo/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1208020/
http://www.tamatanpopo.co.jp
http://wco-jpn.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1209080/
http://www.nbd.mu/
http://zennihonnamatyua.sakura.ne.jp
http://crephil.main.jp
http://www.tokyo-met.com/zero/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

1(水) 保坂尚代バレエスタジオ　第５回おさらい会 13:30 保坂尚代ダンスワーク

15:00 0422(46)4371　吉野

４(土) 柳家さん喬独演会
　真夏にそよぐ 落語の涼

　昼の部14:00・夜の部18:00開演

５(日) 子供のためのクラシックバレエ 13:30 アベルエトワールバレエ

アベルエトワールバレエ　おさらい会 15:15 090(3917)2753　小川

５(日) 19:00 「父と暮せば」三鷹公演実行委員会

◇ 20:15 090(4249)3153  石川

7(火) 一枚のハガキ（新藤兼人監督）　追悼上映会 三鷹「一枚のハガキ」を見る会

◇ 0422(43)0358　髙橋/0422(47)8217 栗原

12(日) Ｐｉｏｔｒ ＋ Ｓｙｌｖｉａ  サマーワークショップ  9:00 Ａｋｉバレエグループ

Ａｋｉ　Ｂａｌｌｅｔ　Ｇｒｏｕｐ 20:00 080(2258)6012  宇佐見

15(水) 平和アニメ上映会　 13:00 三鷹市企画部企画経営課

「ぞう列車がやってきた」 14:20 0422(45)1151(内線2115)　三木

16(木) Ｍ　ＡＣＴ　ＱＵＥＳＴ Ｍ  ＡＣＴ　ＣＲＥＷ

17(金)

070(5597)7321　曽我

19(日) アール・バレエスタジオ「第11回発表会」 14:00 アール・バレエスタジオ

（コッペリアより第３幕・他小品集・　パ・ド・ドゥ） 17:25 0422(31)5622　鈴木

22(水) 三鷹市芸術文化センター　全部見てくださいツアー

　　10:00-12:30　／　14:00-16:30

25(土) CINEMA SPECIAL

中高生・障がい者 \500

全席指定

満員御礼

前売 \3,000

全席指定

無　　　料

～勇者たもつと屈強なパフォーマー達の魔王への軌跡～

無　　　料
(要チケット)

一般 \3,500

高校生以下 \1,000

会員 \3,150

＊昼の部と夜の部は別の演目です

[自] \1，000

無　　　料

16(木)19:00-20:45 ／  17(金）14:00-15:45 ／17(金) 19:00-20:45

　　　①10:00‐12:00　②13:00‐15:00　③16:00‐18:00　④19:00-21:00

◎

催  し  物  名 入 場 方 法

月

8

劇団「昴」のベテラン俳優・新進女優による〔朗読劇〕

井上ひさし作「父と暮せば」　後援：三鷹市教育委員会

無　　　料

当日 \3,500

各回　全席自由

無　　　料

[自]一般・前売\1,500

当日\1,800/学生\1,000

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 9 月8 月

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

昼の部完売

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

『担へ銃』『独裁者』

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

26(日) 春風亭一之輔　古今亭菊六　二人会
[託] 　今年、晴れて真打昇進　華の二人が揃い咲き！

開演

１(土) 柳家喬太郎みたか勉強会
[託] 　挑み続ける　落語への愛

　　　昼の部14:00・夜の部18:00開演
７(金)～17（月・祝）　全13公演

MITAKA “Next” Selection 13th 
マームとジプシー 作・演出：藤田貴大

『ワタシんち、通過。のち、ダイジェスト。』

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

『サーカス』『ライムライト』

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

23(日) 柳家権太楼独演会
[託] ◎ 　笑って泣いて心潤う、寄席の爆笑王。

　　　 開演

9/28(金)～10/8(月・祝)　全14公演

MITAKA “Next” Selection 13th 
はえぎわ　第25回公演

『ライフスタイル体操第一』　作・演出：ノゾエ征爾

・　　　　        　帯は財団主催事業です。  ・[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。　

各回　全席指定

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

全席指定

会員 \900

高校生以下 \1,000(前売・当日とも)

9

一般 \1,000

学生 \800

月
完売御礼

◎

全席自由　日時指定・整理番号付

会員　前売\2,200/当日\2,700

一般　前売\2,500/当日\3,000

◎

完売御礼
14:00

高校生以下　\500(前売・当日とも)

★初日割引9/28(金)・平日マチネ割引
10/4(木)15:00の2公演のみ。上記料金から
会員・一般は300円、大学生は500円引き。

全席自由　日時指定

会員　前売\3,000/当日\3,300

一般　前売\3,300/当日\3,600

大学生　\1,500(前売・当日とも)

14:00 全席指定

会員 \3,150/一般 \3,500

高校生以下 \1,000

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

チケット発売日

会員 8月23日（木）

一般 8月24日（金）

HP

HP

HP

HP

HP

チケット発売日

会員 8月7日（火）

一般 8月8日（水）

昼の部完売

・　　　　        　帯は財団主催事業です。  ・[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。

・学生券は公演当日に学生証を拝見します。 ・[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）。

・◇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。

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

http://mitaka.jpn.org/ticket/1209280/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1209230/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1209220/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1209070/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1209010/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1208260/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1208250/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1208220/
http://ar-ballet.com/
http://m-act-crew.com
http://aberuetoileballet.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1208040/

