
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

４(日) 18:00 池原舞音楽教室

20:00 090(2733)5234  池原

８(木) いだきしんコンサート　ＤｉｖｉｎｅＡｇｅｓ 19:00 いだきしんコンサート　チケットセンター

ピアノ Ｉｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ 21:00 03(3560)1485

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

21(水) 全席自由 自由民主党三鷹総支部

\1,000 0422(41)1611  伊藤

30(金) 法政大学工学部マンドリンクラブ第49回定期演奏会 18:30 法政大学工学部マンドリンクラブ

21:00 080(3486)6979　渡辺

１(土) 大沢室内管弦楽団　第３回定期演奏会 18:30 大沢室内管弦楽団

20:30 090(8186)4935　加茂

４(火) 第49回実践女子大学マンドリンクラブ定期演奏会 18:30 実践女子大学マンドリンクラブ

20:30 080(1080)3719　鈴木

９(日)

◎ Ｗ．Ａ．モーツァルト： 15:00

[託] 歌劇『コジ・ファン・トゥッテ』全２幕 開演

沼尻竜典＆ＴＭＰ(トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ)第62回

第１７回ふるさと三鷹わくわくＤＡＹ

１部橋本聖子参議院議員講演　♪２部東京都交響楽団弦楽四重奏三鷹公演♪

18:00  ～ 20:00

11

12

月

池原舞　音楽教室　第２回ピアノ発表会

秋の火災予防運動ー♪防火のつどいコンサート等♪－

杏林大学医学部管弦楽団

第27回定期演奏会

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

月

入 場 方 法催  し  物  名

全席自由

\3,000

無　　　料

無　　　料

全席自由

\6,000

無　　　料

無　　　料

全席指定

会員 \4,500

一般 \5,000

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 11 月 12 月

三鷹市芸術文化センター

HP

HP

HP

HP

[託] 歌劇『コジ・ファン・トゥッテ』全２幕 開演

(演奏会形式/イタリア語上演・日本語字幕付)

13(木) ジャン＝ギアン・ケラスwithベルリン古楽アカデミー

◎ 曲目：ヴィヴァルディ/チェロ協奏曲 ト短調 ＲＶ４１６ 19:15

[託] Ｊ．Ｓ．バッハ/チェンバロ協奏曲 第５番 ヘ短調 開演

ＢＷＶ１０５６ ほか

14(金) ＳｔｅｉｎＰｈｉｌｈａｒｍｏｎｉｋｅｒ 19:00 ＳｔｅｉｎＰｈｉｌｈａｒｍｏｎｉｋｅｒ

第２回演奏会　チャイコフスキー/交響曲第５番　他 21:00 stein.philharmoniker@gmail.com 柿沼

22(土) 12:00 岸邉眞知子

16:00 090(8043)0986

23(日・祝) 三鷹市管弦楽団第52回定期演奏会 14:00 三鷹市管弦楽団

ドヴォルザーク　交響曲第７番　他 16:00

27(木) 早稲田大学弦楽合奏団律ゾリステン 18:30 早稲田大学弦楽合奏団律ゾリステン

第64回定期演奏会 20:30 金井

28(金) カワイ新宿地区コンクール予選会 10:00 カワイ音楽教室新宿事務所

17:00 03(3391)5875　辻谷

・◎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。

一般S席\6,000・A席\5,000

学生席\3,000

無　　　料

岸邉眞知子主催　ピアノ発表会

・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。　

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

・学生券は公演当日に学生証を拝見します。

全席指定

会員S席\5,400・A席\4,500

無　　　料

全席自由

\1,000

無　　　料

一般 \5,000

学生 \2,500

無　　　料

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

HP

http://mitaka.jpn.org/ticket/1212090/
http://www33.atpages.jp/htmc
http://kyorinkangen.web.fc2.com/
http://www.kyoko-miyazaki.com
http://www.idaki.co.jp
http://sound.jp/ritz-solisten/
http://www.mitaka-city-orchestra.com
http://steinphil.ikidane.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1212130/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

３ 柳亭市馬独演会

(土・祝)      古典落語の本格派、柳亭市馬ここにあり！ 14:00
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

21(水) 10:00 三鷹市老人クラブ連合会

16:00 0422(47)5137　髙橋

27(火) 日本舞踊　峰山流秋乃会研修会　第37回 13:00 峰山流事務所

第一部歌謡舞踊　第二部古典舞踊 16:30 042(361)1577　峰山

１(土) 瀧川鯉昇独演会

◎      聴けば必ず癖になる、どこかとぼけた円熟味。 14:00
[託]      鯉昇落語で笑顔の師走！ 開演

８(土) CINEMA SPECIAL
三回忌・高峰秀子

無　　　料

会員 \2,700

一般 \3,000

高校生以下 \1,000

12

月

11

平成24年度三鷹市老人クラブ大会（兼市老連芸能大会）

月

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

完売御礼

全席指定

催  し  物  名 入 場 方 法

無　　　料

全席指定

会員 \2,700

一般 \3,000

高校生以下 \1,000

各回　全席指定

会員 \900

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 12 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

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

チケット発売日

会員 11月 8日（木）

　『綴方教室』『馬』

９(日) ピアノ発表会 14:00 ピアノ教室ＤＵＯ

16:30 0422(34)5683　清本

13(木) シャンソンコンサート２０１２ ヤマハ吉祥寺センター

0422(21)7191　徳留

15(土) 柳家さん喬独演会

◎      せわしなき世に落語で一笑

[託] 　　 暮れを〆るは柳家さん喬

24 ピアノ発表会 19:00 星野安彦・宮下ゆかり

(月・休) 21:00

・　　　　        　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。

・チケット発売初日は窓口販売はございません。　

・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。　

※開演時間はお問い合わせください

全席自由

\1,000

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】

全席指定・各回

無　　　料

一般 \1,000

学生 \800

一般 \3,500

会員 \3,150　　　　*午前の部と午後の部は

　　　　　別の演目です

無　　　料

高校生以下 \1,000午前の部11:00・午後の部14:00開演

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

一般 11月 9日（金）

http://mitaka.jpn.org/ticket/1212150/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1212080/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1212010/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1211170/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1211030/

