
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

１(金) 18:30 高井戸混声コーラス

20:30 090(3211)9056　塙

４(月祝) アンサンブル・ブリッランテ 14:00 アンサンブル・ブリッランテ

第三回演奏会 16:30 080(1176)0627　沼田

９(土) シンフォニエッタ・ソリーソ　第２回演奏会 14:00 シンフォニエッタ・ソリーソ事務局　金井

16:00 s.sorriso2012@gmail.com

10(日) 13:30

15:30 080(5198)1610　加藤

16(土)

◎

［託］

17(日)

◎

[託]

22(金) 竹取物語‹芸術の饗宴› 19:00 ＴＲＯＭＢＯＮＥ ＱＵＡＲＴＥＴＴＩＮＴＳ

21:00 090(5006)2814 / t_q_tints@yahoo.co.jp

26(火) 18:30 小川哲生クラス

20:30 090(8848)3821　宮崎

29(金) いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ　Ａｇｅｓ 19:00 いだきしんコンサートチケットセンター

ピアノ Ｉｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ 21:00 03(3560)1485 / info@idaki.co.jp

30(土) 親子の絆コンサート２０１３　 講演：多湖輝 13:00 心の東京革命推進協議会事務局

　　　　　　　　　　　　　コンサート：角聖子、マミーシンガーズ　他 15:00 03(5388)3064  鈴木

１(日) 14:00 コールあじさい

16:00 090(6509)4355　嶋

４(水) 18:30 国際基督教大学吹奏楽部

20:30 080(6075)1334  長村

７(土) 14:00 大沢室内管弦楽団　　那須

16:00 co2.icu@gmail.com

８(日) 15:30 リアルクリエート

17:30 0422(44)8511　阿比留

14(土) 14:00 ヴォーチェ・アプリート　ワデノ

16:00 042(464)0493  和出野

15(日) 13:30 プロムナードマンドリンオーケストラ　上川

第11回定期演奏会 16:00 promenademandolin@gmail.com

21(土) 11:00 岸邉眞知子

　ピアノ発表会 16:00 verite-pf@parkcity.ne.jp

23(祝月) 19:15 ＷＹＣクリスマスコンサート実行委員会

20:30 090(8856)8401　渡邉

26(木) 16:30 創価大学創大銀嶺合唱団　　篠原

第３８回定期演奏会 18:30 ginrei.chorus@gmail.com

28(土) 14:30 ピッコリーニ　　　名倉亜矢子

16:00 info@piccolini-choir.com

・　　　　         　帯は財団主催事業です。  

・◎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。　

・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）。

第２３回　国際基督教大学吹奏楽部定期演奏会 [自] \300

未就学児無料

要事前申込※

15:00

ヴォーチェ・アプリート　第十九回声楽コンサート

イタリアの至宝ヴェルディーを歌う　皆で歌声喫茶
無　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料

West Youth Choir クリスマスコンサート2013

ヴィヴァルディ：２つのヴァイオリンの協奏曲イ長調　《調和の霊感》　RV519,op.3-5より

入 場 方 法

リュリ：歌劇《ファエトン》より/モンテヴェルディ：歌劇《オルフェオ》より　ほか

ウェーバー：クラリネット五重奏曲　変ロ長調oｐ.34

シューベルト：弦楽四重奏曲第12番ハ短調「四重奏断章」Ｄ703ほか

ベルリン・フィルハーモニー・ブラームス・アンサンブル

アンドレアス・オッテンザマー　with

催  し  物  名

全席自由

\500

無　　　料

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

無　　　料

11

12

17:00

17:00

19:00

豊昭ＯＢ吹奏楽団　第１０回定期演奏会

ＴＲＯＭＢＯＮＥ ＱＵＡＲＴＥＴＴＩＮＴＳ 10周年記念公演

ブラームス『４つの歌』　中山晋平10のメロディより　他

コールあじさい　第７回コーラスリサイタル

『ガリレオ・プロジェクト ～天空の音楽～ 』　福士誠治（語り）

高井戸混声コーラス第９回定期演奏会

小川哲生クラス重唱発表会

※平成25年10月22日〈火)消印有効　申込方法はリンク先HP（http://www.kokoro-tokyo.jp/learning/kizuna2013.html）をご覧ください。　乳幼児入場可　託児有(要申込)

