
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

３ - 淑和会なかがわピアノ教室

（金・祝) - 042(387)7438  中川

４ 14:30 ユー・アーツ音楽事務所 原田

(土・祝) 17:30 music@yu-arts.com
11(土) 15:30 （株）リアルクリエート

17:30 0422(44)8511  佐野・阿比留

12(日) 14:00 むさしのフルートオーケストラ

16:00 0422(53)7917  小濱(おばま)

18(土) 14:00 コカリナチャリティーコンサート三鷹

16:00 042(360)0706  石川

19(日) 13:30 国際芸術連盟  藤村

15:30 music@jila.co.jp
25(土) 18:00 大成高等学校合唱部(大成高校)

20:00 0422(43)3196  藤巻(顧問)

26(日) 14:00 くにたちバロックアンサンブル

16:00 042(572)5641  北垣

１(土) 18:00 岸邉眞知子

21:00 verite-pf@parkcity.ne.jp
２(日) 14:00 毬蹴門会（まけるもんかい）

16:00 0422(55)3553  髙井

８(土) 14:00 ＴＣＰ事務局ＰＲ部

16:00 冨岡  newTCP@gmail.com

入 場 方 法催  し  物  名

奈切敏郎チェロスクール第２３回門下生演奏会

第20回モンジャーニ　日本、世界の名曲を楽しむ夕べ

むさしのフルートオーケストラ第１７回定期演奏会

Ｂｒｉｇｈｔ ｆｕｔｕｒｅ Ｗｉｎｄ

第19回　ピアノジョイントコンサート

チェンバー・フィルハーモニック東京　第13回演奏会

ＴＣＰのスコティッシュ＆ロンドン　　指揮：木村康人

淑和会音楽コンサート

「復活の笛コカリナ」とうたでつむぐコンサート Vol.90

ーー東日本大震災被災地支援チャリティー

無　　　料

[自]大人 \3,000

  小中学生 \1,000

月 無　　　料

全席自由

\3,000

[自]前売 \1,300

  当日 \1,500

心のふるさとを求めて　宮﨑京子と陽気な仲間達

Ｅ．グリーグ／組曲「ペール・ギュント」より　他

5

月 無　　　料

[自]前売\1,500/当日\2,000

未就学児のご入場は
ご遠慮いただいております。

6
\2,000

全席自由

\2,500

無　　　料

無　　　料

大成高等学校合唱部　第10回「春の演奏会」

くにたちバロックアンサンブル　第10回演奏会

～輝く未来の風～

　　～そのものの響きをもとめて～

第１６回　

　コンセール・ヴェリテ

全席自由

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

5 月
2013年

HP

HP

HP

HP

HP

6 月

HP 16:00 冨岡  newTCP@gmail.com

９(日) 14:00 三鷹市教育委員会　生涯学習課

16:00 中　shogai@city.mitaka.tokyo.jp
15(土) 19:00 翔の会

21:00 0422(45)3664  八幡

22(土) 17:00 上智大学混声合唱団アマデウスコール

19:00 090(1798)6173  鶴川(団長)

23(日) 13:00 ヤングピアニストを育てる会

◇ 16:30 0422(44)9395  辻井

30(日)

◎

[託]

・◎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、三鷹市公会堂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）。

  ・　　       　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で販売しております。

ＴＣＰのスコティッシュ＆ロンドン　　指揮：木村康人

第４１回市民コンサート

　　　　コンクールに上位入賞し将来を期待される若人たち

[自]当日券もあります。

ご遠慮いただいております。

無　　　料

無　　　料

無　　　料

第６回　翔の会　ＣＯＮＣＥＲＴ

上智大学混声合唱団アマデウスコール　サマーコンサート2013

・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。

15:00

17:00

沼尻竜典＆ＴＭＰ(トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ)

