
　

　　　 

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

６(火) 第3展示室

～

11(日) 080(6546)9947  田中

20(火) 全館貸切 武蔵野美術大学日本画学科研究室

『森・地下・表面 ― 田中真由美展』

無　　料　　　　「ここ」にはない森の風景による「世界」の考察

観覧時間：13:00～20:00（ご入館は19:30まで）（初日は15:00から、最終日は17:00まで）

武蔵野美術大学 日本画修士課程展

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、最終日は17:00まで）

むさしのこども絵の会 第13回OB展
無　　料

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

油彩グループ ジュディ 第19回展
無　　料

月 観覧時間：10:00～18:00（初日は13:00から、最終日は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、最終日は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、最終日は15:00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、最終日は16:00まで）

月 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、最終日は17:00まで）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

7 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、最終日は16:00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

8 月

HP

HP20(火) 全館貸切 武蔵野美術大学日本画学科研究室

～25(日) 042(342)6050  稲垣

27(火) 第18回 三鷹人物画会展 第1・2展示室 三鷹人物画会

～ 0422(44)5979  檀上

9/1(日) 紫陽会展 第3展示室 絵画教室「紫陽会」

0422(42)4586  植松

　
　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

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

８ ３(土) 第４展示室 國學院大學書道研究會

月 ４(日) 03(5466)0111  代表長島

國大書展
無　　料

観覧時間：10:00～17:00（最終日は15:00まで）

東京特殊教育研究所青年教室ＴＯＲＯ書法展
無　　料

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

武蔵野美術大学 日本画修士課程展
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）

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）

無　　料
観覧時間：10:00～17:00（初日は13:00から、最終日は16:00まで）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

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 8 月

■ 三鷹市美術ギャラリー 過去開催企画展図録 好評発売中!!

買いそびれてしまった企画展図録はありませんか？

三鷹市美術ギャラリーでは企画展終了後も図録を販売（完売した図録を除く）しています。

見本は三鷹市美術ギャラリー・三鷹市芸術文化センターにございます。

気になっている図録がありましたら、ぜひお手に取ってご覧ください！

図録は三鷹市美術ギャラリー、三鷹市芸術文化センターで購入できます。

※ 財団ホームページから購入希望の方はこちら ▸▸▸▸▸ http://mitaka.jpn.org/store/

HP

月 ４(日) 03(5466)0111  代表長島

・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（最終日は15:00まで）

HP

http://mitaka.jpn.org/store/
https://www.facebook.com/events/478794985528874/
http://many08.com/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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）

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

４(日) 鶴田真由美・佐藤浩希フラメンコ舞踊団

◎ 15:00
[託] 17:00

11(日) 市民公開講座 13:00 （一財）脳神経疾患研究所

16:00 024(934)5322  広報課　橋本

15(木) 世代をこえて平和を考える日 10:00 三鷹市健康福祉部地域福祉課

12:05 0422(45)1151内線2613
13:00 三鷹市企画部企画経営課

14:30 0422(45)1151内線2115
18(日） 13:30 アール・バレエスタジオ

月 ＢＡＹＳ Ｔｈａｔ’ｓ ＦＬＡＭＥＮＣＯ

無　　　料

アール・バレエスタジオ

8 [指]【会員】Ｓ席\6,300/Ａ席\5,400

月 三鷹市公会堂　リニューアル記念　見学ツアー

　　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。

ヤングアメリカンズ　ジャパンツアー２０１３夏 １幕：全席指定　\1,000

ｉｎ三鷹 第２幕は自由席となります。

第１回　八田莉乃音楽教室　ピアノ発表会 全席指定　

\1,500

無　　　料

ＡＲＴＥ Ｙ ＳＯＬＥＲＡ 【一般】Ｓ席\7,000/Ａ席\6,000

７ モズライト　”七夕スペシャル” 全席自由

チャリティー・ライヴコンサート　９ｔｈ　インサマー　２０１３ \1,000

催  し  物  名 入 場 方 法

“がんの早期発見と高度先進医療について”

無　　　　料

要予約　定員20名

午前の部は定員に達したため、
予約を締め切りました。

無　　　料
　～三鷹市戦没者追悼式並びに平和祈念式典～

平和アニメ上映会「はだしのゲン」
無　　　料

Ｕ-23席(23歳以下)\4,000

(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）

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

三鷹市公会堂事務所
0422(45)1151

内線2555

7 月 8 月

HP

HP

HP

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

HP

18(日） 13:30 アール・バレエスタジオ

17:00 0422(31)5622　鈴木

24(土) 渡部ブーベル・バレエアカデミー 17:00 渡部ブーベルバレエアカデミー

　　”第１回発表会” 19:00 0422(59)0833　渡部

31(土) Ｄａｎｃｉｎｇ　Ｂｅａｔ　ｖｏｌ．２ 16:00 ＴＨＩＤＡ　ダンシングビート事務局

17:45 0422(77)0315　平川

・◎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

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

◇休館日のご案内◇

・[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）。

アール・バレエスタジオ
無　　　料

　　第１２回バレエ発表会

無　　　料

　[指]前売 \4.500

　　躍動するアイリッシュダンス！新感覚のミュージック！   当日 \4.800

・　　　　         　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。 ・[指]は全席指定です。

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ

● 8/13（火）は臨時休館いたします。

HP

HP

HP

HP

三鷹市公会堂さんさん館２階 レストラン Ｃ－Ｃａｆｅ'

※7月から営業時間が変更になります！

Phone: 0422-45-1230 http://mitaka.jpn.org/kokaido/restaurant

◎営業時間 10:30〜18:00 （旧営業時間10:30～20:00）
（ランチタイム11:30～15:00）
※貸切などにより営業時間が変更になる場合がございます。

※8/13(火)～18(日)はお盆休みとなります。

◎定休日 月曜日、年末年始（12月29日〜1月4日）

※月曜日が祝休日の場合は営業し、その週の火曜日・水曜日がさんさん館は休館ですが、

火曜日はレストランのみ営業し、水曜日は全館定休となります。

◎祝休日の月曜日の翌日（火曜日） 営業時間 10:30〜17:00

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

１）この催し物案内は、２０１３年６月１９日（ 水 ）現在でとりまとめたものです。
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194号　2013年 7月 2日発行

http://mitaka.jpn.org/kokaido/restaurant.php
http://irishdance.jp
http://www.w-buber.com/
http://ar-ballet.com/
http://www.southerntohoku-proton.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1308040/
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/

