
　

　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

2(火) 全館貸切 三鷹アーティスツネットワーク夢（MANY）

～7(日) 0422(47)5241  ぎゃらりー由芽

9(火) 第1・2展示室 むさしのユトリロ写生会

～ 0422(43)7288  片岡

14(日) 第3展示室 若葉フォトクラブ

0422(21)8666  高橋

23(火) 第1・2展示室 桃林会

～ 0422(46)4951  藤井

28(日) 第3展示室 七墨会

042(347)8567  小川

30(火) 第1展示室 JRP武蔵野三鷹支部

～ 0422(48)0161  中村

8/4(日) 第2展示室 むさしのこども絵の会

0422(41)6048  木ノ内

第3展示室 油彩グループ ジュディ

0422(47)1128  瀬能

月

7

むさしのこども絵の会 第13回OB展
無　　料

観覧時間：10:00～19:00（初日は13:00から、 終日は17:00まで）

第8回 若葉フォトクラブ写真展
無　　料

観覧時間：11:00～18:00（初日は13:00から、 終日は16:00まで）

第23回　桃林会墨彩画展
無　　料

観覧時間：10:00～18:00（初日は13:00から、 終日は15:00まで）

油彩グループ ジュディ 第19回展
無　　料

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

第3回 七墨会水墨画展
無　　料

観覧時間：10:30～18:00（初日は14:00から、 終日は16:00まで）

JRP武蔵野三鷹支部写真展
無　　料

観覧時間：10:00～19:00（初日は15:00から、 終日は17:00まで）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

三鷹アーティスツネットワーク展Ⅳ
無　　料

観覧時間：10:00～19:00（初日は12:00から、 終日は16:00まで）

むさしのユトリロ写生会展
無　　料

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

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

7 月2013年 6 月

企 画 展 の ご 案 内

HP

　
　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

6 21(金) 第４展示室 東京学生書道連盟

月 ～23(日) 高田 shorenten59th@hotmail.co.jp
無　　料

第５９回　書連展

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

観覧時間：10:00～17:00（初日は12:00から、 終日は14:00まで）

三鷹市芸術文化センター美術展示室 【催し物ご案内】
〒181-0012 三鷹市上連雀6-12-14  ℡0422-47-9100

2013年
7 月6 月

６月２３日（日）まで

【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

【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

インド美術のなかで主要な位置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ています。

小さな画面にきらびやかな世界を繰り広げるインドミニアチュールと、世界を魅了したインド染織を配した展示

空間はまさに必見です。多彩な技術を目の当たりにして、思わず時間を忘れて見入ってしまうことでしょう！

《神々を礼拝する王》 マルワール（ジョダプール）派

1830年頃 33.3×22.8cm
展示風景

月 ～23(日) 高田 shorenten59th@hotmail.co.jp

７ 24(水) 第２展示室 東京特殊教育研究所自閉症・発達障害教室

月 ～28(日) 石田 akatuki1102@gmail.com

・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。　

観覧時間：10:00～17:00（初日は12:00から、 終日は14:00まで）

観覧時間：11:00～20:00（初日は17:00から、 終日は20:00まで）
無　　料

東京特殊教育研究所青年教室ＴＯＲＯ書法展

HP

http://mitaka.jpn.org/ticket/130413g/
http://many08.com/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

２(日) 14:00 寒水ダンシングファクトリー

合同発表会 18:00 090(1808)1579  寒水

８(土) 12:30 三鷹市老人クラブ連合会

16:00 0422(47)5137  高橋

９(日) 14:00 ニ地区バンド

15:30 090(4966)7927　伊藤

16(日) 14:00 三鷹市吹奏楽団事務局

16:00 090(3593)6014  大野

23(日) 東西狂言の会

　解説 野村萬斎

[託]

29(土) 14:00 みたか環境活動推進会議・三鷹市

16:00 0422(45)1151内線2525

7（日） 15：00 モズライト・テャリティ－基金

18：30 0422（54）7680　遊佐

15

(月・祝)

20（土） 16：30 Ｚｅｎ－Ａ（ゼンエイ）

催  し  物  名 入 場 方 法

6

月

寒水ダンシングファクトリーとブランニューダンスマーケット
無　　　料

三鷹市老人クラブ連合会　カラオケ大会
無　　　料

全席自由

\1,000

全席指定　

月 三鷹市公会堂　リニューアル記念　見学ツアー

無　　　料

モズライト　”七夕スペシャル”

チャリティー・ライヴコンサート　９ｔｈ　インサマー　２０１３

第１回　八田莉乃音楽教室　ピアノ発表会

　　ご案内：三鷹市公会堂職員、舞台スタッフ

  午前の部10:00～／午後の部14:00～

　　（所要約１時間半） *午前と午後は同じ内容です。

要予約　定員：各回20名

申込開始日：6/16(日)

無　　　　料

ニ地区バンド　第27回定期演奏会

14:00

16:00
　「入間川」茂山千五郎　　「鎌腹」野村萬斎

　「孫聟」野村万作

７

無　　　料

中学生以下無料

全席自由　　一般 \500三鷹市吹奏楽団第32回定期演奏会

完売御礼

ブレーメンの音楽会　エコミュージカルコンサート

　～おもちゃのガラクータン～　ほか環境標語表彰式

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

2013年 7 月

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター
0422(47)5122

6 月

HP

HP

HP

三鷹市公会堂事務所
0422(45)1151

内線2555

20（土） 16：30 Ｚｅｎ－Ａ（ゼンエイ）

18：30 03（3538）2300　馬越

25（木） 18：00 ヤングアメリカンズ事務局

20：00 03（5251）5886

28（日） 東京大学歌劇団 15：00 東京大学歌劇団

第３９回公演《イル・トロヴァト－レ》 18：00 080（6784）1721　黒羽

・◎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。　

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

◇休館日のご案内◇

１幕：全席指定　\1,000

無　　　料

全席指定　

\1,500

・　　　　         　帯は財団主催事業です。 ・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）。

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

第１回　八田莉乃音楽教室　ピアノ発表会

ヤングアメリカンズ　ジャパンツアー２０１３夏

ｉｎ三鷹 第２幕は自由席となります。

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ

●6/25（火）～29（土）は臨時休館いたします。

HP

HP

HP

HP

三鷹市公会堂 リニューアル記念 見学ツアー

7月15日（月･祝）午前の部10:00- / 午後の部14:00-
（所要約1時間半）＊午前と午後は同じ内容です。

申込開始日：6月16日（日） 参加費無料 定員：各回20名

＊要予約 Tel.0422-45-1151 内線2555（三鷹市公会堂）

ご案内：三鷹市公会堂職員、舞台スタッフ

客席や内装がすっかり新しくなった光のホールや、建て替えら

れて防音性能のある会議室や展示室利用も可能なスペースな

どができ、機能的な施設に生まれ変わったさんさん館（旧別館）

をご覧ください。また、普段は見ることができないピンスポットルー

ムや音響調整室など、舞台裏までご案内します。

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

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193号　2013年5月31日発行

１）この催し物案内は、２０１３年５月２２日（水）現在でとりまとめたものです。

http://mitaka.jpn.org/ticket/1307150/
http://utoperatheater.web.fc2.com
http://jibunmirai.com/ya/2013sm/
http://www.zen-a.co.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1307150/
http://www.mosrite.co.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1306230/

