
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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]

24(金) 17:30 杉並学院高等学校

20:00 03(3316)3311  渕上

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]

１(土) 14:00 カンタータ・ムジカ・Ｔｏｋｙｏ

16:00 03(3990)3686  本橋

２(日) 14:00 ＡＣＯ

16:00 090(1055)1756  柴田

９(日) 14:30 アンサンブル瑞樹  前田

16:15 fcmizki@gmail.com

11(火祝) 14:00 WCO広報

16:00 080(4152)9990

15(土) フライブルク・バロック・オーケストラ

◎

 [託]

16(日) 14:00 プロジェクトイオ

15:45 090(9012)8737　飯田

19(水) 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

22(土) 14:00 コープみらい４ブロック三鷹市コープ会

16:00 090(7307)4280　高橋

23(日) 14:00 クレセントフィル広報

16:30 090(5577)5310  花本

26(水) 18:00 日本大学芸術学部音楽学科打楽器専攻代表

20:30 080(5197)2400　室橋

・◎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）。

クレセントフィルハーモニー管弦楽団　第２４回演奏会
無　　　料

杉並学院高等学校合唱部第２１回定期演奏会

早稲田室内管弦楽団　プロムナードコンサート２０１４ 全席自由

\1,000

Ｐｒｏｊｅｃｔ ＩＯ ロマンハーモニックコンサート
無　　　料

自由席前売\3,500(当日\4,000)

指定席前売\4,000(当日\4,500)

17:00

19:00

S席　完売御礼

A席　会員\4,500/一般\5,000

無　　　料

会員　S席\4,000　A席\3,000

 ・　　　　         　帯は財団主催事業です。   ・[指]は全席指定です。  

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

２

月

第1番ヘ長調BWV1046/第6番変ロ長調BWV1051/第2番ヘ長調BWV1047

入 場 方 法催  し  物  名

東京大学ピアノの会　一月演奏会

＊２歳以下は保護者のひざの上に限り無料

[指]会員\900/一般\1,000/0歳～中学生\500 [指]会員\1,350/一般\1,500

小・中学生\500

15:00
全席指定

・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。

全席自由

\500

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 U-23席(23歳以下)　\2,300

無　　　料

無　　　料

１ 無　　　料

月

15:00の
回のみ "赤ちゃんからのクラシック”　11:30開演 ”小学生からのクラシック”15:00開演

　メンデルスゾーン交響曲第三番「スコットランド」他

アンサンブル瑞樹　第六回定期演奏会

第3番ト長調BWV1048/第5番ニ長調BWV1050/第4番ト長調BWV1049

Ａｂｅｎｄｓｔｅｒｎ Ｃｈａｍｂｅｒ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ

第19回　わかばコンサート　～弦楽五重奏を楽しもう～

ドボルザーク「アメリカ」　ウィンナワルツ集　他

第８回定期演奏会

U-23席(23歳以下)\3,000

全席指定

日本大学芸術学部音楽学科打楽器専攻学生有志による

第八回打楽器アンサンブル演奏会

全席自由

\6,000

カンタータ・ムジカ・Ｔｏｋｙｏ第２３回演奏会

～バッハからモーツァルト～　カンタータ４番，戴冠ミサ曲　他

全席自由

\3,500

全席自由

\2,000

J.S.バッハ：「ブランデンブルク協奏曲」(全６曲)

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 

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 

2014年 

 １ 月  ２ 月 
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三 鷹市芸術 文化セン ター美術 展示室の ご案内  

三鷹市芸術文化センター地下1階にある展示室は、絵画や書道だけでなく華道などの展示にも使用され

ています。 

真っ白な壁と、木のぬくもり優しいフローリングがすがすがしく洗練された空間をつくり出しています。また、

一部には自然光が取り入れられるなど、ユニークな効果を生み出しています。 

同じフロアにはレストランも併設されており、遠方からのお客様もお迎えしやすい施設です。 

是非ご利用ください！！ 
第4美術展示室使用時 

HP 

http://mitaka.jpn.org/geibun/studio.php
http://crephil.main.jp/index.html
http://www.idaki.co.jp
http://facebook.com/projectio2014
http://mitaka.jpn.org/ticket/1402150/
http://wco-jpn.com
http://fcmizki.web.fc2.com/information.html
http://orchestra.musicinfo.co.jp/~ACOhome/
http://sound.jp/cantata-musica-tokyo/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1401260/
http://www.suginami.ac.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1401190/
http://www.p-kai.net/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

