
　

　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

1(火) 第1・2展示室 JRP武蔵野三鷹支部

～ 0422(48)0161  中村

6(日) 彩友会油絵展 第3展示室 彩友会

0422(32)0979  伊藤

9(水)～ 第1・2展示室

13(日) 0422(45)0550  山岸

8(火)～ 第9回 若葉フォトクラブ写真展 第3展示室 若葉フォトクラブ

13(日) 03(3332)6457  生澤

16(水)～ 第1・2展示室 アトリエCUMY

20(日) 0422(46)7239  長塚

15(火)～ 第4回 七墨会水墨画展 第3展示室 七墨会

20(日) 042(347)8567  オガワ

29(火) 第24回 桃林会墨彩画展 第1・2展示室 桃林会

～ 0422(46)4951  藤井

8/3(日) かもの会 第15回展 第3展示室 かもの会

090(8689)0696  秋山

　
　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

７ 17(木)～ 第３展示室 西荻窪油絵教室

月 21(月祝) 03(3399)6062　廣畑・吉本

・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。　

７

無　　料
観覧時間：10:00～18:00（初日は13:00から、最終日は16:00まで）

Atelier Cumy 2014 ボタニカルアート・陶芸
無　　料

観覧時間：10:00～18:00（最終日は15:00まで）

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

無　　料
観覧時間：10:00～19:00（初日は15:00から、最終日は17:00まで）

第30回 JRP武蔵野･三鷹支部写真展

無　　料
観覧時間：10:00～17:00（初日は13:00から、最終日は16:00まで）

山岸政子／渡辺数子　シャドーボックス・彫紙アート・切り絵展
無　　料

観覧時間：10:00～18:00（最終日は16:00まで）

無　　料
観覧時間：11:00～18:00（初日は13:00から、最終日は16:00まで）

無　　料
観覧時間：10:00～18:00（初日は13:00から、最終日は15:00まで）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

月

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）

第１３回剛研会展　西荻窪油絵教室有志による

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 

 ７月 ６月 

 ７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 

【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）は優美な色

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に始まり、独自の作風が確立してか

らの優美な女性像を中心とした油彩・版画等69点を展示し

ています。 

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 

6/22（日） 

まで 

三鷹市 

芸術文化センター 
 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階にある施設で

す。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さ

れています。可動壁を使って最大５室まで分割することができるので、人数や展示作品

数に応じた利用が可能です。 

 創作活動では、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にもなっているんですよ。ぜひご利用ください。 

創 作 展 示 室 

机・イス設置 

可動壁収納時 

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)

１(日) 14:00 和太鼓集団風聚事務局

16:30 090(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

28(土) 参加費無料

未就学児参加OK！

要電話予約

６(日） 春風亭昇太 独演会

◎[託]  14:00開演

24(木) 11:30 Ｐｒｉｘ　ｄｕ　Ｊａｐｏｎ　株式会社

25(金) 18:30 0422(26)6236　コンクール担当

・　　　　         　帯は財団主催事業です。  ・[指]は全席指定です。

・［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

ランチメニュー ［スープ・ドリンク付き 900円（税込）］

●武蔵野やさいの15穀古代米どんぶりランチ

●野菜が主役の生パスタランチ

●サンドイッチランチ フライドポテト付

三鷹市公会堂さんさん館 2階

菜園 cafe dono ☎ 0422-76-3488

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

月

三鷹市公会堂さんさん館2階のカフェレストラン

菜園cafe dono（ドーノ）

営業時間 11:00～21:30（ラストオーダー20:45）

＊三鷹市公会堂の休館日はお休みです

お子様ランチ ［ドリンク付き 600円（税込）］ ＊小学生以下限定
●鶏肉団子、オムレツ、お野菜、フライドポテト、15穀古代米orパン

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

７

全席自由

[指]会員 \3,150

ブレーメンの音楽会　エコミュージカルコンサート

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５月２１日（水）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205号　2014年 5月 30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

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

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

三鷹市公会堂 見学ツアー　～光のホールで色あそび～

　光のホールで光を操り、舞台演出にチャレンジ！

みんなでｅｃｏしてごちそうさん　ほか環境標語表彰式

月

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

　ホールの舞台裏やさんさん館もくまなくご案内します。

午前の部
10:00～11:30

午後の部
14:00～15:30

\500

三鷹市吹奏楽団第３３回定期演奏会

無　　　料

Ｐｒｉｘ　ｄｕ　Jａｐｏｎ
無　　　料

        第9回エデュケーショナル・バレエ・コンクール

一般 \3,500/学生 \2,000

高校生以下 \1,000

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  ℡0422-29-9868 

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  ℡0422-29-9868 

HP 

 ７月 ６月 

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 

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ 

 

●6/24（火）～28（土）、7/24(木)は 

臨時休館いたします。 

 

武蔵野やさいをたっぷり使ったどんぶりや生パスタ、 

ベジタブルスイーツなど、豊富なメニューでお迎えします！ 

三鷹市公会堂事務室 

0422(29)9868 
HP 

http://www.prixdujapon.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1407060/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1406281/
http://takasui.net/
http://www.kazeshu.com/
http://mitaka.jpn.org/kokaido/restaurant.php
http://sunshinegallery.shutakitamura.jp/