第64回 沼尻のプロコフィエフ、ショスタコーヴィチ

　プロコフィエフ：交響曲第１番ニ長調「古典交響曲」op.25

第８回若い芽のコンサートーーピアノその他の楽器・声楽の

一般\2,500/学生児童\1,500

[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（電話予約のみ）

＊一般(会員)券をご購入の方とご来場の三鷹市内在住・在学の小・中学生特別料金  ショスタコーヴィチ：交響曲第14番「死者の歌」

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

さんさん館（旧別館）2階の展示室兼会議室は、会議室として使用できるだけでなく、

三鷹市公会堂 展示室兼会議室1～3
展示室兼会議室(展示室としての使用）施設使用料

施設名 広さ 3日間 ５日間

展示室兼会議室1 42㎡ 9,000円 13,000円

展示室兼会議室2 41㎡ 9,000円 13,000円

各種作品展の他、学習発表の展示など

にもご利用ください！

さんさん館（旧別館）2階の展示室兼会議室は、会議室として使用できるだけでなく、

展示室としても使用可能な施設です。3つある部屋を連結してひとつの展示室としたり、

2室を展覧会会場として、1室を展覧会会期中の控室として使用することもできます。

同じフロアにはカフェレストランも併設されており、遠方からのお客様もお迎えしやすい

施設です。

展示室兼会議室3 35㎡ 8,000円 11,000円

展示室兼会議室1･2･3全室 118㎡ 23,000円 33,000円

http://mitaka.jpn.org/kokaido/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1306300/
http://www.amade.jp
http://www.concertsquare.jp/blog/2013/2013041717.html
http://homepage2.nifty.com/shige-kun/kbe/
http://jila.co.jp
http://www.k4.dion.ne.jp/~m-flute/U4.htm
http://www.kyoko-miyazaki.com/
http://www.yu-arts.com


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

２(木) 18:30 アトリエアンスロボン

20:00 0422(48)4278  屋久

３ ピアノ発表会 14:00
(金・祝) 16:00
６ 新緑民謡大会開催。民謡文化継承の為、特集として 10:20 三鷹市民謡連合会

(月・休) ４才～10才の子供達による民謡があります。御期待下さい。 17:00 0422(49)4478  戸塚

11(土) CINEMA SPECIAL
三回忌・高峰秀子

『宗方姉妹』『稲妻』

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】

12(日) 春風亭昇太独演会

18(土) 13:00 宮越美雪

16:30 0422(47)0516
19(日) Ｍｉｙｏｋｏ歌謡教室成果発表会 11:00 Ｍｉｙｏｋｏ歌謡教室

18:30 0422(31)2914  髙野

25(土) 12:00 三鷹市邦楽連盟

16:15 0422(45)3377  大浦

26(日) 10:30 日本歌謡指導連盟　西演歌教室

17:30 0422(47)8371  西

28(火) 10:30 三鷹市民踊連盟

15:00 0422(43)5985  三上

◎

5

月

アトリエアンスロボン・音楽教室発表会
無　　　料

無　　　料

ＮＰＯ法人　第１２回カラオケ生涯学習成果発表会
無　　　料

無　　　料

無　　　料

ＳＯＡＶＥピアノ&フルート発表会
無　　　料

完売御礼

全席指定

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

三鷹市邦楽連盟新緑公演
無　　　料

昼の部14:00／夜の部18:00開演

＊昼の部は完売しました。

催  し  物  名 入 場 方 法

無　　　料
第５２回春季民謡舞踊大会

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

5 月
2013年

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

6 月

15:00 0422(43)5985
29(水) 18:30 三鷹浜博也応援する会

20:30 0422(48)6550  落合

31(金) チーム・クレセント

070(6470)0384  片山

１(土) 16:30 小島宏美

20:00 0422(31)5284
７(金)～16(日) 全13公演

◎ はえぎわ『ガラパコスパコス』 

一部[託]     作・演出：ノゾエ征爾

22(土) 第13回 太宰を聴く　～太宰治朗読会～

　朗読：伊武雅刀　　ピアノ演奏：横山幸雄

[託] 　　17:00開演

　　　朗読作品「黄金風景」「律子と貞子」「眉山」

28(金)～7/7(日) 全12公演

◎ 福原充則(ピチチ５)＋三鷹市芸術文化センターｐｒｅｓｅｎｔｓ

一部[託] 太宰治作品をモチーフにした演劇　第10回

『はぐれさらばが“じゃあね”といった』 

      作・演出：福原充則

・　　　　        　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。　

全席指定

【会員】前売\3,000 / 当日\3,300

【一般】前売\3,500 / 当日\3,800

【学生】前売・当日とも\2,500

【高校生以下】前売・当日とも\1,000

《☆早期観劇割引　★平日マチネ割引》　【会員・一般】\300引き
　【学生】前売・当日とも\2,500　【高校生以下】前売・当日とも\1,000

6

月

ピアノ発表会
無　　　料

【一般】前売\3,000 / 当日\3,300

【学生】前売・当日とも\1,500

【高校生以下】前売・当日とも\1,000

【☆早期観劇割引　★平日マチネ割引】

　すべて\300引き

全席自由（日時指定）

【会員】前売\2,700 / 当日\3,000

完売御礼

チーム・クレセント公演「雛」「キップ拝見」 [自]前売 \3,800

  当日 \4,000    14:00～15:40  /  19:00～20:40

浜博也デビュー30周年記念新曲第２弾

　恋めぐりと北国の人の発表会。

全席自由

\4,800

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

・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）。

・◎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、三鷹市公会堂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。

・　　     　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/1306280/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1306220/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1306070/
http://crescent3.web.fc2.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1305120/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1305110/

