
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

２(金) 19:00 株式会社ＴＹＫ総合企画   安永

◇ 21:00 figure831@s3.dion.ne.jp

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]

１(日) 第20回　ピアノジョイントコンサート 14:00 毬蹴門会(まけるもんかい)

16:00 0422(55)3553　髙井

７(土) フランチェスコ・トリスターノ　ピアノ・リサイタル

◎

[託]

８(日) 14:00 ＴＣＰ事務局ＰＲ部　冨岡

◇ 16:05 newTCP@gmail.com

13(金) 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

15(日) 第４２回　三鷹市民コンサート 14:00 三鷹市教育委員会　生涯学習課

～ロシア２大巨匠のロマンを堪能する至福のひととき～ 16:00 0422(45)1151　中

20(金) 18:30 早稲田大学弦楽合奏団律ゾリステン 佐渡

20:30 ritzsolisten.strings@gmail.com

21(土) 14:00 くにたちバロックアンサンブル　北垣

15:30 kunibaro@gmail.com

26(木) 19:00 042(848)0588　池田

～池田哲美の世界～ 21:00 028(765)0230　臼井

27(金) 國學院大學久我山中学高等学校音楽部 18:00 國學院大學久我山中学高等学校

　第３８回定期演奏会 20:15 03(3334)1151　飯島

28(土) 13:00 カンツォーネ「サークルいっち」

16:00 090(8435)8676　坂爪

・◎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。

無　　　料

入場整理券が必要です

チェンバー・フィルハーモニック東京　第１５回演奏会 [自]前売 \1,500

ＴＣＰベートーヴェン・サイクル＃３　　《エロイカ》！

６

月

　　当日 \2,000

 フランチェスコ・トリスターノ：ハロー 会員　\3,600

 J.S.バッハ：フランス組曲第２番ハ短調ＢＷＶ８１３　ほか
19:00

一般　\4,000

Ｕ-23 \2,000

全席自由

\6,000

全席自由

\2,500

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

19:00
一般 Ｓ席\5,000/Ａ席\4,000

Ｕ-23席\2,500

　　　学生 \1,500

無　　　料

[自]一般 \3,000

17:00
全席指定・Ｓ席僅少

会員 Ｓ席\4,500/Ａ席\3,600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

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

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

全席自由

\2,500

島田彩乃　ピアノの旅―フランスとドイツ

\3,000

月

無　　　料

\3,000

　　当日 \4,000

井草混声合唱団　創立３０周年　演奏会　２０１４

無　　　料

第５回坂爪いちおカンツォーネ教室発表会
無　　　料

入 場 方 法催  し  物  名

[指]前売 \3,500

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

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

無　　　料

17:00
全席指定

早稲田大学弦楽合奏団律ゾリステン第６７回定期演奏会
無　　　料

 ・　　　　         　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。

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

くにたちバロックアンサンブル　第11回演奏会
無　　　料

臼井茂美・西岡知子　ピアノ・デュオ・リサイタル

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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http://www.concertsquare.jp/blog/2014/201403046.html
http://mitaka.jpn.org/ticket/1406070/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1405310/
http://vogel.main.jp/
http://www.taisei.ed.jp
http://www.kyoko-miyazaki.com
http://www.idaki.co.jp
http://phil-aeterna.org/
http://www.uz-world.com/
http://www.yu-arts.com
http://phil-ensemble-tokyo.blog.so-net.ne.jp/
http://tyk-think.jimdo.com
http://homepage2.nifty.com/shige-kun/kbe/
http://sound.jp/ritz-solisten/index.html
http://www.idaki.co.jp


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

３(土祝) 10:00 ＮＰＯ法人　西演歌教室

16:30 0422(47)8371　西

６(火休） 10:00 三鷹市民謡連合会

17:00 0422(49)4478　戸塚

10(土) 13:00 うみとも

15:30 080(5077)3585　おおとも

5/16(金)～5/25(日)　  全11公演

◎

27(火) 第５３回春季民謡舞踊大会 10:30 三鷹市民謡連盟

15:00 0422(43)5985　三上

31(土) 桃月庵白酒　三遊亭兼好　二人会

 [託] 　14:00　開演

１(日) 14:00 フラ・ハラウ・オ・ケ・アーヌエヌエ

16:15 0422(79)0410　ロケレア・橋本みゆき

６(金)～15(日)　  全12公演

◎ ブルドッキングヘッドロック+三鷹市芸術文化センター　presents

　　　　　　太宰治作品をモチーフにした演劇公演　第１１回　「おい、キミ失格！」　　作・演出：喜安浩平

24(火) マロニエの会シャンソン発表会 13:30 マロニエの会

16:00 090(1035)6793　稲垣

・　　　　        　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。　

日本アカデミー賞受賞映画の「桐島、部活やめるってよ」の脚本
を担当するなど今注目を集める喜安浩平による太宰治の世界!!

　　　　　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　出演：小野ゆたか/近藤芳正 ほか

二・二六事件をモチーフに、強靭な想像力で描かれる舞台

完売御礼

\1,000

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)　　5/17(土)のみ託児あり

第１３回カラオケ生涯学習成果発表会
無　　　料

無　　　料

うみともコンサート（ＧＡＲＮＥＴ ＣＲＯＷファンコンビ） 全席自由

催  し  物  名 入 場 方 法

月

☆…早期観劇割引　★…平日マチネ割引　いずれも会員・一般料金から、\300引き　　

ハワイアン・フラの発表会。　明るく楽しいハワイの踊り、
無　　　料

皆で一しょに盛り上げましょう。観にきてください！
６

５
ー歌える人生のよろこびをー

当日 ＝ 会員：\3,300 ／ 一般：\3,800　　※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

月
新緑民謡大会。　特集として三鷹市吟詠連盟との共演があり、

無　　　料
又幼児達の民謡発表、民謡踊りなど盛り沢山。期待乞う

前売 ＝ 会員：\3,000 ／ 一般：\3,500　  高校生以下 ＝ 前売・当日とも　\1,000(当日学生証拝見)　　6/7(土)のみ託児あり

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

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 

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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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 

   三鷹市芸術文化センター チケットカウンター 
0422(47)5122 

https://mitaka-art.jp/shisetsu/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1405311/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1406060/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1405160/
http://umitomo.webcrow.jp

