
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

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

入 場 方 法催  し  物  名

ＮＢＤ吹奏楽団第３３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

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

無　　　料

全席自由

\1,000

090(1255)2862  田中

無　　　料

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

[自] \3,000

学生券 \1,000

全席自由

\1,000

[自]一般前売\900/当日\1,000

ーーバッハ・ベートーヴェン・ショパンの作品による

無　　　料

ＭＦＬ管弦楽団第１６回定期演奏会

（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

９

月 全席自由

\3,500

無　　　料

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

奈良　真潮ピアノ・リサイタル

無　　　料

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

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

9 月 10 月

(月・祝) 20:00 090(1535)3943
６(日) 沼尻竜典＆トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ

◎ 第65回 定期演奏会 オペラ・プロジェクト第５弾

[託]

11(金) 19:00 アカデミアムジカ

20:45 accademiamusica.frz@gmail.com
13(日) 横山幸雄ピアノ・リサイタル・シリーズ Ｖｏｙａｇｅ 第７回

◎ ラフマニノフ没後７０年記念

[託] ２台ピアノによるオール・ラフマニノフ・プログラム

出演：横山幸雄、上原彩子ほか

14 宮地楽器音楽教室管理課

(月・祝） 042(383)5551  岩田

20(日) みたかジュニア・オーケストラ(MJO)

第14回演奏会

[託] ベートーヴェン：交響曲第３番変ホ長調 16:00
　　　　　　　　　「英雄」ほか

26(土) ネマニャ・ラドゥロヴィチ 無伴奏ヴァイオリン・リサイタル

◎

[託]

27(日) 13:00

・◎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）。

10

月

無　　料

17:00

17:00

19:00

第12回宮地楽器ピアノ科生徒によるコンサート [自]【前売】宮地楽器会員\525/一般\1,050

　　【当日】宮地楽器会員\735/一般\1,260

14:00
[指]会員 \720

一般 \800

未就学児(４歳以上) \500

会員 \4,500

一般 \5,000

学生 \2,500

全席指定

[自] \4,000

HP前売申し込み \3,500

17:00

15:00

バロックの庭～大八木恭子チェンバロリサイタル

・　　　　         　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。

15:00
全席指定

【一般】S席\5,000/A席\4,000

*U-23席(23歳以下)\3,000

ウェーバー：歌劇『魔弾の射手』（演奏会形式・ドイツ語上演）

J.S,バッハ：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番ニ短調ほか

会員 \4,500

一般 \5,000

学生 \2,500

全席指定

【会員】S席\4,500/A席\3,600

「はばたけ未来へ」  12:00～14:30  /  16:00～18:30

*3歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください。

市民文化祭60周年記念・芸術文化協会40周年記念

三鷹市市民文化祭　　午後のクラシック

三鷹市教育委員会生涯学習課0422(45)1151内線3316村山

三鷹市芸術文化協会0422(49)2521草木

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

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

チケット発売日

会員 9月5日（木）

一般 9月10日（火）
HP

  ・　　       　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/1310260/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1310201/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1310130/
http://www.accademiamusica.jp
http://mitaka.jpn.org/ticket/1310060/
http://www.mari-music2009.com/index.html
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/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

8/30（金） Ｍｉｔａｋａ “Ｎｅｘｔ” Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ １４ｔｈ

～

9/8(日) 『臆病な町』

【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

洋画の名作を、あなたに。

『ローマの休日』『サンセット大通り』

22(日) 柳家権太楼 独演会

◎ [託]  開演14:00

26(木) 19:00 シアター・ゼロ

20:30 0422(72)3717  池上

全席指定

◎

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

９

月
玉田企画　第一回公演　　作・演出：玉田真也　　全12公演

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

一般 \1,000

２本立て/昼夜入替制　昼の部11:00/夜の部16:00上映開始 学生 \800

会員 \900

催  し  物  名 入 場 方 法

\3,000

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
0422(47)5122

昼の部完売

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 10 月

20:30 0422(72)3717  池上

28(土) 柳家喬太郎　みたか勉強会

[託] 　昼の部14:00/夜の部18:00開演

29(日) 古今亭菊之丞　独演会

◎ [託] 　開演14:00

４(金)～14(月・祝)  全15公演 全席自由(日時指定)

【会員】前売\2,500・当日\2,700 【一般】前売\2,800・当日\3,000

【学生】\2,300(前売・当日とも) 【高校生以下】\1,000(前売・当日とも)

◎ ★・・・早期観劇割引・平日マチネ割引　上記料金から、会員・一般は\300引き

19(土) ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ

洋画の名作を、あなたに。

20(日) 柳亭市馬独演会

◎ [託] 　開演14:00

25(金)～11/2(土)　全11公演 全席自由(日時指定・整理番号付)

【会員】前売\2,200・当日\2,500 【一般】前売\2,500・当日\2,800

鳥公園 ＃8　『カンロ』　　作・演出：西尾佳織 【学生】\2,000(前売・当日とも) 【高校生以下】\1,000(前売・当日とも)

★・・・早期観劇割引・平日マチネ割引　上記料金から、すべて\300引き

・　　　　        　帯は財団主催事業です。 

月

\3,000

10

シンクロ少女 ＃12　『ファニーガール』 　　作・演出：名嘉友美

全席指定

完売御礼

　　Ｍｉｔａｋａ “Ｎｅｘｔ” Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ １４ｔｈ

　　Ｍｉｔａｋａ “Ｎｅｘｔ” Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ １４ｔｈ

会員 \2,700/一般 \3,000

高校生以下 \1,000

全席指定

会員 \2,700/一般 \3,000

高校生以下 \1,000

１本立て/昼夜入替制　昼の部11:00/夜の部16:00上映開始

『天井桟敷の人々』

全席指定・各回

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

チケット発売日

会員 9月19日（木）

一般 9月20日（金）

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

HP

HP

HP

チケット発売日

会員 9月5日（木）

一般 9月6日（金）

HP

・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/1310040/
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/1310250/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1310200/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1310190/

