
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

４(金) 19:00 ムシカ・ポエティカ  淡野

21:00 yumiko@musicapoetica.jp

５(土) ピアノ発表会 山野楽器ヤマノミュージックサロン三鷹

６(日) 0422(46)4555　鈴木

９(水) 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

12(土) 18:30 グループ・ブリランテ

◇ 20:30 0422(42)9554　村井

13(日) 13:00 彩葉会（いろはかい）

19:00 042(384)8793　渡邊

19(土) 14:00 フリーデンスクラング　平井

16:00 kuruppon9696@gmail.com

20(日) 13:00 ヤングピアニストを育てる会

◇ 16:30 0422(44)9395　辻井

21 14:00 実践女子大学ＯＧ弦楽合奏団

(月祝) 16:00 090(5337)9763　池田

27(日)

◎

［託］

29(火) 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

２(土) 13:30 Ｎａｔｕｒａｌ Ａｒｔｓ♪　前川

16:30 pru-kyo@ta2.so-net.ne.jp

３(日) 14:00 Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ ａｍａｂｉｌｅ   吉永

16:00 inquiry.orchamabile@gmail.com

６(水) 三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター　0422(47)5122

７(木) 19:00 いだきしんコンサートチケットカウンター

21:00 03(3560)1485

15(金) 14:00 コレーギウム・ムーシクム

20:00 03(3978)6646　奈良

16(土) 14:00 Ａｓｓｅｍｂｌｅｄ Ｉ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ

16:00 080(8875)7240 

22(金) 19:00 Ｔｈｅ Ｃｅｌｌｏ Ｅｎｓｅｍｂｌｅ  河田

◇ 21:00 thecelloensembleconcert@gmail.com

23(土) 13:00 全日本ギター協会

◇ 20:00 http://zennihonnamatyua.sakura.ne.jp/

24(日) 12:10 原　裕子ピアノ教室

16:30 0422(48)2031　原

30(土) 18:00 いだきしんコンサートチケットカウンター

ピアノ Ｉｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ 20:00 03(3560)1485

26(火)

27(水)

31(日)

・◎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（窓口販売のみ、公演前日の19:00まで）。

時間区分帯(片付時間等含む）　①10:00-11:00 ②11:05-12:05 

 ⑦16:30-17:30 ⑧17:35-18:35 ⑨18:40-19:40

風のホールのピアノを弾こう！【スタインウェイ編】

 ③12:10-13:10 ④13:15-14:15 ⑤14:20-15:20 ⑥15:25-16:25

無　　　料
開演時間：5日　11：30 ／ 14：00 ／ 17：45

開演時間：6日　　9：50 ／ 13：30 ／ 16：40

学生\3,000(当日券のみ)

