
　

　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

2/28(木) 全館貸切 櫻井信夫写真教室

～３(日) 090(7942)6934  櫻井

5(火) 第1展示室

～

10(日) 0422(48)5665  鬼頭

第2展示室

0422(33)6223  酒井

第3展示室 井の頭シャッタークラブ

0422(46)1086  畑

12(火) 第1展示室

～ 042(346)0220  伊藤

17(日) 第3展示室 彩友会

0422(49)5791  森

20(水・祝) 第1展示室

～24(日) 0422(37)1911   矢島

19(火) 第2展示室 皐月会

～ 0422(49)3704  坪井

24(日) 第3展示室 金曜会

0422(46)6205  岡田

・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。　

・　　         　印の催し物は、http://mitaka.jpn.org/calender/user/よりＨＰがご覧いただけます。　

　
　　　 

第18回 金曜会絵画展
無　　料

観覧時間：10:00～18:00（初日は13:00から、最終日は17:00まで）

観覧時間：10:00～19:00（初日は13:00から、最終日は16:00まで）

第7回 彩友会油絵展
無　　料

観覧時間：10:00～18:00（初日は12:00から、最終日は15:00まで）

第23回 瑶光会展 ―金属とエマイユの詩
うた

― （矢島瓔子とそのグループ） 無　　料
観覧時間：11:00～18:00（最終日は17:00まで）

いなだ牧子自選展 ～30年の歩み～
無　　料

観覧時間：11:00～18:00（初日は13:00から、最終日は17:00まで）

第19回 皐月会展
無　　料

観覧時間：10:00～18:00（初日は14:00から、最終日は17:00まで）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

櫻井信夫写真教室作品展「視点ⅩⅢ」
無　　料

観覧時間：10:00～18:00（最終日は16:00まで）

― 二科と渉んだ35年 ― 鬼頭恭子展

無　　料観覧時間：10:00～20:00（ご入館は19:30まで）

（初日は14:00から、最終日は17:00まで）

一目見たい地球のパノラマ
無　　料

観覧時間：10:30～18:00（初日は15:00から、最終日は15:00まで）

井の頭シャッタークラブ 第18回写真展
無　　料

三鷹市美術ギャラリー 展示室 【催し物ご案内】 

〒181-0013 三鷹市下連雀３－３５－１  

℡0422-79-0033 
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次 回 企 画 展 の ご 案 内 

【会  場】三鷹市美術ギャラリー 

【開館時間】午前10時～午後8時(ご入館は午後7時30分まで) 

【休 館 日】月曜日（4/29、5/6は開館）、4/30（火）、5/7（火） 

【観 覧 料】一般600円 ／ 65歳以上、学生(高･大)300円 

      中学生以下・障害者手帳をお持ちの方は無料 

【問い合わせ先】0422(79)0033 

《パンチャム・ラーギニー》 ダティア派  

1750年頃 22.9×17.5cm 

インド美術のなかで主要な役割を占めるミニアチュール絵画（細

密画）と染織。本展覧会では、日本画家畠中光享氏が約40年に

わたり収集してきたコレクションの中から厳選してご紹介します。 

●畠中光享氏によるギャラリートーク 
日時：4月13日（土）14:00～、6月2日（日）10:30～ 

会場：三鷹市美術ギャラリー展示室  参加費：無料 ※別途観覧料が必要 

●講演会「インド美術の魅力」  三鷹ネットワーク大学共催 

講師：畠中光享氏（日本画家、インド美術研究者） 

日時：6月2日（日）14:00～15:30 

会場：三鷹ネットワーク大学（三鷹市下連雀3-24-3三鷹駅前協同ビル3階） 

定員：70人  参加費：無料  ※要電話予約（先着順）0422-79-0033 

関連プログラム 

2013  

http://mitaka.jpn.org/ticket/130413g/
http://homepage3.nifty.com/sakura-1532/


開催日
開演
終演

主催者(お問い合わせ)

