
　

　　　 

開催日 開演
終演

主催者(お問い合わせ)

１(金) 13:30 三鷹市社会福祉協議会

16:00 0422(46)1108  地域福祉係

２(土) 17:30 ＩＣＵ古楽研究会（ＥＭＳ）

20:00 090(6285)2615  倉橋

３(日)

10(日)

　ハイドン：交響曲第101番ニ長調Hob.Ｉ-101「時計」

　ベートーヴェン：交響曲第3番変ホ長調op.55「英雄」

11  ★ 15:00 合唱団スコラ・カントールム

(月・祝) 17:00 042(351)0716  野中

15(金) 12:00 聖徳学園中学・高等学校

16:00 0422(31)5121 亀田

17(日) 14:00 多摩サクソフォーンアンサンブル

15:45 080(5080)2840  葛西

19(火) 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
24(日) 10:30

20:00 090（5505)6089  高橋

１(金) 第２３回国立音楽大学ホルンアンサンブルコンサート 19:00 国立音楽大学ホルン研究室

21:00 080（6910)7048  青木

３(日) 朴 葵姫ギター・リサイタル

◎

◎

  一般 \3,500

（中学生以上の方は公演当日に学生証または年齢が確認できるものをご持参ください）

U-23(23歳以下) \1,500

15:00

17:00

\800

聖徳学園中学合唱コンクール

いだきしんコンサート　ＤｉｖｉｎｅＡｇｅｓ 全席自由

\6,000

月

2 ほのぼのネット２０周年記念講演　孤立しないつながり作り

　～遺品整理会社から見た現代社会～
無　　　料

トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ　スペシャル・コンサート

鈴木秀美を迎えて　vol.2

[指]会員 \3,500

　　　一般 \4,000

    学生 \2,000

無　　　料

海老原直美門下生によるピアノのつどい
無　　　料

合唱団スコラ・カントールム　第22回定期演奏会

14:00

16:00

[指]会員 \3,150

[指]会員 \2,500

入 場 方 法催  し  物  名

ＩＣＵ古楽研究会（ＥＭＳ）１０周年記念コンサート [自]前売 \500

　　当日 \600

ルベン・シメオ　トランペット・リサイタル  ピアノ：下山静香

　J.B.アーバン：ヴェニスの謝肉祭

　A.アルヴァレス：ディヴァージョンズ（日本初演）ほか

三鷹市内在住または在学の小・中学生 \1,000

全席自由

\2,000

全席自由

非公開　保護者のみ

大和田雅洋先生　中央大学吹奏楽部サクソフォーンパート

3

トレーナー就任１５周年記念演奏会　「大和田祭」

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 ℡0422-47-91003 月

2013年
2 月

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

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

３(日) 朴 葵姫ギター・リサイタル

◎   タレガ：アルハンブラの思い出

[託] 　アルベニス：カタルーニャ奇想曲 ほか

６(水) 横山幸雄ピアノ・リサイタル・シリーズ　Voyage　第5回

◎  ラフマニノフ没後70年記念

［託］

７(木) 19:00 アミティエＬＬＰ

21:00 070(6559)3151  鈴木

10(日) 14:30 宮地楽器　ＭＵＳＩＣ　ＪＯＹ　新宿

16:00 03(3348)1122  荻野

15(金) 19:15 コンサートイマジン

★ 21:10 03(3235)7772  いたはし

16(土) 18:30 桒田晃と２１人の門下生実行委員会

21:00 090(6187)9336  芳賀

17(日) 14:00 宮地楽器小金井店

16:20 042(385)5585  山本

22(金) 18:30 明星学園高校音楽科

21:10 0422(48)6221  間宮

24(日)

◎

[託]

27(水) 18:00 明星学園中学校・高等学校

20:00 0422(43)2196  小畑

29(金) 19:00 Ｐｈｌｏｘ (フロックス) 

