
　

　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

2/25(火) 全館貸切 アトリエ・フラン

～2(日) 0422(43)4879　市川

４(火) 第1展示室

～ 0422(42)5733　佐藤

９(日) 皐月会展 第2展示室 皐月会

0422(49)3704　坪井

第3展示室 花の絵 ファンタジック水彩画の会

0422(44)6160　望月

11(火)～ 第36回 月曜会絵画展 全館貸切 月曜会

16(日) 0422(34)5247　高須

20(木)～ 全館貸切 櫻井信夫写真教室

23(日) 090(7942)6934　櫻井

　
　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

３ ７(金)～ 第４展示室 第五十八期東京学生書道連盟  　新井

月 ９(日) mtkg19h21@gmail.com

４ 17(木)～ 和布で遊ぶサンプルキルト展 第２展示室 キルターズ・ウェブ

月 20(日) 090(6703)0664　西本

・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。　

観覧時間：10:00～17:00（最終日は16:00まで）

無　　料
観覧時間：10:00～17:00（初日は12:00から、最終日は14:00まで）

東京学生書道連盟　第五十八期連盟卒展

無　　料

無　　料
観覧時間：10:00～18:30（初日は14:00から、最終日は16:00まで）

櫻井信夫写真教室作品展｢視点XⅣ｣
無　　料

観覧時間：10:00～18:00（最終日は16:00まで）

無　　料

春洋会かな書道作品展
無　　料

無　　料

2014 アトリエ・フラン研究科展
無　　料

観覧時間：11:00～20:00（ご入館は19:30まで）（初日は14:00から、最終日は17:00まで）

観覧時間：10:00～18:00（初日は12:00から、最終日は15:00まで）

観覧時間：10:00～18:00（初日は14:00から、最終日は17:00まで）

花のシンフォニー ファンタジック水彩画グループ展

観覧時間：10:30～19:00（初日は13:00から、最終日は17:00まで）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

３

月

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 

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 

HP 

2014年 

2014年 

2014年 

 ３ 月 ４ 月 

 ３ 月 ４ 月 

HP 

HP 

次 回 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(5/5は開館)、5/7(水) 

【観 覧 料】一般600円 ／ 65歳以上、学生(高･大)300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 

●講演会「パリの画家 マリー・ローランサン」   

三鷹ネットワーク大学共催 

講師：吉澤公寿氏（マリー・ローランサン美術館キュレーター） 

日時：4月27日（日）14:00～ 

会場：三鷹ネットワーク大学 *展覧会場とは異なります。 

（三鷹市下連雀3-24-3三鷹駅前協同ビル3階） 

定員：70人  参加費：無料   

※要電話予約（先着順）0422-79-0033 

パリ生まれのマリー・ローランサン（1883-1956）は優雅な色彩による独自の作風で知られています。 

本展では、初期の自画像から始まり、独自の作風が確立してからの優雅な女性像を中心に幅広い作品を展示致します。 

1953年70歳頃のマリー・ローランサン 

《花を生けた花瓶》  

1950年頃 油彩、板 49.5×35.5 cm 

関連プログラム 

2014年4月12日（土）～6月22日（日） 

http://mitaka.jpn.org/ticket/gallery/
http://homepage3.nifty.com/sakura-1532/
http://www.a-franc.com


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

１(土) 17:00 スタジオアムリタ

20:30 0422(23)6611　阿部

９(日) 13:30 三鷹市教育委員会　生涯学習課

15:30 0422(45)1151　内線3316　中

13(木) 19:00 nameshopチケットカウンター

20:30 090(8312)4480　柳澤

15(土) 国際基督教大学和太鼓部

16(日) 080(3500)1727

21(金祝) 17:00 大成高等学校　吹奏楽部

19:30 0422(43)3196　大高（顧問）

22(土) 明星学園和太鼓部 17:00 明星学園和太鼓部

　　第九回定期演奏会 19:15 0422(48)6221　松本・奥西

23(日) 三鷹市社会福祉協議会

0422(76)1271　菅谷

29(土)

[託]

