
　

　　　 
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

2013年

10 月 11 月

企 画 展 の ご 案 内

【会 場】三鷹市美術ギャラリー

【開館時間】午前10時～午後8時(ご入館は午後7時30分まで)
【休館日】月曜日(10/14、12/23は開館)
【観覧料】一般200円／ 65歳以上、学生(高･大)160円

中学生以下・障害者手帳をお持ちの方は無料

【問い合わせ先】0422(79)0033

《前期》 2013年 9月14日（土）～10月14日（月・祝）

《後期》 2013年11月23日（土・祝）～12月23日（月・祝）
森秀貴・京子ご夫妻が過去3回にわたり三鷹市に寄贈された300点を越える

版画作品を、前後期に分けてご紹介します。
《前期》

ジョン・ケージ、元永定正、前田常作、草間彌生、靉嘔（part1）、

ナム・ジュン・パイク、横尾忠則、谷川晃一、坂口登

《後期》

池田龍雄、靉嘔（part2）、彦坂尚嘉、堀浩哉、大浦信行、

藤江民、瑛九

出品作家

横尾忠則《ピカビア－その愛と誠実Ⅰ》

1476×956mm 1989年 シルクスクリーン

透明シートに 絵を描いて 重ねるよ

版画を分解して新しい絵を作ってみよう！

■ 関連ワークショップ

版画

　
　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

10 ２(水)～ 第4展示室 新世紀美術協会　多摩支部

月 ６(日) 042(462)3549  髙久

21(木)～ 第１３回市老連文化祭 第4展示室 三鷹市老人クラブ連合会

23(土・祝) 0422(47)5137　高橋

27(水)～ 第1展示室 スタジオびーんず　遠藤

12/1(日) studiobeans@nifty.com

30(土)～ フラワーアレンジ展 第2展示室 アトリエプティボヌール

12/1(日) 0422(41)1729　田中

・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。　

観覧時間：10:00～17:00（初日は14:00から、最終日は13:00まで）
月

観覧時間：10:00～17:00（最終日は16:00まで）
無　　料

無　　料
ハート＆パステル合同展覧会 vol.10

11

新世紀美術協会　第５３回多摩展（公募展）

観覧時間：10:00～18:00（初日は14:00から、最終日は16:00まで）
無　　料

観覧時間：10:00～16:00
無　　料

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 10 月

HP

11 月

HP

●ロング
ヴァリエーションを増やして、3Dにも挑戦！！

【日 時】 2013年12月14日(土)10:30〜15:30
【会 場】 三鷹市美術ギャラリー 【企画・進行】 NPO MAG-net（マグネット）

【対象・定員】 小学生・20人 【参加費】 2,000円（材料費・税込み）

【応募締切】 2013年12月4日（水） 必着

＊なお応募者多数の場合は抽選になります。

●ショート
【日 時】 ①2013年10月12日(土)13:30〜15:00

②2013年11月30日(土)13:30〜15:00 ※①・②とも内容は同じ

【会 場】 三鷹市美術ギャラリー 【企画・進行】 NPO MAG-net（マグネット）

【対象・定員】 小学生以上・各10人 【参加費】 500円（材料費・税込み）

【応募締切】 ①2013年10月2日（水） ②2013年11月20日（水） 必着

＊なお応募者多数の場合は抽選になります。

版画を分解して新しい絵を作ってみよう！

【申込方法】 往復はがき または faxにて 1）参加希望日 2）住所 3）氏名(ふりがな) 4）性別

5）年齢（小学生は学校名・学年） 6）電話番号・fax番号(faxでお申込みの方にはfaxで返信いたします)
7）どこから情報を得たのか 8）往復はがきの方は返信用はがき宛先(住所・氏名) をご記入のうえ、

