
　

　　　 

　
　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

14(水)～ 第８回　“グループ創美展” 第４展示室 “グループ創美”

18(日) 080(3095)9690　戸村

21(水)～ 第１８回・国立高校ＯＢ美術展 第４展示室 国立高校同窓会・ＯＢ美術展幹事

25(日) 0422(31)1356　足立

・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。　

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

５

月

無　　料
観覧時間：11:00～18:00（初日は13：00から、最終日は17:00まで）

無　　料
観覧時間：10:00～18:00（初日は13：00から、最終日は17:00まで）

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 

 ５月 ６月 

 ５月 

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 

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、油彩・版画等69点を展示し

ています。ポストカード・一筆箋・マグネットなどのローランサングッズも会場限定で販売中！ 

2014年6月22日（日）まで 

《花を生けた花瓶》  

1950年頃 油彩、板 49.5×35.5 cm 

【ワークショップ】  

こどもアートクラブ  「ふしぎな世界のゆらふわボール」 
宙に浮かんだ小さな世界を作るよ どんなふうにしようか？ どんなものを使う？ 

【日 時】2014年 5月31日(土) 10:30〜16:00 （予定） 

【会 場】三鷹市美術ギャラリー、三鷹市芸術文化センターB1F・アートスタジオ 

【企画・進行】NPO MAG-net（マグネット） 

【対象・定員】小学生・20人 【参加費】2,000円（材料費込み） 

【申込方法】往復はがき または faxにて 

1）住所 2）氏名(ふりがな) 3）性別 4）学校名 5）学年  

6）電話番号・fax番号(faxでお申込みの方にはfaxで返信いたします) 

7）どこから情報を得たのか 8）往復はがきの方は返信用はがき宛先(住所・氏名) をご記入のうえ、 

〒181-0013 三鷹市下連雀3-35-1 三鷹市美術ギャラリー ワークショップ係 宛 

にお送りください（fax:0422-79-0030）。 

【応募締切】2014年5月21日(水) 必着 ＊なお応募者多数の場合は抽選になります。 

関 連 プ ロ グ ラ ム    

《モンテスパンとラヴァリエール》  

1952年頃 油彩、カンヴァス 55×46.5 cm  

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、展示室内の一

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。 

休憩室の他、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。 

ぜひご利用ください！！ 
第４美術展示室使用

http://mitaka.jpn.org/geibun/studio.php
http://mitaka.jpn.org/ticket/140412g/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

４(日) 15:00 イマジンミュージカル

17:00 0422(76)6900　立枕

月 ５(月祝) 14:00 バウムクーヘン室内管弦楽団

16:00 0422(29)8244　スズキ

６(火休) 10:00 （公社）才能教育研究会関東地区指導者会

16:00 03(3295)0270

10(土)

11(日)

17(土） 13:00 三鷹市企画部企画経営課

16:00 0422(45)1151内線2115　山本

24(土) オペラ「ＪＵLＩＥＴ」 15:00 ＹＮＯ（新津）

17:30 090(6542)5868　新津

25(日) 深緑吟詠剣詩舞大会 10:30 三鷹市吟詠連盟

16:30 0422(72)0032　橋本

１(日) 14:00 和太鼓集団風聚事務局

16:00 090(3428)4951　渡邉

７(土） ゴスペルライブ２０１４ ヤマハ吉祥寺センター

0422(21)7191　東方

８(日） ヤマハ吉祥寺センター

0422(21)7191　徳留

14(土） 第２１回市老連カラオケ大会 12:30 三鷹市老人クラブ連合会

15:30 0422(47)5137　高橋

15(日） 14:00 みたか環境活動推進会議・三鷹市

16:00 0422(45)1151内線2525　大島

22(日） 13:30 三鷹市吹奏楽団事務局

16:00 090(3593)6014　大野

・　　　　         　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）

６ ４(水）～ 展示室全室 ＳＵＮＳＨＩＮＥ　ＧＡＬＬＥＲＹ

月 ８(日) 090(4933)7304　北村

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

全席自由

中南米と日本絵画～哀しみをそえて～比較巡回展－２０１４年

和太鼓集団風聚PRESENTS 全席自由

風聚フレンズミーティング２０１４『とどけ！鼓の音』 \500

未定 無　　　料

ＪＥＦ／ＥＳ ２０１４ ｉｎ吉祥寺センター
未定 無　　　料

無　　　料

ブレーメンの音楽会　エコミュージカルコンサート
無　　　料

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４月２２日（火）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204号　2014年5月1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。

無　　料

[自]大人\4,000/親子券\4,000

～Ｒ.シュトラウス生誕１５０年記念 学生（高校生以下）￥2,000

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

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

６

５

みんなでｅｃｏしてごちそうさん　ほか環境標語表彰式

月

“こどもの日スペシャル”

講演会：海老名香葉子さん

無　　　料

東西狂言の会
完売御礼

第３５回憲法を記念する市民のつどい

全席指定

S席 \4,000/A席 \3,500

みどりの音楽祭２０１４コンサート

スズキ・メソード　大合奏会

若草物語～ルイザが描く愛の世界～

イマジンミュージカル自主公演

観覧時間：　9:30～20:00（初日は12:00から、最終日は18:00まで）

立川談春独演会
完売御礼

　15:00開演

全席指定

\4,000

無　　　料

  14:00開演

無　　　料

\500

三鷹市吹奏楽団第３３回定期演奏会

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 

 ５月 ６月 

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 

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ 

 

●6/24（火）～28（土）は臨時休館いたします。 

●5/8（木）は展覧会のみ開催し、チケット販売・施設 

利用申込などの窓口業務は休止いたします。 

 

http://mitaka.jpn.org/
http://takasui.net/
http://www.kazeshu.com/
http://www.geocities.jp/yno_opera/YNO/Top.html
http://mitaka.jpn.org/ticket/1405110/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1405100/
http://www.suzukimethod.or.jp/
http://music.geocities.jp/kpb_tokyo/
http://chi-ro9.wix.com/ing-hp