30(日) 13:30 ＮＰＯ法人　M-STEP

16:30 070(5548)8884　平田

４(金) 14:00 三鷹警察署　三鷹市　三鷹交通安全協会

16:00 0422(45)1151内線2883　松永

５(土) 14:00 小堀ヴァイオリン教室

16:00 0422(43)0978 井上

６(日) 14:00 コールたぬき連絡事務所

16:00 03(3334)1888 松林

20(日) 11:15 アカデミア歌謡連盟

19:30 042(471)8523 志名

27(日) 11:00 三鷹現代日本舞踊連盟

15:40 0422(44)4511 林

・　　　　         　帯は財団主催事業です。  ・[自]は全席自由です。

・［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）。

 ・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。

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

５（水）～ 東京空襲資料展 第1・２展示室 東京都・三鷹市

11(火） 0422(45)1151内線2115　企画経営課

21(金祝) ＡＳＪ東京中央スタジオ（住まいの友和）

～23(日) 0120(791)117　飯塚

４ ４（金）～ 創作人形と和布の会

月 ６（日） 080(1230)3031　金川

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

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。

公益財団法人三鷹市芸術文化振興財団

創作人形と和布で作った壁掛と小物 第1展示室
無　　料

  　観覧時間：　10:00　～　17:00　(初日は11:00～17:00）

三鷹市民　交通安全のつどい
無　　　料

平成２６年度
無　　　料

ヴァイオリン発表会

この日あなたとコールたぬき　男声クヮルテットの魅力
無　　　料

ひょっこりひょうたん島（グレートマジョリタンの巻）他

総勢１３５名の歌唱と、盛り沢山の商品が当たる抽選会等、
無　　　料

バラエティに富んだコンサート

月

スタジオアムリタ発表会～ワールドダンスフェスティバル２０１４～

ｎａｍｅｓｈｏｐ Ｏｎｅｍａｎ Ｓｈｏｗ “BOX”

NPO法人M-STEP設立記念イベント

[自]大人\1,200/社協会員\1,000/小人\500

ペアチケット\5,000

国際基督教大学和太鼓部２０１４年春公演「あの音、」 [自]学生　前売\500/当日\1,000

　　　　　　　3/15：18:00開演　20:00終演　　　 3/16：13:00開演　15:00終演 一般　前売\1,000 / 当日\1,500

[自]大人 前売\1,000/当日\1,200

　うまれる 上映会　～スペシャルトークショーあり～

　　当日\1,500

４

[自]\3,000

３

月

大成高等学校吹奏楽部
無　　　料

　　第４回定期演奏会

[自]前売\1,200

HIKARI～ベリーダンス、バリ舞踊他

無　　　料

第１８回福祉映画会（最強のふたり上映）

http://mitaka.jpn.org

◇休館日のご案内◇

催  し  物  名 入 場 方 法

１）この催し物案内は、２０１４年２月２０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。

第202号　2014年 2月 28日発行
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１０４回　親子音楽会 『ジブリ音楽がいっぱい!』
無　　　料

4歳～小学生以下\500

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

午前の部　10:30開演　／午後の部　14:00開演 その他親子ペア(大1小1)チケット等あり

柳家小三治独演会

完売御礼
　　14:00開演

第二十六回現代日本舞踊発表会（芸術文化祭参加）
無　　　料

月

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

３ 無　　料
　　観覧時間：　9：00　～　17:00 ※3/10(月)は休館です。

第５回　未来をのぞく住宅展　～建築家との無料相談会同時開催～

※主催者の都合により中止となりました。

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 

2014年 

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 

HP 

HP 

HP 

HP 

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 

 ３ 月 ４ 月 

HP 

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ 

 

3/25（火）、4/1（火）、4/8（火）～11（金） 

は臨時休館いたします。 

http://mitaka.jpn.org/
http://chortanuki.jimdo.com/
http://www.m-step.org/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1403290/
http://www.mitakavc.net/
http://www.taisei.ed.jp/
http://icuwadaiko-anone.jimdo.com/
http://nameshop.jp/
http://studioamrita.com/index.html

