
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

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

16(日) 14:00 ＩＣＥ

16:00 070(6456)8261  鵜飼

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]

７(日)

◎

全席自由

ＩＣＵ　ＣＬＡＳＳＩＣ　ＥＮＳＥＭＢＬＥ　第十回　演奏会

第６回　翔の会　ＣＯＮＣＥＲＴ

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

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」

第１６回　

　コンセール・ヴェリテ

入 場 方 法催  し  物  名

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

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。

無　　　料
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

無　　　料

無　　　料

無　　　料

７ 15:00
横山幸雄ピアノ・リサイタル・シリーズＶｏｙａｇｅ

第６回　ラフマニノフ没後７０年記念

[指]会員 \3,600

　　一般 \4,000

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

7 月
2013年

6 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

三鷹市芸術文化センター

HP

◎

[託]

13(土) 18:00
20:00 mercredi_phil2306@hotmail.co.jp

14(日)

◎

[託]

20(土)

◎

[託]

26(金) 18:30 グループブリランテ

21:00 0422(42)9554  村井

27(土) 13:00 オガワムジークシューレ 小川

21:00 ogawamusikschule@icloud.com
28(日) 13:00 カンツォーネ　サークルいっち

16:30 090(8435)8676  坂爪

31(水) 19:00 いだきしんコンサートチケットセンター

21:00 03(3560)1485

・◎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）。

メルクルディ・フィルハーモニー管弦楽団　第３回定期演奏会

  ・　　       　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。

無　　　料
メルクルディ・フィルハーモニー事務局 浅沼

ブリランテ・コンサート

　～Ｄｕｏの魅力～

ミロシュ ギター・リサイタル

*未就学児は入場できません。

無　　　料

・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。

７

月 17:00

第６回　ラフマニノフ没後７０年記念

ロシアのロマンティシズムを巡って

ースクリャービン、チャイコフスキー、ラフマニノフ

武満 徹 ソングブック・コンサート

　　一般 \4,000

　　学生 \2,000

*未就学児は入場できません。

第５２回　ピアノ発表会「サマー・コンサート」
無　　　料

第４回

坂爪いちおカンツォーネ教室　発表会
無　　　料

いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ　Ａｇｅｓ

ピアノＩｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ

全席自由

\6,000

14:00

16:00

17:00

19:00

全席指定

全席指定

《会員》S席\4,050/A席\3,150

《一般》S席\4,500/A席\3,500

《U-23席(23歳以下)》\2,300

会員 \3,600

一般 \4,000

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

HP

HP

HP

HP

HP

三鷹市公会堂 展示室兼会議室 1～3

J.S.バッハ：リュート組曲 パルティータ ハ短調 BWV997

ベラスケス(アサド編)：ベサメ・ムーチョ

バリオス：森に夢見る ほか

曲目：めぐり逢い、うたうだけ、明日ハ晴レカナ、曇リカナ ほか

歌：アン・サリー、沢 知恵、おおたか静流、おおはた雄一、松平 敬、

松田美緒、tamamix 演奏：ショーロクラブ

三鷹市公会堂 展示室兼会議室 1～3

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

http://mitaka.jpn.org/kokaido/exhibit.php
http://www.idaki.co.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1307200/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1307140/
http://mercrediphil.jimdo.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1307070/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1306300/
http://www.amade.jp
http://orchestra.musicinfo.co.jp/~ice
http://www.concertsquare.jp/blog/2013/2013041717.html


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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』 

    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

13(土)

[託]

【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

催  し  物  名 入 場 方 法

全席自由（日時指定）

【会員】前売\2,700 / 当日\3,000

【学生】前売・当日とも\1,500

７

【学生】前売・当日とも\2,500

6

月

《☆早期観劇割引　★平日マチネ割引》　【会員・一般】\300引き

完売御礼

月
完売御礼

桃月庵白酒　三遊亭兼好　二人会

　14：00開演

【高校生以下】前売・当日とも\1,000

◎

　【学生】前売・当日とも\2,500　【高校生以下】前売・当日とも\1,000

全席指定

【会員】前売\3,000 / 当日\3,300

【一般】前売\3,500 / 当日\3,800

ピアノ発表会
無　　　料

【一般】前売\3,000 / 当日\3,300

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

7 月
2013年

6 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[託]

14(日)

25(木) 10:30 宮地楽器音楽教室管理課

19:30 042(383)5551  岩田

27(土) 立川志らく独演会

◎ 　昼の部14：00／夜の部18：00開演

[託] 　　＊昼の部と夜の部は別の演目です

・　　　　        　帯は財団主催事業です。 

 ・[指]は全席指定、[自]は全席自由です。

・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）。

・◎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。　

◎

完売御礼
　14：00開演

全席指定

会員 \2,700

一般 \3,000

高校生以下 \1,000

ぼくも、わたしも、寄席で大笑い!! 親子寄席その14

「柳家喬太郎さんの落語で、大笑いするのだ！」

●未就学児の回　11：00開演（約１時間） 会員\900/一般\1,000/小・中学生\500/未就学児無料(0歳児からOK！)

●小学生以上の回　14：00開演（約２時間） ＊未就学児入場不可　会員\1,800/一般\2,000/小・中学生\1,000

第44回宮地楽器発表会
無　　　料

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

HP

HP

HP

14:00の回のみ託児サービスアリ

昼の部完売

夜の部発売中!!

三鷹市公会堂 光のホール

＜単位：円＞

午　前 午　後 夜　間 全　日
9時〜12時 13時〜17時 18時〜22時 9時〜22時

平　日 23,000 39,000 49,000 95,000
土･日･祝日 28,000 47,000 59,000 115,000

＊上記料金で楽屋を4室（それぞれ定員10名程度）使用できます。楽屋が不足する場合は第7･8会議室をご利用ください（有料）。

＊上記料金で舞台･照明･音響のスタッフ各1名がつきます。3名を超えるスタッフが必要な場合は､別途増員料金がかかります。

区　分 定員(席)

719席
(車いす席6席を含む)

光のホール 施設使用料

第7･8会議室 施設使用料
三鷹市公会堂 光のホールは、コンサート・演劇・ダンス

やバレエなどの舞台公演から、式典・集会まで幅広い

催し物にご利用いただけます。リニューアルした光の

ホールで盛大なイベントをおこなってみませんか。

＜単位：円＞

定員 広さ 午　前 午　後 夜　間
(人) m2 9時〜12時 13時〜17時 18時〜22時

第７会議室 12 35 1,000 1,500 1,700 3,800
第８会議室 16 44 1,300 1,800 2,200 4,800

会議室名＼区分 全　日

第7･8会議室 施設使用料

http://mitaka.jpn.org/ticket/1307270/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1307270/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1307141/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1307130/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1306280/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1306220/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1306070/

