
　

　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

10/29(水)～11/3(月･祝)    三鷹市市民文化祭 写真展・書道展 全館貸切

11/11(火)～11/16(日)     三鷹市市民文化祭 美術展 全館貸切

１9(水) ニューヨークシャドーボックス教室作品展 第1・2展示室 アトリエ ペーパームーン

～ アトリエ リーフ

23(日祝) 090(5346)8043　三浦

１8(火)～ 第3展示室 グループ祥

23(日祝) 0422(56)0109　上原

2(火)～ 第1・2展示室 むさしのデッサン会

７(日) 0422(42)2758　中間

5(金)～ 第3展示室 崇尾 青見

７(日) 055(982)1588　崇尾

9(火)～ 全館貸切 三鷹市美術連盟

14(日) 0422(43)7288　片岡

17(水)～ 全館貸切 かなフォーラム

21(日) 0422(46)6565　原

　
　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

10/29(水)～11/3(月祝)    三鷹市市民文化祭　華道展・工芸展 第４展示室 無　　料 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

13(木)～ 第４展示室 三鷹市老人クラブ連合会

15(土) 0422(46)3621　紅林

19(水) 第１展示室 北多摩東退教　写真サークル「彩」

～ 042(493)5350　降旗

23(日祝) 第１２回ゆうゆう展 第２展示室 北多摩東退職教職員の会　油絵サークル

042(221)5589　大村

・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。　
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月
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月

月

11 無　　料

第１５回三鷹市老人クラブ連合会文化祭
無　　料

観覧時間：10:00～16:00　

観覧時間：10:00～17:00（初日は14:00から）

むさしのデッサン会展
無　　料

観覧時間：10:00～19:00（初日は13:00から、最終日は17:00まで）

天上の美 in 三鷹市美術ギャラリー
無　　料

観覧時間：10:30～17:00（最終日は16:00まで）

三鷹市美術連盟展
無　　料

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

北多摩東退職教員写真展　サークル「彩」展　第２２回
無　　料

三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

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

第五回 かなフォーラム in 三鷹・書展　併催ジュニア作品展
無　　料

観覧時間：10:00～17:00

無　　料
観覧時間：10:00～17:00（初日は14:00から、最終日は16：00まで）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

無　　料

観覧時間：11:00～18:00（最終日は16:00まで）

GROUP祥 油絵展
無　　料

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

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 

 １１月 １２月 

 １１月 

HP 

第６１回三鷹市市民文化祭情報は、 

三鷹市公会堂ページをご覧ください。 

三鷹市美術ギャラリー 過去開催企画展図録 好評発売中!!  

三鷹市美術ギャラリーでは企画展終了後も図録を販売（完売した図録を除く）しています。 

見本は三鷹市美術ギャラリーの他、三鷹市芸術文化センターにもございますので、気になる

図録がありましたら、ぜひお手に取ってご覧ください！ 

図録は三鷹市美術ギャラリー、三鷹市芸術文化センターで購入できます。 

※ 財団ホームページから購入希望の方はこちら ▸▸▸▸▸ http://mitaka.jpn.org/store/ 

HP 

過去図録紹介➤➤➤ 

（この展覧会は終了しています） 

HP 

芸術家の肖像 ー写真で見る19世紀、20世紀フランスの芸術家たちー 

Les artistes photographiés par leurs contemporains 

画家アングル､ドラクロワ､コロー､ドーミエ､セザンヌ､ルノワール､モネ､ルソー､マティス､女優サラ・

ベルナール､詩人ボードレールなど40人の芸術家の制作風景や日常なども垣間見ることのでき

る貴重な写真100点を紹介。 19世紀前半に発明された写真技術の展開も同時に楽しめます。

[2012年開催]価格1,500円（税込） 

http://mitaka.jpn.org/store/
http://www016.upp.so-net.ne.jp/nobuko-m/index.htm
http://koyokai.info
http://takao.sunnyday.jp/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

３(月祝) 三鷹市市民文化祭　民謡大会 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

15(土) 和太鼓教室　龍　発表会２０１４ 12:30 和太鼓教室　龍

15:10 03(3220)4650　河野

16(日) 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

22(土） 立川志の輔 独演会

［託］  14:30開演

23(日祝)

24(月休)

７(日） 19:15 ＷＹＣウィンターコンサート実行委員会

20:45 090(8856)8401 渡邉

14(日) 国際基督教大学吹奏楽部 16:30 ＩＣＵブラス

18:00 080(3890)1287 吉満

20(土) 18:00 国立音楽大学ホルン研究室

20:00 080(6312)2141 樋口

21(日) 16:30 Ｙｏｋｏ Ｂａｌｌｅｔ Ｓｔｕｄｉｏ

　　第１回合同発表会 19:00 080(7975)9317 川上

28(日) 15:00 東京大学歌劇団

18:00 080(3425)3695/tkageki.koho@gmail.com

・　　　　         　帯は財団主催事業です。 

・［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）

11 12(水)～ 第1･2･3展示室 三鷹市企画部企画経営課

月 20(木) 0422(45)1151　内線2115

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・山本有三記念館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

　　カヴァレリア・ルスティカーナ／ジャンニ・スキッキ

Ｗｅｓｔ　Ｙｏｕｔｈ　Ｃｈｏｉｒ　
無　　　料

　　第5回　ウィンターコンサート

無　　　料

国立音楽大学第25回ホルンアンサンブルコンサート 全席自由

　　第25回定期演奏会「ｃｒｅｓｓｅｎｄｏ」

\800

リトルチュチュバレエスタジオ・Ｙｏｋｏ Ｂａｌｌｅｔ Ｓｔｕｄｉｏ
無　　　料

12

11

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１０月２５日（土）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210号　2014年10月31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。

月
三鷹市市民文化祭　現代日本舞踊 無　　　料

完売御礼

月

東京大学歌劇団第４２回公演
無　　　料

全席指定

\1,000

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

平和の絵展
無　　料

観覧時間：　9:30～20:30　【15(土)・16(日)は16:30まで、17(月)は、休館日】

・　　     　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・市教育委員会・市芸術文化協会

無　　　料

無　　　料
三鷹市市民文化祭　三鷹歌謡音楽祭

三鷹市市民文化祭　洋舞フェスティバル

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 

 １１月 

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ 
●11/27(木)、12/24(水)は臨時休館いたします。 

 

三鷹市山本有三記念館からのお知らせ 
●11/6（木）・7（金）、12/16(火)～28(日)は 

臨時休館いたします。 

 

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 

１２月 

HP 

HP 

HP 

HP 

http://mitaka.jpn.org/
http://utoperatheater.web.fc2.com/
http://music.geocities.jp/kunitachi_horn/sitemap.html
http://icu-brass.jimdo.com/
http://westyouthchoir.sakura.ne.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1411220/
http://www.wadaiko-ryu.com/

