
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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
１(日) 13:30 アマービレ事務局　吉永

15:30 inquiry.orchamabile@gmail.com
６(金) 19:00 音の絵文庫

◇ 21:00 03(3978)6646  奈良

７(土) 18:30 ＮＢＤ吹奏楽団  原田

20:30 mickey33-naokun39nbdndj@disney.ne.jp

案内人：三鷹市芸術文化センター職員

Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ ａｍａｂｉｌｅ　第４回演奏会

ベートーヴェン第８番、メンデルスゾーン協奏曲　他
無　　　料

奈良　真潮ピアノ・リサイタル

ーーバッハ・ベートーヴェン・ショパンの作品による

ＮＢＤ吹奏楽団第３３回定期演奏会

全席自由

\6,000

　　当日 \2,000

[自]前売 \1,800

無　　　料

全席自由

\3,500

無　　　料

入 場 方 法催  し  物  名

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

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）

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

９

月

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

2013年

8 月

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

9 月

HP

HP

HP 20:30 mickey33-naokun39nbdndj@disney.ne.jp

８(日) 10:30
16:00 042(462)5156  久保

15(日) 14:00 クレセントフィルハーモニー広報

16:30 090(5577)5310  花本

19:15 東京ウィンナホルン協会　佐々木

21:00 naoya@sf.airnet.ne.jp
16 14:00 早稲田室内管弦楽団広報

(月・祝) 16:30 080(4152)9990
16  ◇ 19:00 コンサート企画ＭＤＲ

(月・祝) 20:45 090(6304)3026  井上

20(金) 19:00 クール・プルミエ  中村

21:00 naoki777@cyber.ocn.ne.jp
21(土) 14:00 ＭＦＬ管弦楽団事務局

23 11:00 私はピアニストの会

(月・祝) 20:00 090(1535)3943

・◎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）。

090(1255)2862  田中

無　　　料

（ワーグナー生誕２００年記念）

私はピアニストの会　コンサート

無　　　料

無　　　料

無　　　料

全席自由

\1,000

[自] \3,000

学生券 \1,000

全席自由

\1,000

[自]一般前売\900/当日\1,000

井上美樹ソプラノリサイタル

女性合唱団　クール・プルミエ

ＭＦＬ管弦楽団第１６回定期演奏会

東京ウィンナホルン協会　第８回演奏会“ウィーンの響主”

早稲田室内管弦楽団　第１７回定期演奏会

第６回　定期演奏会

久保公二ギタースクールフェスティバル

（合同発表会）

クレセントフィルハーモニー管弦楽団　第２３回演奏会

学生・障害者及び介助者

前売\450/当日\500

  ・　　       　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。   ・[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。

・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。

HP

HP

HP

HP

HP

HP

8月21日（水）午前の部10:00~12:30 ／ 午後の部14:00~16:30 ※午前と午後は同じ内容です。

恒例の芸術文化センターのバックステー

ジツアーを今年も開催いたします。

風のホールでは、2種類のピアノの音色

を聴き比べたり、客席の場所による音の違

いなどを体験できます。

星のホールでは、舞台演出には欠かせ

参加費無料

8月21日（水）午前の部10:00~12:30 ／ 午後の部14:00~16:30 ※午前と午後は同じ内容です。

定員：各回20名 ※要電話予約 Tel.0422-47-5122
※階段の上り下りがありますので、スカートやハイヒールはご遠慮ください。

※写真撮影・ビデオ撮影は可能です。

※未就学児はご参加できません。

星のホールでは、舞台演出には欠かせ

ない様々な仕組みや操作を体験すること

ができます。

ツアーに参加して芸術文化センターの裏

側を隅々までのぞいてみてください！

三鷹市芸術文化センターの

職員がご案内します！

http://mitaka.jpn.org/ticket/1308210/
http://mfl-orchestra.s5.pf-x.net/
http://choeurpremier.com
http://www.wco-jpn.com
http://www.wienerhorn.jp/
http://crephil.main.jp
http://www.nbd.mu/
http://orchamabile.web.fc2.com/
http://zennihonnamatyua.sakura.ne.jp
http://www.idaki.co.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1308210/
http://www.ne.jp/asahi/wan/wan/emq/top.html
http://www.mari-music2009.com/index.html


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

３(土) 春風亭一之輔 古今亭文菊 二人会

　14：00開演

４(日) 13:00 うみとも

16:00 automobile7@msn.com
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） Ｍｉｔａｋａ “Ｎｅｘｔ” Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ １４ｔｈ

～

9/8(日) 『臆病な町』

８

月

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。

～企画写真展　同時開催～（Ｒｈｅａ、銀河鐡道、さとひろ）

玉田企画　第一回公演　　作・演出：玉田真也

◎

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

ＧＡＲＮＥＴ ＣＲＯＷ ファンライブ（うみとも）

参加費無料

定員：各回先着20名

高校生以下 \1,000

全席指定

会員 \2,700/一般 \3,000

（お電話でご予約ください）

催  し  物  名 入 場 方 法

９

全席自由

\1,000

完売御礼

案内人：三鷹市芸術文化センター職員

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

2013年

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター

8 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

HP

昼の部完売

夜の部発売中!!

9 月

HP

【全席自由・日時指定・整理番号付】

12(木) 19:00 シアター・ゼロ

13(金) 20:30 0422(72)3717  池上

14(土) 14:00 花の会ピアノ教室

16:00 0422(24)8331  高橋

19:00 コンサートタイム

21:00 090(6010)0976  池田

21(土) ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ 全席指定・各回

洋画の名作を、あなたに。 会員 \900

『ローマの休日』『サンセット大通り』 一般 \1,000

学生 \800

22(日) 柳家権太楼 独演会

◎  開演14:00

[託]

26(木) 19:00 シアター・ゼロ

20:30 0422(72)3717  池上

28(土) 柳家喬太郎　みたか勉強会

◎ 　昼の部14:00/夜の部18:00開演

[託]

29(日) 古今亭菊之丞　独演会

◎ 　開演14:00

[託]

・　　　　        　帯は財団主催事業です。 

・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。 

オペラ「ヘンゼルとグレーテル」 全席自由

\3,000

三鷹・花の会ピアノ教室

第１回発表会
無　　　料

第５回小さなコンサート「アマービレ」コンサートタイム

～田村拓也のマリンバと共に～
無　　　料

会員 \2,700

一般 \3,000

高校生以下 \1,000

\3,000

月

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

オペラ「ヘンゼルとグレーテル」 全席自由

全席指定

会員 \2,700

一般 \3,000

高校生以下 \1,000

全席指定・各回

会員 \2,250

一般 \2,500

昼夜入替制　昼の部11:00/夜の部16:00上映開始

全席指定

チケット発売日

会員 8月1日（木）

一般 8月2日（金）

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

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター

0422(47)5122

・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。　HP

http://mitaka.jpn.org/ticket/1309290/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1309280/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1309220/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1309210/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1308300/
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/1308210/

