
　

　　　 

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

５(火) 第21回 むさしのユトリロ写生会展 第1・2展示室 むさしのユトリロ写生会

～ 0422(43)7288  片岡

10(日) 第3展示室

0422(31)3256・080(5888)0965  米谷

12(火) 第1・2展示室 三鷹アートサークル・100号を描く会

～ 0422(43)0430  髙木

17(日) 第3展示室 ひかる・メイ・ミゲル支援の会（みこころ会72回）

090(3815)0968  成川

　
　　　 

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

８ ９(土) 第５１回國大書展 第４展示室 國學院大学書道研究曾  伊藤

月 10(日) usermaa37@gmail.com 

・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。　

　【観覧時間】10:00～18:00（初日は11:00から、入場は17:30まで）

ひかる・メイ・ミゲル個展 ～天使の子供たち～
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）

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）

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）

無　　料

第30回 JRP武蔵野･三鷹支部写真展

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

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）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

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

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

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

  「大正ロマンの恋と文　～髙相コレクションより～」

36th MAC展

８

月
観覧時間：10:00～18:00（初日は14:00から、最終日は17:00まで）

二人展

「夢二式美人」で大正ロマンを代表する画家、竹久夢二
（1884-1934）の生誕130年を記念して、三鷹市髙相コレ
クションを公開します。

夢二の肉筆画や装幀本はもちろんのこと、髙相コレクション
の特徴ともいえる膨大な書簡の中から、恋多き夢二が恋人
に宛てた書簡を中心に公開します。

多忙な創作活動の渦中に筆を執り、夢二が心の拠りどころ
にした女性たちにしたためた想いとは…。

書簡のほかに、大正7年に流行歌となり一世を風靡した「宵
待草」の詩と「宵待草に題す」（大正9年）、最初で最後の
妻・たまきを描いた「いさかいのあと」など、夢二の貴重な肉
筆画もあわせてお楽しみください。

無　　料
観覧時間：10:00～17:30（初日は13:00から、最終日は16:00まで）

無　　料

8/30(土)～10/19(日)  平成26年度特別展　竹久夢二生誕130年

　【観 覧 料】 一般\400/団体\300(20名以上)  ※ぐるっとパス、中学生以下、障害者手帳をお持ちの方とその介助者は無料

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）

月

「治兵衛」大正7年
（やなぎや版）

「小春」大正7年
（やなぎや版）

0422(42)6233　山本有三記念館

問合先：（公財）三鷹市芸術文化振興財団　文芸課

無　　料

主催：三鷹市、(公財)三鷹市芸術文化振興財団

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 
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http://mitaka.jpn.org/ticket/140830g/
https://www.facebook.com/#!/mikokoro72
http://mikokoro72.jimdo.com/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

６(日） 春風亭昇太 独演会

 14:00開演

24(木) 11:30 Ｐｒｉｘ　ｄｕ　Ｊａｐｏｎ　株式会社

25(金) 　コンクール担当

0422(26)6236

15(金) 10:00 三鷹市健康福祉部地域福祉課

12:05 0422(45)1151　内線2613

13:00 三鷹市企画部企画経営課

14:30 0422(45)1151　内線2115

17(日) 14:00 アール・バレエスタジオ

ほか小品集・「パ・ドドゥ」 16:30 0422(31)5622　鈴木

23(土) 子ども演劇プロジェクトＮ．Ｇ．Ａ．

24(日) 　エデュケーション部

050(3636)1538

・　　　　         　帯は財団主催事業です。

 ・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。

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

18:30第9回エデュケーショナル・バレエ・コンクール      

三鷹市戦没者追悼式並びに平和祈念式典
無　　　料

平和アニメ上映会「ガラスのうさぎ」
無　　　料

アール・バレエスタジオ第13回発表会「ドン・キホーテ」より、
無　　　料

子ども演劇プロジェクトＮ．Ｇ．Ａ．～２０１４夏公演『Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ』

７

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６月１９日（木）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206号　2014年 6月  27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。

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

Ｐｒｉｘ　ｄｕ　Jａｐｏｎ

完売御礼

無　　　料

全席自由

開演：23日①11:00 ②14:30 ③18:00(各2時間上演) 大人 \1,800

開演：24日①10;00 ②13:30 ③17:00(各2時間上演) 高校生以下　\800

８

月

月

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 

HP 

 ７月 

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 

 

●7/24（木）、8/19（火）、23（土）・24（日）、 

26（火）～29（金）は臨時休館いたします。 

 

８月 

HP 

三鷹市公会堂 光のホールは、コンサート・演劇・ダンスやバレエなどの舞台公演から、式典・集会まで幅広い催し物にご利用いただいてお

ります。2013年3月にリニューアルした光のホールで、様々なイベントをおこないませんか？  

三鷹市公会堂 光のホールを利用してみませんか？？ 

光のホール 

歌う 踊る 

集う 奏でる 演じる 
演劇・落語 

など 式典や集会 

・講演会に 

舞踊・バレエ 

などに 

合唱や民謡 

など 

さまざまな 

演奏会に 

http://mitaka.jpn.org/
http://mitaka.jpn.org/kokaido/hikari.php
http://www.child-kingdom.com/
http://www.prixdujapon.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1407060/