フルートアンサンブルコンサート～大友太郎氏を迎えて～ 20:30 natsumiyaji@gmail.com 宮地

30（土) 18:00 パラディーゾ・ディ・マンドリーノ

20:00 080(3424)2067　桐生

Ｐｈｌｏｘ（フロックス） [自]一般 \3,000

学生 \2,000

パラディーゾ・ディ・マンドリーノ第７回定期演奏会
無　　　料

14:00

桒田晃と２１人の門下生によるトロンボーンアンサンブル 全席自由

\1,500

21:15

16:00

～チェロが歌い、ピアノがきらめく魅惑の世界へ～

ショパンとドビュッシー、ラフマニノフのチェロ・ソナタ

16:00

全席指定

会員 \450

一般(４歳以上) \500

定期演奏会
無　　　料

[指]会員 \2,500月

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

一般　\4,500

会員 \4,050

全席指定

学生 \2,300

佐藤美佳～みかさんと仲間たちの室内楽シリーズⅢ～

西江辰郎＆アンダローロ　デュオ・リサイタル２０１３

明星学園高校音楽部　第34回定期演奏会

（中学生以上の方は公演当日に学生証または年齢が確認できるものをご持参ください）

みたかジュニア・オーケストラ（MJO)第11回スプリング・コンサート

モーツァルト：ディヴェルティメントK.137（弦楽器によるアンサンブル）

ヨハン・シュトラウス二世：オペレッタ『こうもり』序曲（管・打楽器によるアンサンブル）

ベートーヴェン：交響曲第3番「英雄」より第1楽章

14:00

19:15

一般 \3,000

U-23(23歳以下) \1,500

　アニメソング　ティオの夜の旅　他
無　　　料

第４７回明星学園中学校・高等学校アンサンブル部

[自]一般 \4,000

ヴァイオリンとピアノ　世界初演曲も予定 ペア券 \6,000

宮地楽器音楽教室　第９回アンサンブルの集い
無　　　料

レスピーギ／リュートのための古風な舞曲とアリア他

春風に舞う　ウィーンの調べ

[自]一般 \4,000/学生\2,000

小学生以下\1,000

弦楽アンサンブル発表会
無　　　料

HP

HP

HP

HP

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

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

・◎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。

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

・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。

・　　　　         　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）。

HP

http://paraman.web.fc2.com/
http://www.myojogakuen.ed.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1303240/
http://www.myojogakuen.ed.jp/high_school/
http://www.miyajimusic.com/
http://homepage3.nifty.com/nishie-tatsuo/
http://www.miyajimusic.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1303060/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1303030/
http://music.geocities.jp/kunitachi_horn/
http://www.idaki.co.jp/
http://www.shotoku.ed.jp/
http://www004.upp.so-net.ne.jp/h-nonaka/schola/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1302100/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1302030/
http://icuems.info/
http://www.mitakashakyo.or.jp/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

２(土) 11:00 三鷹市企画部企画経営課

15:45 0422(45)1151(内線2115)  三木

２(土) 19:00 アンサンブル・リチェルカーレ

21:00 090(4069)6538  松岡

９(土) 14:00 三鷹市生活環境部コミュニティ文化課

～20世紀文学としての夏目漱石～ 16:00 0422(45)1151内線2517  花岡

10(日) 14:30 小林音楽教室

16:30 0422(40)7710  小林

11 12:30 東京女子大学長唄研究会

(月・祝) 16:00 090(2930)0030　大窪

16(土) CINEMA SPECIAL

三回忌・高峰秀子

『カルメン故郷に帰る』『カルメン純情す』

17(日） 14:00 小川道子

16:00 070(5557)1549

23(土) 立川志らく独演会

[託] 昼の部14:00/夜の部18:00開演

昼の部と夜の部は別の演目です。

２４(日） 17:00 スタジオアムリタ

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

◎

東京女子大学長唄研究会　第２６回定期演奏会
無　　　料

朗読公演「道を探して」第４回　　吉野せい作品集

『洟をたらした神』から３篇を歌を織りまぜてお届けします。
無　　　料

奥泉光さん　文学講演会
無　　　料

第２２回　小林音楽教室　エレクトーン発表会
無　　　料

ワールドダンスフェスティバル２０１３～鏡～ [自]前売 \2,000

全席指定・各回

全席自由

催  し  物  名 入 場 方 法

2

月

男女平等参画のためのみたか市民フォーラム

松井久子さん講演会・映画「レオニー」上映

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】

アンサンブル・リチェルカーレ第５回定期演奏会

～木管五重奏で奏でる名曲～ \500

無　　　料

完売御礼

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 ℡0422-47-91003 月

2013年

2 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

HP

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター
0422(47)5122

２４(日） 17:00 スタジオアムリタ

21:00 0422(23)6611

９(土) 柳家喬太郎　みたか勉強会

◎ あ

[託] 昼の部14:00/夜の部18:00開演

16(土) CINEMA SPECIAL

三回忌・高峰秀子

『妻の心』『名もなく貧しく美しく』

17(日) 柳家権太楼独演会

　　　14：00開演

23(土) 13:30 いきいきコーラス

　２０１３年　春のコンサート 15:48 090(5801)7082　松原

27(水) 舞台芸術の学校（Ｐ．Ａ．Ｉ．）　

卒業公演「みつめていたい」 03(3385)2066　山内

28(木) 15:00 レッツ・ゴー・イングリッシュクラブ

  春の子ども英語ミュージカル 18:00 0422(51)4103　小西

29(金) Ｐｌａｉｓｉｒ ｄｕ ｂａｌｌｅｔ 第２回おさらい会 17:00 Ｐｌａｉｓｉｒ ｄｕ ｂａｌｌｅｔ

19:00 090(3802)5324 柘植

31(日) 第３回　キラキラバイオリンコンサート 10:00 キラキラバイオリン教室

11:30 0422(76)1996　シモバ

・　　　　        　帯は財団主催事業です。  

・[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。

舞台芸術の学校（Ｐ．Ａ．Ｉ．）２０１２年度 全席自由

無　　　料

無　　　料

会員 \2,250

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

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

　　三鷹市　いきいきコーラス　
無　　　料

完売御礼

一般 \2,500昼の部と夜の部が同じ演目になるか、別の演目になるかは未定です。

\2,500
未定

レッツ・ゴー・イングリッシュクラブ　
無　　　料

全席指定・各回

ワールドダンスフェスティバル２０１３～鏡～

スタジオアムリタ発表会　（ベリーダンス・バリ舞踊他）

[自]前売 \2,000

当日 \2,500

3

月

HP

HP

チケット発売日

一般 2月 3日（日）

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター

0422(47)5122HP

チケット発売日

会員 2月14日（木）

一般 2月15日（金）

HP

HP

・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。　HP

http://mitaka.jpn.org/ticket/1303090/
http://studioamrita.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1302230/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1302160/
http://www.melody1.jp
http://ricercare2008.com/
http://kikh.com/pai
http://mitaka.jpn.org/ticket/1303170/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1303160/