８(土) 立川志らく独演会

 ◎ 　昼の部14:00/夜の部18:00　開演

[託]

９(日) 14:00 ＪＵＮＫ ＣＰＯ  松村

ウィンターコンサート 15:30 junkcpo2@gmail.com

11(火祝) 13:30 デュオの会

16:00 090(9811)8330　上出

15(土) ＣＩＮＥＭＡ　ＳＰＥＣＩＡＬ

洋画の名作を、あなたに。

22(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

・　　　　        　帯は財団主催事業です。 

・[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。　

・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。 

・◇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。　

2本立て/昼夜入替制　昼の部11:00/夜の部16:00上映開始

全席指定・各回

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

『大人は判ってくれない』『日曜日が待ち遠しい！』

ＪＵＮＫ Ｃｒａｚｙ Ｐｏｏｌ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ
無　　　料

Ｋｌａｖｉｅｒ－Ｍａｔｉｎｅｅ　ピアノ合同発表会
無　　　料

会員 \2,700

高校生以下 \1,000

一般 \3,000

全席指定・各回

学生 \800

\2,000

ゴスペルコンサート
無　　　料

Ｌｉｔｔｌｅ　Ｌｉｇｈｔ　Ｖｏｌ.2

２

月

１

月

全席自由

完売御礼

催  し  物  名 入 場 方 法

完売御礼

アンサンブル・マロニエ　第２９回名曲コンサート

◎
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

全席指定

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 

チケット発売日   

会員 1/23（木） 一般 1/24（金） 

HP 

三鷹市芸術文化センター  

チケットカウンター 
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HP 

HP 

昼の部完売  夜の部発売中                   

 １ 月  ２ 月 
2014年 

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 
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2月9日(日)まで開催中 
 
【会 場】太宰治文学サロン  

 三鷹市下連雀3-16-14 グランジャルダン三鷹1F 

【開館時間】 10:00〜17:30 

【入館料】無料 

【休館日】月曜日（月曜が休日の場合は開館し、 

 休日を除く翌日・翌々日が休館） 

太宰治文学サロン 世界に広がるDAZAI文学 ─「斜陽」と「人間失格」を中心に 

太宰治の作品は世界中で翻訳されています。翻訳本は、英語、フランス語、

ドイツ語、などその数は300以上にのぼっています。 

今回の企画展示では、世界各国の太宰治の翻訳本をご紹介します。また三

鷹時代の代表作であり人気作でもある「人間失格」と「斜陽」を中心に、原稿

（複製）、初出誌、初版本と英語、フランス語、ドイツ語などの翻訳本を展示し

ます。展示を通して、太宰治作品の世界への広がりや装幀の違いなどを感じ

つつ、想像を膨らませていただければ幸いです。 

三鷹市山本有三記念館企画展  文学の彩り  山本有三作品の挿絵と装幀 

中村研一装幀『女の一生』 中央公論社 1933年 

作家が生み出した物語を、芸術家の挿絵や装幀が彩る。

新聞小説や本という物理的な制約もある中、両者の共同

作業によって作品世界が作られています。本展では田辺

至の「波」挿絵原画や中村研一装幀の『女の一生』初

版本、川端龍子装幀の『女人哀詞』などを展示してい

ます。「読む」だけではない、文学を「見る」愉しみを感

じていただければ幸いです。 

2月23日(日)まで開催中 
 
【会 場】三鷹市山本有三記念館  

 三鷹市下連雀2-12-27  

【開館時間】 9:30〜17:00 

【入館料】 300円（20名以上の団体200円） 

＊中学生以下、障害者手帳持参の方とその介助者、 

校外学習の高校生以下と引率教諭は無料 

＊「ぐるっとパス」をご利用いただけます。 

【休館日】月曜日（月曜が休日の場合は開館し、 

 休日を除く翌日・翌々日が休館） 

次回企画展示  2月11日（火祝）～ 三鷹時代の佳品「善蔵を思ふ」－太宰治と葛西善蔵－ 

http://mitaka.jpn.org/ticket/130907y/
http://mitaka.jpn.org/ticket/130919d/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1402220/
http://mitaka.jpn.org/ticket/star/program_yogameisaku.jpg
http://junk-cpo.sakura.ne.jp/index.html
http://mitaka.jpn.org/ticket/1402080/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1401261/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1401250/
http://gc628.blog.fc2.com

