
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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]

26(土) 18:00

20:00 090(1201)8360  佐藤

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

13:30 株式会社ＴＹＫ総合企画   安永

◇ 15:00

19:00 figure831@s3.dion.ne.jp

20:45

２(金) 19:00

◇ 21:00

３(土祝) 18:00 フィルハーモニア・アンサンブル東京　志村

新緑のモーツァルト 20:15 pet-inqry@freemｌ.com

５(月祝) 第２４回　奈切敏郎チェロスクール演奏会 14:30 ユー・アーツ音楽事務所　原田

18:00 music@yu-arts.com

６(火休) 15:00 上畑音楽事務所　　上畑

Ｂｒｅａｔｈ Ｗｉｔｈ Ｓｏｕｌ 心の深呼吸２ 17:00 info@uz-world.com

10(土) 14:00 井草混声合唱団　伊藤

17:00 hideki-ito-hideki@jcom.home.ne.jp

11(日) 14:00 フィルハーモニア・エテルナ事務局

曲目：ベートーヴェン　交響曲第４番　他 15:45 contact@phil-aeterna.org

13(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 info@idaki.co.jp

17(土) 14:00 ゴールデンメイツ代表

16:00 0422(46)9661　中山

18(日) 15:30 (株)リアルクリエート

宮﨑京子と陽気な仲間達 17:30 0422(44)8511　阿比留

24(土) 大成高等学校合唱部　第１１回「春の演奏会」 18:00 大成高等学校合唱部

～そのものの響きをもとめて～ 20:00 0422(43)3196　藤巻

25(日) 14:00 三鷹市民混声合唱団

16:30 0422(47)3391  団長 菊池

30(金) 前田直子ソプラノコンサート　ＣＡＮＴＡ ＣＯＮ ＭＥ 19:00 前田

　～一緒にうたいましょう～ 21:00 gruppehase24@yahoo.co.jp

31(土) コンチェルト・ケルン

◎

[託]

・◎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。

第３８回　小さな小さな音楽会

第５回フィルハーモニア・アンサンブル東京演奏会 全席自由

高田匡隆　 昼下がりのハンガリー　ピアノ曲

無　　　料

全席自由

全席自由

　　　※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　
17:00

島田彩乃　ピアノの旅―フランスとドイツ

\3,000

全席自由

一般 \5,000

学生 \2,500

\3,000

メゾフォルテ吹奏楽団　第８回定期演奏会

入 場 方 法催  し  物  名

４

月
都立西高等学校管弦楽部第３３回定期演奏会

[指]前売 \3,500

三鷹市民混声合唱団　フォーゲル

第６回コンサート　指揮 平川信　ピアノ 奈良原弘美
無　　　料

フィルハーモニア・エテルナ　春季演奏会2014 無　　　料

満席の場合は入場をお断りすることがございます

全席自由

\1,000

バッハ　無伴奏　演奏会（１）　戸田弥生

全席自由

\2,500

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

\4,500

無　　　料

15:00
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 全席指定

[指]Ａ席 \3,000　　

会員 \4,500

Ｂ席 \2,000/Ｃ席 \1,000

ピアノ・コンチェルトとの夢の出逢い　三鷹公演

５

全席自由

\6,000

第２２回モンジャーニ　日本、世界の名曲を楽しむ夕べ 全席自由

曲目 ヘンデル ： 合奏協奏曲　ト長調 ｏｐ.６-１

       Ｊ.Ｓ.バッハ ： ヴァイオリン協奏曲　イ短調 ＢＷＶ１０４１

       ヴィヴァルディ ： 弦楽とチェンバロのための協奏曲 ト短調 ＲＶ１５６ ほか

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

・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。

　　　学生 \1,500

無　　　料

無　　　料

[自]一般 \3,000

17:00

19:00

全席指定

会員 Ｓ席\4,500/Ａ席\3,600

一般 Ｓ席\5,000/Ａ席\4,000

Ｕ-23席\2,500

月

\3,000

　　当日 \4,000

井草混声合唱団　創立３０周年　演奏会　２０１４

上畑正和＆ウォン・ウィンツァン　即興演奏コンサート

　男声合唱「ゴールデンメイツ」　５周年記念

「そこまでやるか！朗老コンサート」
無　　　料

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

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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開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

５(土) 14:30 アール・バレエスタジオ

16:30 0422(31)5622　鈴木

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

27(日) Ｍｉｙｏｋｏ歌謡教室成果発表会 11:00 Ｍｉｙｏｋｏ歌謡教室

18:30 0422(31)2914　髙野

３(土祝) 10:00 ＮＰＯ法人　西演歌教室

16:30 0422(47)8371　西

10(土) 13:00 うみとも

15:30 080(5077)3585　おおとも

31(土) 桃月庵白酒　三遊亭兼好　二人会

 [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。　

うみともコンサート（ＧＡＲＮＥＴ ＣＲＯＷファンコンビ） 全席自由

完売御礼

\1,000

　　　　　パラドックス定数　第32項　『昭和レストレイション』　　 作・演出：野木萌葱

前売 ＝ 会員：\2,500 ／ 一般：\3,000　  　高校生以下 ＝ 前売・当日とも　\1,000(当日学生証拝見)

5/16(金)～5/25(日)　  全11公演

催  し  物  名

無　　　料

[自]前売 \2,500

伊達佑介うたのスクール音楽会　２０１４

無　　　料

　　当日 \2,700

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♪

当日 ＝ 会員：\2,700 ／ 一般：\3,200　　 ※未就学児童のご入場はできません　 ※日時指定・全席自由・予約順に整理番号発行

入 場 方 法

月

４
アール・バレエスタジオ　第２回　スプリングコンサート

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

５

完売御礼

ー歌える人生のよろこびをー

第１３回カラオケ生涯学習成果発表会
無　　　料

 
 

 
  

    三鷹市芸術文化センター 
 

 
          チケットカウンター 

 
 

0422(47)5122 

チケット発売日   

会員 4/17（木）  

一般 4/18（金） 

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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創作・展示室、通称アートスタジオは三鷹市芸術文化センターの地下1階にあり、絵画や書道や華道の展示施設としてだけではなく、芸術文化の創作活動

にも使用できる施設です。創作活動での利用に際しては美術創作室という名称で呼ばれます。可動壁を使って最大５室まで分割することが可能で、おもに

絵画やいけばなの制作の場、ワークショップや工作、書道教室などでもご利用いただいております。三鷹市美術ギャラリーで企画展が開催される際には、こ

ども向けワークショップの会場となっていることでもすっかりおなじみです。ぜひご利用ください。 

三鷹市芸術文化センター美術創作室のご案内  

机・イス設置 

http://mitaka.jpn.org/ticket/1405311/
http://mitaka.jpn.org/
http://umitomo.webcrow.jp
http://mitaka.jpn.org/ticket/1404190/
http://pai-art.org/
http://kirakiraviolin.web.fc2.com/
http://mitaka.jpn.org/geibun/studio.php

