
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

１(土) 斎藤輝彦コントラバスリサイタル 18:00 アット・ミュージック

◇ 20:00 0422(41)2213　斎藤

２(日) 13:30 日本獣医生命科学大学　合唱団赤とんぼ

創部50周年　記念演奏会 16:00 0422(31)4151　内線261　河上

16(日)

◎ 鈴木秀美を迎えて　vol.3

[託]

18(火) 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

20(木) 梶野絵奈＆小川哲朗リサイタル 19:00～21:00 宮地楽器小金井店

Ｒ．シューマン　ヴァイオリンソナタ全曲ＣＤ発売記念 042(385)5585

21(金祝) 東京電機大学中学高等学校吹奏楽部　第４回演奏会 13:30 東京電機大学中学高等学校吹奏楽部

15:30 0422(37)6488　鈴木

23(日) みたかジュニア・オーケストラ

◎ 第12回スプリング・コンサート

[託]

25(火) 18:30 明星学園高等学校音楽科

21:00 0422(48)6221　間宮

27(木) 18:00 明星学園中学校・高等学校

第４８回定期演奏会 20:00 0422(47)2196　小畑

28(金) 18:30 東京都立芦花高等学校

20:30 03(5315)3322　辰田

29(土) ＴＳＵＫＥＭＥＮ ＬＩＶＥ 2014

◎ 出演　TAIRIKU／KENTA／SUGURU

[託]

４(金) 17:45 アイエムシーミュージック

21:00 03(3401)9760　チケットセンター

５(土) 14:00 都立西高校管弦楽部

15:40 03(3333)7771　英語科 上野

12(土) 14:00 小さな小さな音楽会事務局

◇ さあ　コンサートにでかけよう！！ 16:00 03(3382)3358　市橋

20(日)

◎ ＴＭＰオペラ・プロジェクト第6弾　Ｗ.Ａ.モーツァルト：歌劇『魔笛』

[託]

27(日) 諸隈まりピアノリサイタル 14:00 私はピアニストの会

◇ 15:30 090(1535)3943

29(火祝) 19:00

20:45

30(水) 東京都交響楽団メンバーによる　弦楽四重奏 11:00

12:00 株式会社ＴＹＫ総合企画   安永

13:30 figure831@s3.dion.ne.jp

15:00

19:00

20:45

・◎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）。

・◇のチケットは、公演前日まで三鷹市芸術文化センターで販売しております。

　組曲「朝のリレー」、ディズニーメドレー　　他

全席自由

\4,500

無　　　料

[指]Ａ席 \3,000　　

全席自由

会員 \4,500

一般 \5,000

学生 \2,500

15:00

17:00

トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ　第66回定期演奏会

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

バッハ　無伴奏　演奏会（１）　戸田弥生

入 場 方 法催  し  物  名

14:00

17:00

全席自由

無　　　料

4歳～小学生 \1,000

中高生 \2,000

会員 \3,800／一般 \4,200

コントラバス教則本　出版記念演奏会

曲目　J.C.バッハ：カルテットop．19-2より

　　　　Ｗ.Ａ.モーツァルト：交響曲第35番「ハフナー」より　第１楽章

日本獣医生命科学大学　合唱団「赤とんぼ」

私立明星学園高等学校音楽部　第36回定期演奏会

トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ スペシャル・コンサート

曲目　ドヴォルジャーク：弦楽セレナーデ　ホ長調　op．22

　　　　シェーンベルク：浄夜 op．4　(1943年　弦楽合奏版)

