
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

６(土) 18:30 ＮＢＤ吹奏楽団

20:30 080(4725)5839　原田

７(日) 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)

◎ “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

１(水)

◎

[託]

３(金) 19:00 岩渕秀俊

21:00 0422(38)8536

５(日)

９(木) 19:00 いだきしんコンサートチケットセンター

21:00 03(3560)1485

10(金) 19:00 Ｔｒｉｎｉｔａｓ （トリニタス）

◇ 21:00 055(955)7522　大野

11(土) 13:45 ヴォーチェ・アプリート声楽集団

16:00 042(464)0493　和出野

12(日) 14:00 みたかブルーコーラス

16:00 03(3394)1487　石坂

12(日) 19:00 ＳｔｅｉｎＰｈｉｌｈａｒｍｏｎｉｋｅｒ　　岩澤

21:00 stein.philharmoniker@gmail.com

13(月祝) 15:00

[託] 　 17:00

19(日)

◎ 　沼尻竜典のモーツァルト

[託] 　ピアノ協奏曲全曲演奏シリーズ　第１２弾！

26(日) 13:00 三鷹市芸術文化協会

未定 0422(49)2521　八代

・◎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）。

催  し  物  名

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

レ・ヴァン・フランセ

トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ　第６８回定期演奏会

入 場 方 法

第３９回　星組合奏団定期演奏会―現代邦楽―

大津絵幻想、四季　（チャイコフスキー作曲 ｏｐ３７６）

全席自由

\1,000

無　　　料

無　　　料

17:00

19:00

全席指定

  エンニオ・モリコーネ：ニュー・シネマ・パラダイス

会員 \3,400

久保公ニギタースクールフェスティバル
無　　　料

無　　　料

すずらんコーラス３０周年記念コンサート
月

９

Ｕ-23(23歳以下) \2,000

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

19:15

21:15

［指］会員 \3,500

一般 \4,000／学生 \2,000

　　三鷹市内在住・在学の

小・中学生／\1,000　

全席自由

\6,000

無　　　料

ＮＢＤ吹奏楽団第３４回定期演奏会

～音楽で巡る、欧州の旅～

　共演 ： 矢部達哉(Ｖｌ)、双紙正哉(Ｖｌ)、鈴木 学(Ｖｌａ)、山本祐康(Ｖｃ)

岩渕秀俊ピアノリサイタル２０１４

一般 \5,000

Ｕ-23(23歳以下) \2,500

10

月

シンフォニエッタ・ソリーソ　第３回演奏会
無　　　料

  Ｊ.Ｓ.バッハ（Ｄ.ラッセル編）：Ｇ線上のアリア ほか

[自]一般 \3,000

無　　　料

無　　　料
ＳｔｅｉｎＰｈｉｌｈａｒｍｏｎｉｋｅｒ 第４回演奏会

\1,500

横山幸雄　ピアノ・リサイタル・シリーズ　Ｖｏｙａｇｅ　

第８回　フォーレの室内楽　

全席指定

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

一般 \3,800

全席自由

鈴木大介　ギター・リサイタル

会員 \4,500

　　学生 \1,500

完売御礼

アヌーナ　コーラス・ワークショップ

いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ Ａｇｅｓ

ピアノ Ｉｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ

Ｐｉａｎｏ Ｔｒｉｏ ～ピアノ三重奏による演奏会～

沼野朱音／Ｖｎ　大澤哲弥／Ｖｃ　大野浩嗣／Ｐｆ

ヴォーチェ・アプリート　第二十回声楽コンサート

―　ヴァイオリン・ソナタ、ピアノ五重奏曲

６０分間世界一周クルーズ歌の旅・聴いてください私の十八番

みたかブルーコーラス　創立５０周年記念  第１２回演奏会

◎

13:00

14:00
※電話予約のみ

参加費　\1,000

・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。　

定員50名

三鷹市市民文化祭　午後のクラシック

15:00

17:00

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://mitaka.jpn.org/ticket/1410190/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1410130/
http://stein-philharmoniker.jimdo.com/
http://www7b.biglobe.ne.jp/~trinitas-music_info/
http://www.idaki.co.jp
http://mitaka.jpn.org/ticket/141005w/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1410010/
http://sinfoniettasorriso.info/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1409270/
http://www.jars-voice.com
http://www.nbd.mu/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

全席自由(日時指定・整理番号付)

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

23 布施ピアノとエレクトーンの音楽会 13:30 布施ピアノ・エレクトーン教室

(火祝) 16:30 0422(49)0641 布施

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

全席自由(日時指定・整理番号付)

前売＝会員：\2,200／一般：\2,500    当日＝会員：\2,400／一般：\2,700

以下前売・当日共に　学生＝\2,000　高校生以下＝\1,000

☆…早期観劇割引　★…平日マチネ割引　

女性…レディースデイ　上記料金から、会員と一般は300円引き

18(土)

池部 良

19(日) 柳亭市馬 独演会

[託] 　14:00開演

全席自由(日時指定・整理番号付)

◎ 前売＝会員：\2,200／一般：\2,500    当日＝会員：\2,500／一般：\2,800

以下前売・当日共に　学生＝\1,500　高校生以下＝\1,000

　　☆…早期観劇割引　上記料金からすべて300円引き

・　　　　        　帯は財団主催事業です。  ・[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。　

完売御礼

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

催  し  物  名

９
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』   脚本・演出：関村俊介

25(土)～11/2(日)　　全11公演　　Ｍｉｔａｋａ“Ｎｅｘｔ”Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ １５ｔｈ

　ｉａｋｕ　『流れんな』　　作：横山拓也／演出：上田一軒

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

ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ　　惜別、日本の名優。

『恋人』　『早春』

４(土)～13(月祝)　　全１４公演　　 Ｍｉｔａｋａ“Ｎｅｘｔ”Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ １５ｔｈ

15:30

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

◎

　２０歳の国　『死ぬまでに一度でいいから、ロマンス・オン・ザ・ビーチ』　作・演出：竜史

◎

[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

[自] 前売 \2,500

10

月

無　　　料

◎
前売＝会員：\1,800／一般：\2,000／学生：\1,000

月

　　当日 \3,000

完売御礼

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

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 

 ９月 

チケット発売日   

会員  9/18（木）  

一般  9/19（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 

１０月 

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 

三鷹市芸術文化センター 創作展示室 
机・イス設置 

創る。鑑賞する。 

可動壁収納時 

HP 

http://mitaka.jpn.org/geibun/studio.php
http://mitaka.jpn.org/ticket/1410250/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1410191/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1410040/
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/

