
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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)

７(日) すずらんコーラス３０周年記念コンサート 14:00 すずらんコーラス

15:45 0422(45)6643　上羽

13(土) 14:00 星組合奏団

16:00 0422(55)5522　長田

14(日) 11:00 久保公ニ

16:00 042(462)5156

15(月祝) 15:00 日本声楽発声学会　小関

18:00 jars@jars-voice.com

21(日) 14:00 混声合唱団　コーア・ボイメ

16:00 0422(45)2039　植村

27(土) 鈴木大介　ギター・リサイタル

◎ “映画名曲コンサート”

[託]

28(日) 14:00 シンフォニエッタ・ソリーソ　小笠原

16:00 s.sorriso2012@gmail.com

・◎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）。

８

月

\4,000

無　　　料

いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ Ａｇｅｓ 全席自由

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

全席自由

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

Ｒｅｓｏｎａｎｚ Ｋａｐｅｌｌｅ　『ヨハネ受難曲』

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

満員御礼

学生 \3,000(当日券のみ)

入 場 方 法催  し  物  名

［自］当日 \4,500/前売 \4,000

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

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

無　　　料

ピアノ Ｉｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ

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

風のホールのピアノを弾こう！【スタインウェイ編】 参加費：\2,500/１区分

8/1(金)消印有効

＊応募者多数の場合は抽選となります。

Ａｓｓｅｍｂｌｅｄ Ｉ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ

第８回　定期演奏会

\6,000

往復はがきでのお申込

無　　　料

第３９回　星組合奏団定期演奏会―現代邦楽―
月

大津絵幻想、四季　（チャイコフスキー作曲 ｏｐ３７６）

全席自由

\1,000

９

～音楽で巡る、欧州の旅～

シンフォニエッタ・ソリーソ　第３回演奏会
無　　　料

久保公ニギタースクールフェスティバル
無　　　料

日本声楽発声学会創立50周年記念演奏会「歌の集い」［９］

柴田南雄　《宇宙について》

全席自由

\2,000

  エンニオ・モリコーネ：ニュー・シネマ・パラダイス

  Ｊ.Ｓ.バッハ(Ｄ.ラッセル編)：Ｇ線上のアリア         ほか

混声合唱コーア・ボイメ第７回コンサート

ブルックナー「ミサ曲第３番」、ディズニー名曲集
無　　　料

17:00

19:00

全席指定

会員 \3,400

一般 \3,800

Ｕ-23 \2,000

 ・　　　　         　帯は財団主催事業です。 ・[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。　

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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風のホール（中ホール・625席） クリアーで艶やかな響きが、風のホール全体を包み込む・・・ 
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http://mitaka.jpn.org/ticket/1408060/
http://orchamabile.web.fc2.com/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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)

　昼の部14:00/夜の部18:00　開演

10(日)

　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

 脚本・演出：関村俊介

20(土) ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ　　惜別、日本の名優。

小林 桂樹

21(日) 柳家権太楼　独演会

◎[託] 　14：00　開演

24(水) 新曲発表コンサート２０１４ 18:30 浜博也応援する会

21:00 090(4918)4246 春/090(4727)4250 髙橋

27(土) 新感覚コンサートミュージカル　動物会議 14:00 総合音楽プロデュース 流星  

◇ 松本MOCO

info@ryusei.info

27(土) 19:00 (株)ＴＹＫ総合企画　安永

21:00 figure831@s3.dion.ne.jp

28(日) 三鷹・花の会ピアノ教室 14:00 三鷹・花の会ピアノ教室

第２回ピアノ発表会～張り切ってソロ・楽しんで連弾～ 16:00 0422(24)8331　高橋

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

・◎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。 

・◇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）。

・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。　

９

月

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

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

　＊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。

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。

高校生＝\1,000／小・中学生＝\500

完売御礼

前売＝会員：\1,800／一般：\2,000／学生：\1,000

６(土)～15(月祝)　　全１６公演

 Ｍｉｔａｋａ“Ｎｅｘｔ”Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ １５ｔｈ　あひるなんちゃら　『蕎麦屋の兄妹』

８

月

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

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

無　　　料

[自]　\4,800

CD 1,200円販売

当日：大人\3,000/中学生以下\2,500

全席自由

◎

◎

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

当日＝会員：\2,250／一般：\2,500／学生：\1,500

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

　『黒い画集　あるサラリーマンの証言』　『ここに泉あり』

◎

全席指定・各回

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

落語とジャズの夕べ―親子の共演

三遊亭栄馬「紺屋高尾」、足立直子スタンダードジャズ

[自] 前売 \2,500

　　当日 \3,000

[指] 会員\2,700

一般 \3,000 / 学生 \2,000

前売：大人\2,500/中学生以下\1,500合唱・コンサート・朗読劇をミックスした参加型音楽劇
15:30

高校生以下 \1,000

催  し  物  名 入 場 方 法

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 

2014年 

８月  ９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 

チケット発売日   

会員  7/31（木）  

一般  8/1（金） 

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 

星のホール (小ホール・250席) 

三鷹市芸術文化センター・会議室は芸術文化に関するセミナー、

打ち合わせ等にご使用いただけます。第1・2会議室は連結して

使用することも可能です。 
（左）第１・第２会議室（両会議室を連結した状態） 

（右）三鷹市芸術文化センター・第3会議室 

■ 三鷹市芸術文化センター 会議室 

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://mitaka.jpn.org/geibun/seminar.php
http://mitaka.jpn.org/geibun/star.php
http://adachi-naoko.com/
http://www.doubutsu-kaigi.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1409210/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1409200/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1409060/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1408210/

