
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

  タレガ：アルハンブラの思い出

　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

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

19(火) 19:00 株式会社ＪＣＮ武蔵野三鷹

21:00 0120(508)451  ｶｼﾞｭｱﾙｸﾗｼｯｸｺﾝｻｰﾄ係

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

31(日) 16:00 オフィス・ミラベル

★ 19:00 042(722)6740  兼古

２(火) 12:00 ＰＩＡＲＡピアノコンクール事務局

17:30 0538(66)6007

３(水) 18:30 都立西高等学校管弦楽部

20:30 0422(76)2728  田邉

７(日) 沼尻竜典＆ＴＭＰ 第63回定期演奏会

◎ 沼尻竜典のモーツァルトピアノ協奏曲全曲シリーズ　第11弾

[託] 　モーツァルト：ピアノ協奏曲第24番ハ短調他

13(土) 14:00 アンサンブル横河

16:00 090(5497)0526  大原

20(土) 14:00 小さな小さな音楽会事務局

★ 16:00 03(3382)3358  市橋

21(日) 12:15 やすもちのりこ

20:00 042(486)9155

25(木) 19:00 新演奏家協会

★ 20:50 03(3561)5012

27(土) 18:00 メゾフォルテ吹奏楽団　佐藤

20:00 postmaster@mfwo.carrotorange.net

28(日) 13:00 諸隈まり

チェロ＆ピアノ　スプリングコンサート 15:00 marimarikumakuma@docomo.ne.jp

・◎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。

15:00

17:00

[指]会員 \3,500

　　一般 \4,000

学生 \2,000

    三鷹市内在住または在学の小・中学生 \1,000

無　　　料

山田健史＆諸隈まり 全席自由

\3,000

メゾフォルテ吹奏楽団　第７回定期演奏会

◎

◎

14:00

19:15

一般 \3,000

U-23(23歳以下) \1,500

全席指定
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無　　　料

　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

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

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

会員 \450

一般(４歳以上) \500

ＪＣＮ武蔵野三鷹　×　ＮＨＫ　Ｐｒｅｓｅｎｔｓ

3

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）

[指]会員 \2,500

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

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

　Ｊ・Ｓ・バッハ　パルティータ　全６曲　演奏会 当日\3,000  学生\1,000

第１７回ＰＩＡＲＡピアノコンクール　西関東地区大会
無　　　料

入 場 方 法催  し  物  名

・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）。

全席自由

一般　\4,500

会員 \4,050

\800

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

21:15

16:00

～チェロが歌い、ピアノがきらめく魅惑の世界へ～ 学生 \2,300

ヴァイオリンとピアノ　世界初演曲も予定 ペア券 \6,000

都立西高等学校管弦楽部第３２回定期演奏会
無　　　料

アンサンブル横河第１５回演奏会

ドヴォルザーク：弦楽のためのセレナーデ、シベリウス：交響曲第２番　他

無　　　料

要チケット

第37回　小さな小さな音楽会

桐友会ピアノ発表会
無　　　料

大澤悠子ピアノリサイタル　～ドビュッシー　前奏曲集～ [自]一般 \3,000

  学生 \1,500

紡ぐ　オーケストラの絆

[指]Ａ席 \3,000

Ｂ席 \2,000 / Ｃ席 \1,000

カジュアルクラシックコンサート

全席指定　　無料

事前応募によるご招待の方のみ

兼古隆貴ピアノリサイタル　 [自]前売 \2,500

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

定期演奏会
無　　　料

14:00

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

三鷹市芸術文化センター 風のホール 【催し物ご案内】 
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http://www.mari-music2009.com
http://mfwo.carrotorange.net
http://www.shin-en.jp
http://www2s.biglobe.ne.jp/~chiisana/
http://orchestra.musicinfo.co.jp/~yokogawa/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1304070/
http://www.toyo-piano.co.jp/piara-g-c/
http://takakikaneko.com/home.html
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/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

９(土) 柳家喬太郎　みたか勉強会

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) 14:00 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

４(木) 13:30 Ｄａｖｉｓ

18:00 0422(48)8013  伊達

５(金) 19:00 新井幸子モダンバレエ教室

20:15 0422(47)7994  戸塚

６(土) 13:30 ハーフノート　戸田

14:15 todam@w9.dion.ne.jp

７(日) 平成２５年度 19:00 小堀ヴァイオリン教室

ヴァイオリン発表会 21:00 0422(43)0978  井上

10(水) 13:30 ソレイユ

16:30 042(536)5002  吉木

13(土) CINEMA SPECIAL

三回忌・高峰秀子

『あらくれ』『女の座』

14(日) 柳亭市馬　独演会

14:00開演

20(土)～29(月・祝）　全10公演

水素７４％　　作・演出：田川啓介

『半透明のオアシス』

・　　　　        　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。

・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。　

全席自由（日時指定・整理番号付き）

【会員】 前売\2,200・当日\2,500

【一般】 前売\2,500・当日\2,800

シニア及びユース

【会員】 前売\1,700・当日\2,000

【一般】 前売\2,000・当日\2,300

高校生以下　\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

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

完売御礼

無　　　料

新井幸子モダンバレエ三鷹台教室

第１２回ミニミニコンサート
無　　　料

春に！親子でお出かけしよう！

「おんがくあそびコンサート」

全席自由　無料

事前申し込み&当日整理券

無　　　料

伊達佑介“うたのスクール”音楽会　２０１３

～Ｓｕｎｄａｙ à ｌａ ｃａｒｔｅ ２０１３～

ソレイユ　　第１８回シャンソン発表会
無　　　料

◎

舞台芸術の学校（Ｐ．Ａ．Ｉ．）２０１２年度 全席自由

4

完売御礼

\2,500
未定

レッツ・ゴー・イングリッシュクラブ　
無　　　料

無　　　料

無　　　料

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

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

3

　　三鷹市　いきいきコーラス　
無　　　料

完売御礼

夜の部発売中！昼の部完売

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。

催  し  物  名 入 場 方 法

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  3  
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会員  3月14日（木） 

一般  3月15日（金） 
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三鷹市芸術文化センター 

 

チケットカウンター 
 

0422(47)5122 
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チケット発売日 

会員  3月8日（金） 

一般  3月9日（土） 
【☆早期観劇割引★平日マチネ割引】 

【会員】前売¥1,700・当日¥2,000 

【一般】前売¥2,000・当日¥2,300 

シニア及びユース 

【会員】前売¥1,200・当日¥1,500 

【一般】前売¥1,500・当日¥1,800 

高校生以下 ¥500 

http://mitaka.jpn.org/ticket/1303090/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1304200/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1304140/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1304131/
http://kikh.com/pai
http://mitaka.jpn.org/ticket/1303170/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1303160/