無　　　料

Ｒｅｓｏｎａｎｚ Ｋａｐｅｌｌｅ　『ヨハネ受難曲』

トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ　第６７回定期演奏会

武満、モーツァルトの「レクイエム」

音楽監督・指揮：沼尻竜典

 W.A.モーツァルト：レクイエムK.626　ほか

Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ ａｍａｂｉｌｅ 第５回演奏会

指揮：高井優希　ピアノ：岩崎洵奈　ベトピアノ４番　他

午前の部10:00－12:30／午後の部14:00－16:30　　※午前と午後は同じ内容です。

いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ Ａｇｅｓ

ピアノ Ｉｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ

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

Ｔｈｅ Ｃｅｌｌｏ Ｅｎｓｅｍｂｌｅ Ｃｏｎｃｅｒｔ ２０１４

第１５回全日本アマチュアギターコンクール

　第３５回　ピアノ発表会

15:00

参加費：\2,500/１区分

往復はがきでのお申込

8/1(金)消印有効

＊応募者多数の場合は抽選となります。

７

月

無　　　料
第１回演奏会

［指］会員 \3,500

一般 \4,000／学生 \2,000

17:00
　　三鷹市内在住・在学の

小・中学生／\1,000　　

Ａｓｓｅｍｂｌｅｄ Ｉ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ

第８回　定期演奏会

満員御礼

いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ Ａｇｅｓ 全席自由

\6,000

８

月

\4,000

無　　　料

いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ Ａｇｅｓ 全席自由

\6,000

コレーギウム・ムーシクム　２０１４

奈良澪子門下生によるピアノ・コンサート

・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。

全席自由

入 場 方 法催  し  物  名

いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ Ａｇｅｓ 全席自由

\6,000

コンクールに上位入賞して将来を期待される若い人たち 学生・児童 \1,500

Ｅｎｓｅｍｂｌｅ・ｌｅｓ・ｆｌｅｕｒ

ブリランテ・コンサート　Ｖｏｌ.２ 全席自由

ムシカ・ポエティカ発足30周年コンサートシリーズⅢ [自] \4,000

 ～ＤＵＯの響宴　多彩な音色と共に～ \1,500

彩葉会（いろはかい）　ピアノ発表会
無　　　料

第９回 若い芽のコンサート　　――　　ピアノその他の楽器の ［自］一般 \2,500

フリーデンスクラング　第７回演奏会 [自] \1,000

60歳以上、三鷹市民の方は無料

『１７世紀の華』シュッツ・シャイン・シャイト名曲選 学生 \2,500

三鷹市芸術文化センター　全部見てくださいツアー

    当日 \2,000

全席自由

\6,000

無　　　料

無　　　料

［自］前売 \1,800

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

［自］当日\4,500/前売\4,000

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) 古今亭菊之丞　独演会

◎ 　14:00　開演

12(土) ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ

◎ 惜別、日本の名優。

13(日)

19(土) 立川志らく独演会

◎ 　昼の部14:00/夜の部18:00　開演

［託］ 　＊昼の部と夜の部は別の演目です。

21 音のアトリエ　ピアノ発表会 13:30 音のアトリエ

(月祝) 17:00 0422(48)6577　石田

24(木) 宮地楽器発表会 10:45 宮地楽器小金井支店

16:30 042(383)5551　岩田

26(土) 柳家さん喬　独演会

◎ 　昼の部14:00/夜の部18:00　開演

［託］ 　＊昼の部と夜の部は別の演目です。

27(日) 13:00 保坂尚代ダンスワーク  保坂

14:30 hosaka_bal@parkcity.ne.jp

30(水) 子供のためのクラシックバレエ 13:30 アベルエトワールバレエ

15:00 090(3917)2753　小川

２(土) ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ

惜別、日本の名優。

３(日) 15:30 レクイエムロード実行委員会

17:00 0554(56)8435　しらいみちよ

６(水)

９(土)

［託］ 　昼の部14:00/夜の部18:00　開演

10(日)

［託］ 　14:00　開演

前売＝会員：\2,000／一般：\2,500

当日＝会員：\2,300／一般：\2,800

以下前売・当日共に　学生＝\1,500

・　　　　        　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）。

・◎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。　

８

月

小学生以上の回 14:00（約２時間）　＊未就学児入場不可　託児あり

全席指定・各回

７

山田 五十鈴　『祇園の姉妹』　『芝居道』

高校生以下\1,000

※チケットがないと入れません

会員 \2,700 / 一般 \3,000

高校生以下\1,000

　保坂尚代ダンスワーク　第５回おさらい会
無　　　料

無　　　料

会員 \2,700 / 一般 \3,000

高校生以下\1,000

無　　　料

無　　　料

全席指定

学生 \2,000

高校生＝\1,000／小・中学生＝\500

完売御礼

各回２本立て　昼夜入替制　昼の部11:00/夜の部16：00 上映開始

劇団ままごと　「わたしの星」　　　　〈全席自由席・日時指定・整理番号付き〉　　　　　　＊未就学児は入場できません

林家たい平さんの落語で、大笑いするのだ！

[指]会員 \2,700

一般 \3,000/学生 \2,000

未就学児の回 11:00（約１時間）

催  し  物  名 入 場 方 法

月

ぼくも、わたしも、寄席で大笑い!! こども寄席　その１５

アベルエトワールバレエ・おさらい会

　＊昼の部と夜の部が、同じ演目になるか違う演目になるかは未定です。

学生 \2,000

三鷹市芸術文化センター　全部見てくださいツアー

午前の部10:00-12:30／午後の部14:00-16:30　　※午前と午後は同じ内容です。

津島 恵子　『足摺岬』　『ひめゆりの塔』

各回２本立て　昼夜入替制　昼の部11:00/夜の部16：00 上映開始

全席指定・各回

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

完売御礼

満員御礼

21(木)～31(日)　　全１２公演　　　　　　　　＊8/23(土)14：00/19：00・8/27(水)14：00の回のみ託児あり

東日本大震災チャリティコンサート

しらいみちよ～流るる雲のごとく～

全席指定

\4,000

昨年、芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞!ますます味のしみる菊之丞落語!!

柳家喬太郎　みたか勉強会

春風亭一之輔　古今亭文菊　二人会
完売御礼

全席指定・各回

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

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 

HP 

昼の部完売   

夜の部発売中                   

2014年 

８月  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 

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 

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 

チケット発売日   

会員  7/10（木）  

一般  7/11（金） 

 

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 

HP 

HP 

チケット発売日   

会員  7/18（金）  

一般  7/19（土） 

http://mitaka.jpn.org/ticket/1408210/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1408100/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1408090/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1408060/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1408020/
http://aberuetoileballet.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1407260/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1407190/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1407130/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1407120/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1407050/

