
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

７(日)

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

14(日)

◎

[託]

20(土)

◎

[託]

26(金) 19:00 グループブリランテ

21:20 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

７

月

15:00

17:00

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

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

\6,000

入 場 方 法催  し  物  名

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

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

武満 徹 ソングブック・コンサート

[指]会員 \3,600

　　一般 \4,000

　　学生 \2,000

*未就学児は入場できません。

16:00

17:00

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

全席指定

会員 \3,600

一般 \4,000

第５２回　ピアノ発表会「サマー・コンサート」
無　　　料

第４回

全席自由

ピアノ Ｉｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ

◎

19:00

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

無　　　料
メルクルディ・フィルハーモニー事務局 浅沼

14:00

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

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

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

カルドーソ：ミロンガ 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

8 月

21:00 03(3560)1485
４(日) 13:00 浅海弘子

16:30 03(3998)2640
16(金) コレーギウム・ムーシクム　２０１３ 14:00 コレーギウム・ムーシクム

奈良澪子門下生によるピアノ・コンサート 19:30 03(3978)6646  奈良

18(日) 14:00 ＥＭＱ

16:00 080(4159)1215  小野(代表代行)

21(水)

23(金) 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
24(土) 13:00 全日本ギター協会　石田

◇ 20:00 ishidagi@tba.t-com.ne.jp
25(日) 12:15 原裕子ピアノ教室

16:30

・◎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）。

８

月

Ｅｎｓｅｍｂｌｅ ＭＵＳＩＫＱＵＥＬＬＣＨＥＮ

第１９回演奏会　シューマン交響曲第４番　他

第16回Ｐｏｃｏ ａ Ｐｏｃｏ ＳｕｍｍｅｒＣｏｎｃｅｒｔ
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。

  ・　　       　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

無　　　料

いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ Ａｇｅｓ

ピアノ Ｉｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ

第14回全日本アマチュアギターコンクール

ピアノ発表会

全席自由

\6,000

　　当日 \2,000

[自]前売 \1,800

無　　　料

三鷹市芸術文化センター全部見てくださいツアー 参加費無料

【午前の部】10:00～12:30 【午後の部】14:00～16:30 定員：各回先着20名

  所要約2時間30分程度。２回とも同じ内容です。 （お電話でご予約ください）

案内人：三鷹市芸術文化センター職員

HP

HP

HP

HP

～財団新着商品のご案内～

銀座のバー・ルパンでの太宰治の写真（撮影：林忠彦）を

掲載したクリアファイル（A4）です。色は3色！価格は各300円！

太宰治クリアファイル 好評発売中！

申込開始日

会員7月18日（木）

一般7月19日（金）

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター
0422(47)5122

掲載したクリアファイル（A4）です。色は3色！価格は各300円！

「買うなら・・・」「太宰治文学サロンでしょ！！」

【クリア（透明）】
三鷹市芸術文化センター・三鷹市美術ギャラリー、

財団ホームページでもお求めいただけます。

http://mitaka.jpn.org/store/dazai/clearfile/
http://www.ne.jp/asahi/wan/wan/emq/top.html
http://zennihonnamatyua.sakura.ne.jp
http://www.idaki.co.jp/
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/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

6/28(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

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)

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

３(土) 春風亭一之輔 古今亭文菊 二人会

[託] 　14：00開演

４(日) 13:00 うみとも

16:00 automobile7@msn.com

全席指定

会員 \2,700/一般 \3,000

高校生以下 \1,000

「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） 完売

●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

◎

　【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

桃月庵白酒　三遊亭兼好　二人会

　14：00開演

８

月 ＧＡＲＮＥＴ ＣＲＯＷ ファンライブ（うみとも）

～企画写真展　同時開催～（Ｒｈｅａ、銀河鐡道）

全席自由

\1,000

完売御礼

【学生】前売・当日とも\2,500

７

月

《☆早期観劇割引　★平日マチネ割引》　【会員・一般】\300引き

催  し  物  名 入 場 方 法

完売御礼

【高校生以下】前売・当日とも\1,000

ぼくも、わたしも、寄席で大笑い!! 親子寄席その14

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

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター
0422(47)5122

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!!

8 月

HP

HP

10(土) 14:00 高和学院

17:00 0422(44)5209  高麗

11(日) 16:30 望星学塾バレエ教室

18:30 090(9362)2445　保護者代表 貝沼

16(金) エデュケーション部

～18(日) 『ＬｉｎＫ～ぼくらの王国』

050(3636)1538  中村

21(水)

24(土) 柳家さん喬独演会

◎ 　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

30（金） 玉田企画　第一回公演

～ 「臆病な町」

9/8(日) 【全席自由・日時指定・整理番号付】

全12公演

・　　　　        　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。　

全席指定

会員 \2,700/一般 \3,000

三鷹市芸術文化センター全部見てくださいツアー

【午前の部】10:00～12:30 【午後の部】14:00～16:30

  所要約2時間30分程度。２回とも同じ内容です。

会員\2,200/一般\2,500/学生\1,500/高校生以下\1,000 ★・・・早期観劇割引・平日マチネ割引、左記料金から、会員・一般は500円引き

案内人：三鷹市芸術文化センター職員

参加費無料

定員：各回先着20名

（お電話でご予約ください）

N．G．A．２０１３年夏　子どもだけの舞台公演

　　　詳しくはHPをご覧ください。http://www.child-kingdom.com

全席自由

入場料　未定

高和学院合同発表会

（音楽・フラダンス）
無　　　料

第１７回望星祭・バレエ教室おさらい会
無　　　料

高校生以下 \1,000

HP

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター

0422(47)5122

HP

HP

HP

✦コンテスト概要✦
【応募について】
応募〆切：平成25年9月1日（日）必着

応募方法：山本有三記念館スケッチコンテスト係まで 送付又は直接持参してください。

受付時間：月曜日及び7/16（火）、17（水）の休館日を除く9：30～17：00まで

※応募作品は応募者負担（着払い）にてご返送します。

三鷹市山本有三記念館
スケッチコンテスト作品募集中

「あなたにとっての山本有三記

念館」をテーマとして、プロ・アマ

問わず幅広い年齢層を対象に、

スケッチ作品のコンテストをリ

ニューアルオープンした三鷹市

公会堂（さんさん館）で開催いた

します。来場者の人気投票で選

昼の部完売

夜の部発売中!!

申込開始日

会員7月18日（木）

一般7月19日（金）

チケット発売日

会員7月18日（木）・一般7月19日

※応募作品は応募者負担（着払い）にてご返送します。

※応募規定

①はがきサイズから四つ切（540㎜×380㎜）まで②画材規定なし・平面作品とし、裏面に住所・氏名・電話番号・画題を明記する。

③額装は不要とし、用紙の厚みは2㎜まで。④応募点数は1人1点までとする。⑤応募者本人の制作したものとする。⑥製作時期は問わないが、

未発表に限る。⑦スケッチの対象は、建物・公園内を問いませんが、 文化財保護の観点から、館内でのスケッチ作業はできません。

します。来場者の人気投票で選

ばれた優秀作品については、晩

秋の山本有三記念館に展示い

たします。皆さま、ふるってご応

募ください！！

http://mitaka.jpn.org/yuzo/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1308240/
http://www.child-kingdom.com
http://www.kouwagakuin.org
http://mixi.jp/view_community.pl?id=5218844
http://mitaka.jpn.org/ticket/1308030/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1307270/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1307141/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1307130/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1306280/