３(日) 第17回福祉映画会　「アントキノイノチ」上映会 [自]一般\1,200･社協会員\1,000･小人\500 三鷹市社会福祉協議会

　11:00～13:10／14:30～16:40 親子ペア\1,500･社協会員親子ペア\1,300・障がいのある方\800 0422(76)1271  菅谷

10(日) 第103回親子音楽会 13:30 三鷹市教育委員会生涯学習課

　出演：三鷹市管弦楽団 ほか 15:30 0422(45)1151内線3316

17(日) 14:00 コンチェルト･ダモーレ

　第９回定期演奏会 16:00 042(511)7194  中村

20(水･祝) 大成高等学校吹奏楽部 17:30 吹奏楽部顧問

　第３回定期演奏会 19:30 0422(43)3196  大高

23(土) 17:00 明星学園高等学校

19:00 0422(48)6221  奥西・松本

24(日) 聖徳学園中学高等学校管弦楽部 14:00 聖徳学園中学高等学校

　第20回定期演奏会 17:00 0422(31)5121  関戸･宮内

31(日) 三鷹市公会堂リニューアルオープン記念

柳家小三治一門会

[託］ 　出演:柳家小三治､柳家三之助､柳亭こみち､柳家そのじ

２（火） 三鷹市民　交通安全のつどい 14:00 三鷹市都市整備部道路交通課都市交通係

16:00 0422(45)1151内線2883

７(日) 14:00 コールたぬき連絡事務所

16:00 03(3334)1888 松林

13(土)

◎

[託]

21（日） 11:00 三鷹現代日本舞踊連盟

16:00 0422(44)4511　林

24(水) 五月みどり　冠二郎歌謡ショー 18:15 （株）エムアイ企画

◆ 20:45 03(6383)4451

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

３(日)・５(火)～８(金)　　平和カレンダー展 展示室全室 三鷹市企画部企画経営課

　※４(月)は休館日です。 観覧時間：10:00～17:00 0422(45)1151内線2115 三木

20（水･祝) 展示室全室

～24(日) 観覧時間：10:00～17:00 無　　料 03(3346)7330  細金

4 16（火） スポーツ祭東京2013 ポスター等デザイン巡回展 展示室１ 三鷹市教育委員会教育部国体推進室

～19（金） 観覧時間：10:00～17:00 0422(45)1151内線3342

・　　        印の催し物は、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。　

公益財団法人三鷹市芸術文化振興財団が管理する施設共通の休館日です。
ただし、美術ギャラリーには臨時休館日がありますので、ご注意ください。

該当施設 ①三鷹市芸術文化センター  ②三鷹市美術ギャラリー  ③三鷹市公会堂  

④三鷹市山本有三記念館　⑤みたか井心亭　⑥太宰治文学サロン

公益財団法人三鷹市芸術文化振興財団http://mitaka.jpn.org

無　　料

２）催し物の内容、期間、時間、入場方法等は変更になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

３）催し物の詳細は、各主催者まで直接お問い合わせください。

４）関係者のみ入場の催し物や、リハーサル等は掲載しておりません。 第190号　2013年 3月 1日発行

１）この催し物案内は、２０１３年２月１７日(日)現在でとりまとめたものです。

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

3 無　　料

新築そっくりさんリフォーム体験博 住友不動産(株)新築そっくりさん東京西事業所

無　　料

渋さ知らズ大オーケストラ
17:00

[指]会員 \3,600

三鷹市公会堂新装開店１？大感謝祭

明星学園高等学校和太鼓部
無　　  料

  第８回定期演奏会

無　　  料

4 無　　料

3

無　　  料

コンチェルト・ダモーレ　佐川聖二クラリネット・オーケストラ [自]前売 \2,000

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

中学・高校生 \3,000

  一般 \4,000

永六輔＆いずみたく「日本のうた」、組曲「土の歌」他

この日あなたとコールたぬき　男声クヮルテットの魅力

三鷹現代日本舞踊２５周年記念発表会
無　　料

全席指定

SS席 \4,800

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

・[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、三鷹市公会堂で販売しております。

　　当日 \2,500

14:00

完売御礼

16:00

20:00
小学生 \2,000

無　　  料

催  し  物  名 入 場 方 法

三鷹市公会堂  光のホール 【催し物ご案内】 

〒181-8555 三鷹市野崎１－１－１ 

 ℡0422-45-1151 内線2555 

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 

2013  

 3  

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ 
3/26（火）、3/27（水）、4/2(火)、 

4/9(火)～12(金)は臨時休館いたします。 

 

三鷹市山本有三記念館からのお知らせ 
2/26(火)～3/1(金)は臨時休館いたします。 

展示室兼会議室【催し物ご案内】 

HP 

HP 

HP 

三鷹市公会堂 3月3日(日)リニューアルオープン！ 

HP 

 4  

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 

http://mitaka.jpn.org/
http://www.sokkuri3.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1304130/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1303310/
http://www.taisei.ed.jp
http://cda.jp.org
http://www.mitakavc.net