無　　　料

無　　　料

ターフェルムジーク・バロック・オーケストラ

全席自由

全席自由

\6,000

【会員】S席\5,400/A席\4,500

【一般】S席\6,000/A席\5,000

U-23席(23歳以下)\3,000

無　　　料

［自]前売一般\2,500(当日\500増し)

前売高校生以下\1,500(当日\500増し)

全席指定

\1,000

無　　　料

平和への祈りをこめて　宮崎京子と陽気な仲間達

全席自由

\3,000

岸邉眞知子主催

プロムナードマンドリンオーケストラ

第21回モンジャーニ　Xmasコンサート

大沢室内管弦楽団第４回演奏会

こども合唱団　ピッコリーニのクリスマス

創価大学創大銀嶺合唱団 ［自］前売 \500　

当日 \700

無　　　料

（感謝献金）

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

 ・[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。

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 
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2013  

HP 
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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 
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HP 
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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。 
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開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

10/25(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

９(土) ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ

1本立て/昼夜入替制　昼の部11:00/夜の部16:00上映開始

13(水) 岸邉眞知子門下生 16:00

  ピアノ発表会 20:00 090(8043)0986　岸邉

14(木) 19:00 みたか街かど自立センター後援会

～夢いっぱいコンサート～ 20:30 0422(48)0648　山口

15(金) Ｍｉｉ＆ＨＩＮＡ　ＣＯＮＣＥＲＴ 19:00 ＨＩＮＡ・Ｍｉｉ  犬井

～音で綴る物語～ 21:00 mii_spc@yahoo.co.jp

20(水) Ｈｉｋａｒｉ ｏｎｅｍａｎｌｉｖｅ 19:00 細原　光

～星のラブレター～ 21:30 hikari712@live.jp

21(木) そよ風(第８回)シャンソン・コンサート 13:30 そよ風

　シャンソン発表会 16:00 0422(23)1405　上島

22(金) 日本舞踊研修会　峰山流「秋乃会」　第三十七回 13:00 峰山流秋乃会　家元峰山松壽

16:40 042(361)1577　峰山

24(日) 第11回ピアノ発表会 16:30 神田ピアノ教室

18:00 0422(31)6922　神田

29(金)～12/8(日)　全14公演

◎

14(日) 柳家さん喬独演会

◎ [託] 　　昼の部14:00/夜の部18:00

21(土) ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ

2本立て/昼夜入替制　昼の部11:00/夜の部16:00上映開始

22(日) ２０１３年度トルコ調査報告会 13:00

17:00

23(月祝) 第24回トルコ調査研究会 10:00

18:00 tokyo@jiaa-kaman.org

・[自]は全席自由です。

・　　　　        　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。 

・[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。　

両日で参加費\1,000

◎
一般\1,000

学生\800

全席自由

無　　　料

11
　　Ｍｉｔａｋａ “Ｎｅｘｔ” Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ １４ｔｈ

催  し  物  名

中近東文化センター
アナトリア考古学研究所　　吉田

12/22・23

　第一部　香月流歌謡舞踊　　　第二部　峰山流古典舞踊

全席指定・各回

会員\900

12

無　　　料

　　　　城山羊の会 『身の引きしまる思い』　　作・演出：山内ケンジ

学生\800

全席指定・各回

無　　　料

全席指定・各回

会員 \2,700/一般 \3,000

高校生以下 \1,000

全席自由

洋画の名作を、あなたに。 会員\900

『素晴らしき哉、人生！』　『鉄道員』 一般\1,000

[自]一般 \2,000

高校生以下 \1,000

\3,000

洋画の名作を、あなたに。

三原綱木とわくわくパーティー　Ｖｏｌ．６

【会員】前売\2,800・当日\3,150 【一般】前売\3,200・当日\3,500【高校生以下】\1,000(前売・当日とも)

全席自由(日時指定・整理番号付)

全席自由

★・・・早期観劇割引・平日マチネ割引 【会員】前売\2,400・当日\2,700　 【一般】前売\2,700・当日\3,000 　【高校生以下】\1,000(前売・当日とも)

無　　　料

\3,000

『アラビアのロレンス』

入 場 方 法

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 
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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 

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。 

HP 

HP 

チケット発売日   

会員 11/7（木） 一般 11/8（金） 

HP 

HP 

HP 
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