
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

７(日) 横山幸雄ピアノ・リサイタル・シリーズ　Voyage

第４回 子供を描いた作品を巡って

～ショパン、シューマン、ドビュッシー～

13(土) 第７回　桐コンサート～桐朋卒業生の会主催～ 13:00 桐コンサート事務局

ピアノ・声楽・フルート・バイオリン・チェロ・連弾 16:30 090(4595)4035　爪川

グラミー賞候補シタール奏者インドより来日 19:15 ㈱セレスティア

「シュジャート・カーン来日公演」 21:00 03-6914-7470　上田

14(日) 14:00
16:15 042(405)6543  漢人

16(火) 13:30 木と風のコンサート実行委員会

16:30 0422(46)2119  池澤

19(金) 10:00 杉並区立和泉中学校

15:00

21(日) みたかジュニア・オーケストラ　第13回演奏会

◎ ショスタコーヴィチ/チェロ協奏曲 第1番

[託] ピアソラ/アディオス・ノニーノ

ビゼー/交響曲第1番 ほか

26(金) 19:00 小笠原茂子

◇ 21:00 042(525)8235 小笠原

28(日) ラ・フォンテーヌが贈るファミリーコンサート

◎ バロック音楽で楽しむ「三匹の子ブタ」

◎

玲子とコカリナ仲間の木と風のコンサート in みたか

「東日本大震災支援コカリナ・音楽プロジェクト」への義援金を募ります。（１口500円）
無　　　料

杉並区立和泉中学校合唱コンクール
関係者のみ

15:00

17:00

14:00

16:00

¥2,000

[指] 前売\5,000

当日\5,500/学生前売\3,500

一般(４歳以上) \500

全席指定

会員\3,600

一般\4,000

会員 \450

全席指定

小笠原茂子ソプラノリサイタル 全席自由

\5,500

全席指定

会員\1,800/一般\2,000

10

月

入 場 方 法催  し  物  名

曲目：ショパン/子守歌、シューマン/子供の情景　ほか 学生\2,000

全席自由

14:00

ギターサークル・ハーモニックス

第２４回定期演奏会
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 11 月10 月

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

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター
0422(47)5122

[託] ♪はじめてのバロック♪

『三匹の子ブタ』（音楽劇）　ほか

４(日) 18:00 池原舞音楽教室

20:00 090(2733)5234  池原

９(金) 15:30 （株）リアルクリエート

17:30 0422(44)8511  佐野・佐藤

14(水) 13:30 東京消防庁三鷹消防署

15:30 0422(47)0119  大井・井出

18(日) 16:00 杏林大学医学部管弦楽団

18:00 080(5017)1840  重田

秋の火災予防運動ー♪防火のつどいコンサート等♪－ 全席指定

入場無料

杏林大学医学部管弦楽団

第27回定期演奏会
無　　　料

無　　　料

第19回モンジャーニ　Ａｕｔｕｍｎコンサート

宮﨑京子と陽気な仲間達

全席自由

\3,000

こども（４歳～小学生）\1,000
16:00

池原舞　音楽教室　第２回ピアノ発表会11

月

・［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。　

・　　　　         　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。・学生券は公演当日に学生証を拝見します。

中学生・高校生\1,500

W.Aモーツァルト（江崎浩司 編曲） / キラキラ星変奏曲

・◇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。

HP

チケットカウンター
0422(47)5122

http://celestia.co.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1210070/
http://kyorinkangen.web.fc2.com/
http://www.kyoko-miyazaki.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1210280/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1210210/
http://www.geocities.jp/masahiratanet/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

13（土） 柳家花緑独演会

[託] ◎ 　尽きせぬものは　落語への想い

昼の部14:00・夜の部18:00開演

10/19（金）～28（日）　全12公演

MITAKA “Next” Selection 13th
モナカ興業　#12

『旅程』　作：フジノサツコ　演出：森新太郎

30(火) そよ風（第７回）発表会 13:30 そよ風

　シャンソン・コンサート 16:00 0422(23)1405 上島

３ 柳亭市馬独演会

全席指定

会員 \3,150/一般 \3,500

高校生以下 \1,000

全席自由　日時指定

＊昼の部と夜の部の演目が同じにな
るか、違うものになるかは未定です

一般　前売\3,300/当日\3,600

大学生　\1,500(前売・当日とも)

10

月

催  し  物  名 入 場 方 法

11

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

◎
会員　前売\2,500/当日\2,800

一般　前売\2,800/当日\3,200

大学生　\1,000(前売・当日とも)

高校生以下　\500(前売・当日とも)

★早期観劇割引10/19(金)～21（日）
・平日マチネ割引10/25(木)15:00の

5公演のみ
会員　前売\2,200/当日\2,500
一般　前売\2,500/当日\2,800

無　　　料

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 11 月10 月

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

(土・祝) 14:00
[託] 開演

７(水) 16:30 岸邉眞知子

20:00 090(8043)0986

17(土) 古今亭菊之丞独演会

◎ 　　滑らかな語りで笑いの渦に 14:00
[託] 　　江戸にいざなう菊之丞落語 開演

20(火) 13:30 ショコラ

15:30 0422(53)3342  吉松

・　　　　        　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）。

・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。　

無　　　料

岸邉眞知子門下生

　ピアノ演奏会
無　　　料

第７回ショコラ発表会

11

月
完売御礼

全席指定

会員 \2,700

一般 \3,000

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

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

http://mitaka.jpn.org/ticket/1211170/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1211030/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1210190/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1210130/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1209280/