〒181-0013 三鷹市下連雀3-35-1 三鷹市美術ギャラリー ワークショップ係 宛 にお送りください（fax:0422-79-0030）。

版画

・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。　HP 第60回三鷹市市民文化祭の情報は、

三鷹市公会堂ページをご覧ください。

http://www.heartpastel.com/
http://members.jcom.home.ne.jp/shinseikiten/
http://mitaka.jpn.org/ticket/131214w/
http://mitaka.jpn.org/ticket/131130w/
http://mitaka.jpn.org/ticket/131012w/
http://mitaka.jpn.org/ticket/130914g/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

２(水） 沖縄と心ひとつに 映画「ひまわり」を観る会

　　映画「ひまわり」上映会　 090(1656)6295  大城

５(土) 10:30 三鷹市老人クラブ連合会

15:30 0422(47)5137  髙橋

６(日) 13:00 たんぽぽチャリティコンサート実行委員会

＊ 15:00 080(8081)3781  前田

８（火） 14:00 警視庁三鷹警察署

17:00 0422（49）0110  中山

19(土) 16:00 杏林大学医学部管弦楽団

17:30 080(1278)3133  内ヶ﨑

20(日) 第１３回定期演奏会 13:30 Ｋ-Ｗｉｎｄ Ｅｎｓｅｍｂｌe

15:30 090(7822)3308  原田

26(土) 14:00 田中　智大

16:00 080(6662)0943  田中

・[自]は全席指定です。

・＊のチケットは、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。

・　　　　         　帯は財団主催事業です。  

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

9/28（土） 展示室全室 三鷹市山本有三記念館

～6（日） 0422(42)6233  
22（火） 写真展　写友　四季の輝き 第1・2展示室 写真のたかま

0422(57)8353  髙間

三鷹市山本有三記念館　人気投票によるスケッチコンテスト

・　　     　印の公演は、http://mitaka.jpn.org/calender/user/よりＨＰがご覧いただけます。　
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催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

無　　料
観覧時間：10:00～18:00

月 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）

催  し  物  名 入 場 方 法

杏林大学医学部管弦楽団第２８回定期演奏会

たんぽぽチャリティコンサート2013震災復興想いをひとつに! [自]前売￥2,000　当日￥2,300

①10:30～12:30　 ②14:00～16:00 　③18:30～20:40　（開場各30分前）

[自]前売 ￥1,000　/小・中・高・障がい者 ￥800　/当日一般 ￥1,200

三鷹市老人クラブ連合会
無　　　　料

無　　　　料

　　震災復興へのレポート　あさみちゆきコンサート

無　　　　料

ラヴニール・オルケストル・ドゥアルモニー吹奏楽演奏会
無　　　　料

小学生以下無料

平成２５年　地域安全市民のつどい
無　　　　料

10

月
　　第３８回芸能大会

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

11 月10 月

三鷹市公会堂 さんさん館2Ｆ 展示室【催し物ご案内】
〒181-8555 三鷹市野崎1-1-1 ℡0422-45-1151 内線2555

HP

HPHP

HP

HP

～26（土） 0422(57)8353  髙間

11 21（木）～ 第1展示室 和紙ちぎり絵　三鷹ひとみサークル

月 23（土祝） 090(6036)1205  堀添

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

無　　料
観覧時間：10:00～16:00（初日は11:00から、最終日は15:00まで）

和紙ちぎり絵サークル展ー和紙で作る四季の花や風景画

月 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）

◇休館日のご案内◇

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ

10/17（木）・18（金）・22（火）、

11/  7（木）・19（火）～22（金）

は臨時休館いたします。

市民文化祭60周年記念・芸術文化協会40周年記念

第60回三鷹市市民文化祭 主催：三鷹市・三鷹市教育委員会・三鷹市芸術文化協会

お問い合わせ先：三鷹市教育委員会生涯学習課0422(45)1151 内線3316 /三鷹市芸術文化協会0422(49)2521

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９月１９日（木）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197号　2013年10月  1日発行

http://mitaka.jpn.org/ticket/130928y/
http://k-wind.jimdo.com/
http://kyorinkangen.web.fc2.com/kyorin_kangen/Welcome.html