明星学園中学校・高等学校　アンサンブル部
無　　　料

全席指定

全席指定
17:00

19:00

全席自由

３

月

４

月

会員 \720

一般 \800

一般 \3,500/学生 \2,000

一般 \4,000／学生 \2,000

三鷹市内在住または在学の

小・中学生\1,000

[自]　\3,500（前売\3,000）

親子セット券（中学生まで）前売のみ\5,000

[指]会員 \3,500

14:00

16:00

\6,000

無　　　料

未就学児(4歳以上) \500

無　　　料

東京都立芦花高等学校吹奏楽部第１０回演奏会
無　　　料

都立西高等学校管弦楽部第３３回定期演奏会

全席指定

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

\3,000

高田匡隆　 昼下がりのハンガリー　ピアノ曲

・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。

バッハ　無伴奏　演奏会（２）　戸田弥生

全席自由

\3,000

全席自由

\3,000

\1500

\2,500

全席自由

全席自由

Ｂ席 \2,000/Ｃ席 \1,000

第３８回　小さな小さな音楽会

ピアノ・コンチェルトとの夢の出逢い　三鷹公演

 J．ウィリアムズ／渡辺俊幸：スター・ウォーズ

 ＳＵＧＵＲＵ：ＡＫＡＴＳＵＫＩ　ほか

　　　※合唱および三人の童子の出演のない短縮版でお贈りします

　指揮：阪　哲朗　　演奏会形式/全2幕・ドイツ語上映・日本語字幕つき　

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 

HP 

2014年 

４ 月 
2014年 

 ３ 月 

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 

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 

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 

HP 

HP 

HP 

HP 

HP 

http://tyk-think.jimdo.com
http://www.mari-music2009.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1404200/
http://www2s.biglobe.ne.jp/~chiisana/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1403291/
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http://www.ena-violin.com
http://www.idaki.co.jp
http://mitaka.jpn.org/ticket/1403161/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

１(土) アニメーション古今東西その１１ 三鷹市コミュニティ文化課

0422(45)1151　内線2515　花岡

２(日) 第１２回　インディーズアニメフェスタ 13:00 三鷹市生活環境部生活経済課

16:00 0422(45)1151　内線2543　佐藤

８(土) ＣＩＮＥＭＡ　ＳＰＥＣＩＡＬ

洋画の名作を、あなたに。

９(日) 柳家権太楼　独演会

　14:00　開演

15(土) ＣＩＮＥＭＡ　ＳＰＥＣＩＡＬ

洋画の名作を、あなたに。

16(日) 瀧川鯉昇　独演会

 [託] 　14:00　開演

２１(金祝) 柳家花緑　独演会

◎ [託] 　昼の部14:00/夜の部18:00　開演

22(土) ＣＩＮＥＭＡ　ＳＰＥＣＩＡＬ

洋画の名作を、あなたに。

23(日) 肥田尚美　音楽教室 13:00 肥田尚美　音楽教室

ピアノ発表会 15:40 musicasa703@parkcity.ne.jp

26(水) ミュージカル「黒い兄弟」 ミュージカルスクエア

27(木) 　　　　　　　　　　　　　　　0422(26)4014

28(金) レッツ・ゴー・イングリッシュクラブ 16:00 レッツ・ゴー・イングリッシュクラブ

春の子ども英語ミュージカル 18:30 0422(51)4103　小西

６(日) 13:30 ＤＡＶＩＳ

～Ｓｕｎｄａｙ à ｌａ ｃａｒｔｅ　２０１４～ 18:00 0422(48)8013　伊達

11(金) 13:00 三鷹市民謡連合会

17:00 0422(49)4478　戸塚

12(土) 13:00 キラキラバイオリン教室

16:00 0422(76)1996　シモバ

13(日) ピアノ発表会 14:00 穴田

16:30 aykanada@gmail.com

16(水) 舞台芸術の学校（Ｐ．Ａ．Ｉ）卒業時本公演　「野生のパンツ」 舞台芸術の学校事務局

  14:00～15:45 / 18:00～19:45 予定 03(3385)2066  山内

19(土) 柳家市馬　独演会

 [託] 　14:00　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。 

・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。　

　　当日 \2,700

無　　　料

完売御礼

４

未定
全席指定

\2,500

無　　　料

心を込めてお届けします。ぜひご来場を。　入退場自由

★キラキラバイオリンメンバーによるソロコンサート♪
無　　　料

[自]前売 \2,500

◎
会員 \900

『ゴッドファーザー　PARTⅢ』 一般 \1,000

昼夜入替制　昼の部11:00/夜の部16:00　上映開始 学生 \800

伊達佑介うたのスクール音楽会　２０１４

無　　　料

月

無　　　料

無　　　料
戸塚秀世民謡生恬50周年の会開催。

一流のプロ歌手多数応援出演。他に楽しい企画がいっぱい。ぜひご来場を

◎
会員 \900

『ゴッドファーザー　PARTⅡ』 一般 \1,000

会員 \900

全席指定・各回

昼夜入替制　昼の部11:00/夜の部16:00　上映開始 学生 \800

完売御礼

◎

３

月

全席自由　無料第１部　13:00～15:00／第２部　15:30～18:00

第１部・第２部とも当日券は先着50名様

入 場 方 法

一般 \1,000

無　　　料

全席指定・各回

全席指定

会員 \2,700/一般 \3,000

高校生以下 \1,000

昼夜入替制　昼の部11:00/夜の部16:00　上映開始 学生 \800

『ゴッドファーザー』

催  し  物  名

全席指定・各回

完売御礼

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 

HP 

昼の部完売   

夜の部発売中                   

2014年 
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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 

HP 

 ３ 月 ４ 月 

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 

http://www.musical-square.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1403220/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1403210/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1403160/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1403150/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1403090/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1403080/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1404190/
http://pai-art.org/
http://kirakiraviolin.web.fc2.com/

