
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

22(日) 14:00 三鷹市管弦楽団

16:00 0422(49)6152　辰口

22(日) 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

12(日) 11:00 東京大学ピアノの会

19:00 info@p-kai.net

19(日) 小学校訪問演奏アーティストによる

◎ ニューイヤー・ファミリーコンサート

　　「ピーターとおおかみ」

[託]

25(土) 千住真理子ヴァイオリンコンサート 14:00 東京第三友の会

16:00 03(3247)7007　藤原、岡田

26(日) 清水直子　ヴィオラ・リサイタル

◎ ピアノ：オズガー・アイディン

 [託]

・　　　　         　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）。

会員　S席\4,000　A席\3,000

バッハ：無伴奏チェロ組曲第５番ハ短調　ＢＷＶ１０１１
17:00

一般　S席\4,500　A席\3,500

シューベルト：アルペジョーネ・ソナタ　　　他

West Youth Choir クリスマスコンサート2013

U-23席(23歳以下)　\2,300

・◇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。

プロムナードマンドリンオーケストラ

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。　

 ・[指]は全席指定、[自]は全席自由です。

"赤ちゃんからのクラシック”　11:30開演

＊２歳以下は保護者のひざの上に限り無料

指定席前売\4,000(当日\4,500)

当日 \700

こども合唱団　ピッコリーニのクリスマス

[指]会員\900/一般\1,000/0歳～中学生\500

”小学生からのクラシック”15:00開演

[指]会員\1,350/一般\1,500

小・中学生\500

三鷹市管弦楽団第５３回定期演奏会 全席自由

\1,000

東京大学ピアノの会　一月演奏会

創価大学創大銀嶺合唱団 ［自］前売 \500　

1 無　　　料

自由席前売\3,500(当日\4,000)

月

無　　　料

15:00の
回のみ

15:00
全席指定

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

入 場 方 法催  し  物  名

12
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 全席自由

\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

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

月
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

無　　　料

岸邉眞知子主催

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 

2014年 

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 

HP 

展示室のご案内 
■ 三鷹市芸術文化センター 展示室 

■ 三鷹市公会堂 展示室 

三鷹市芸術文化センター・展示室は芸術文化に関する展覧会

にご使用いただけます。華道の展覧会も可能です。 

三鷹市公会堂・展示室は学習発表や研究発表、その他各種作品展にご使

用いただけます。可動間仕切りを外し連結して使用することも可能です。 三鷹市公会堂・第1～3展示室（連結） 

三鷹市芸術文化センター・第4展示室 

三鷹市芸術文化センター

会議室

三鷹市公会堂

会議室

室数 3 8（兼用会議室は除く）

使用目的 芸術文化に限る 芸術文化に限らず

広さ 33・40㎡ 35～44㎡

2013年 

 1 月  12 月 
2014年 

http://mitaka.jpn.org/ticket/1401260/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1401190/
http://www.p-kai.net/
http://piccolini-choir.com/
http://www.facebook.com/ginrei.chorus
http://westyouthchoir.sakura.ne.jp
http://mitaka-city-orchestra.com/
http://www.kyoko-miyazaki.com
http://osawashitsunai.wix.com/cooo
http://icu-brass.jimdo.com/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

11/29(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

12(日) 14:30 アンサンブル・マロニエ

◇ 16:30 0422(48)9035　池田

19(日) 16:30 リトルライトゴスペルクワイヤ　　荒嶋

18:00 littlelightgc@yahoo.co.jp

25(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

26(日) 新春初笑い寄席

[託] 林家たい平独演会

  開演14:00

・[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。　

・◇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。

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

中近東文化センター
アナトリア考古学研究所　　吉田

1

月

両日で参加費\1,000

12/22・23

完売御礼

12

全席指定・各回

◎
洋画の名作を、あなたに。 会員\900

『シェルブールの雨傘』　『ひまわり』 一般\1,000

アンサンブル・マロニエ　第２９回名曲コンサート 全席自由

\2,000

ゴスペルコンサート
無　　　料

Ｌｉｔｔｌｅ　Ｌｉｇｈｔ　Ｖｏｌ.2

学生\800

★・・・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)

入 場 方 法催  し  物  名

【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

月

◎
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

　　　　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

全席指定・各回

会員 \2,700/一般 \3,000

高校生以下 \1,000

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 

 1 月  12 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 

チケット発売日   

会員 12/19（木） 一般 12/20（金） 

HP 

HP 

2014年 

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 

■ 三鷹市芸術文化センター 会議室 
会議室のご案内 

■ 三鷹市公会堂 会議室 

三鷹市芸術文化センター・会議室は芸術文化に関するセミナー、

打ち合わせ等にご使用いただけます。第1・2会議室は連結して

使用することも可能です。 

三鷹市公会堂・会議室は会議や講習･研修・サークル活動、控

え室等にご使用いただけます。第1～3、第4～6会議室はそれぞ

れ連結して使用することも可能です。 

三鷹市芸術文化センター・第3会議室 

三鷹市公会堂・第1～3会議室（連結） 

三鷹市芸術文化センター

会議室

三鷹市公会堂

会議室

室数 3 8（兼用会議室は除く）

使用目的 芸術文化に限る 芸術文化に限らず

広さ 33・40㎡ 35～44㎡

昼の部完売   

夜の部発売中                   

http://mitaka.jpn.org/ticket/1401261/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1401250/
http://gc628.blog.fc2.com
http://www.jiaa-kaman.org
http://mitaka.jpn.org/ticket/1312210/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1312140/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1311290/

