
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

３(水) 19:00 アカデミアムジカ

◇ 20:45 accademiamusica.frz@gmail.com

６(土)

７(日) 14:00 ＡＣＯ　久保山

16:00 aco.toiawase@gmail.com

12(金) 明治大学ギターアンサンブルＡｍｉｔｙ 18:30 ギターアンサンブルＡｍｉｔｙ

第５０回定期演奏会 21:30 090(9320)2913  松尾

13(土) 18:00 私はピアニストの会

◇ 20:00 090(1535)3943　諸隈

21(日) 14:00 三鷹市管弦楽団

16:00 0422(49)6152　辰口

21(日) 19:00 フォンス・フローリス

◇ 21:00 090(2525)0874　大塚

23(火祝) 17:00

19:30 a1204masayo@ezweb.ne.jp　斎藤

24(水) 15:30 創価大学創大銀嶺合唱団　熊川

17:30 ginrei.chorus@gmail.com

28(日) 18:00 早稲田大学弦楽合奏団律ゾリステン　佐渡

20:30 ritzsolisten.strings@gmail.com

16(金) 桐朋学園　弦楽オーケストラ演奏会 19:00 桐朋学園大学音楽学部演奏課

20:30 03(3307)4158　小野

17(土) 発達障がいワンダーランド　Ｐａｒｔ２ 15:00 発達障がいファミリーサポートマーブル　　国沢

オーケストラによる　クラシックコンサート 16:00 marble.family7@gmail.com

18(日)

［託］

17:00

25(日)

◎

［託］

 　ドリーブ（梅本由紀編）：コッペリア　ほか

27(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 03(3560)1485

31(土) 14:00 名大男声東京ＯＢ合唱団　木谷

16:30 kitani423@nifty.com

・[指]は全席指定、[自]は全席自由です。

・◎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。　

・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）。

第３４回上智大学混声合唱団アマデウスコール定期演奏会

名古屋大学男声東京ＯＢ合唱団演奏会２０１５

いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ Ａｇｅｓ

ニューイヤー・ファミリーコンサート

“小学生からのクラシック”

・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。　

無　　　料

\6,000

無　　　料

創大銀嶺合唱団　命名４０周年記念　第３９回定期演奏会

全席自由

完売御礼

全席指定

会員　\1,350

一般　\1,500

小・中学生　\500

・　　　　         　帯は財団主催事業です。

全席自由

早稲田大学弦楽合奏団律ゾリステン　第６８回定期演奏会

前売ペア券\7,000/学生\2,500

古楽アンサンブル　コントラポント定期公演

クリスマス・コンサート　「ああ、大いなる神秘」

［自］前売 \500

　　当日 \700

12

月

 エクルズ：〈狂える恋人〉より エア集 ほか

 ダニエル・パーセル：〈恋の仲直り〉より 組曲

三鷹市管弦楽団第５４回定期演奏会

◎

17:00

無　　　料

バッハ協奏曲の夕べ

催  し  物  名 入 場 方 法

Ａｂｅｎｄｓｔｅｒｎ Ｃｈａｍｂｅｒ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ

大八木恭子チェンバロリサイタル  バッハとスカルラッティ

http://accademiamusica.jp

[自]当日 \4,000

前売\3,500(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからの申込)

15:00

17:00

15:00

\3,000

無　　　料

［自]前売一般\4,000/当日\4,500

19:00

全席指定

会員 \3,400

一般 \3,800

Ｕ-23(23歳以下) \2,000

ロンドン　劇音楽の黄金時代

第９回定期演奏会

全席自由

\1,000

小学校訪問演奏アーティストによる

無　　　料

無　　　料

樫本大進＆エリック・ル・サージュ

全席自由

\1,500
1

月

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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  三鷹市芸術文化センター 
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0422(47)5122 
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HP 
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2015年 

2015年 

HP 

HP 

HP 
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  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 

三鷹市芸術文化センター展示室のご案内  

三鷹市芸術文化センター地下1階にある展示室は、絵画や書道だけでなく華道などの展示にも使用されています。 

真っ白な壁と木のぬくもり優しいフローリングによってつくり出される、すがすがしく洗練されたその空間には、一部に自然光を取り

入れることで、展示室内にユニークな効果を生み出しています。 

休憩室の他、同じフロアにはレストランも併設されており、遠方からのお客様もお迎えしやすい施設です。 
第4展示室使用時 

三鷹市芸術文化センター

会議室

三鷹市公会堂

会議室

室数 3 8（兼用会議室は除く）

使用目的 芸術文化に限る 芸術文化に限らず

広さ 33・40㎡ 35～44㎡

http://mitaka.jpn.org/geibun/studio.php
http://www.idaki.co.jp
http://mitaka.jpn.org/ticket/1501250/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1501180/
http://marble-family.org
http://www.tohomusic.ac.jp
http://sound.jp/ritz-solisten/index.html
https://sokaginreichorus.wix.com/ginreichorus
http://www.amade.jp/
http://www.fonsfloris.com/c/
http://mitaka-city-orchestra.com/
http://www.mari-music2009.com/
http://www.kisc.meiji.ac.jp/~amity/
http://orchestra.musicinfo.co.jp/~ACOhome/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1412060/
http://accademiamusica.jp


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

７(日) 19:00 三原組

20:50 080(6687)3515  近藤

13(土) 柳家さん喬　独演会

◎ 　昼の部14:00・夜の部18:00開演

[託]

14(日) 13:00 キラキラバイオリン

16:00 0422(76)1996　下羽

20(土) ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ　　惜別、日本の名優。

◎ 高峰秀子

『六條ゆきやま紬』 『妻として女として』

25(木) 17:30 津田塾大学箏曲部　片白

19:30 tsuda_soukyoku_renraku@yahoo.co.jp

11(日) アンサンブル・マロニエ　第３１回　バロック名曲コンサート 14:30 アンサンブル・マロニエ

16:30 0422(48)9035　池田

12 15:00

(月祝) 16:30 080(1245)2027　綿谷

17(土) 14:00 コール・ムーン

16:00 090(7425)6899　山口

24(土)

◎

［託］

24(土) 15:00

◎ 15:45

25(日) 林家たい平独演会

［託］ 　14：00開演

31(土)

・　　　　        　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。 

・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

女声合唱コールムーンコンサート　宮沢賢治「水仙月の四日」

フォーレ「小ミサ曲」　日本民謡　わらべ唄　他

　　　「ＳｈｉｎｏＶ-Ｂａｌｌｅｔ シャイニング」

　　　　　第１回おさらい会

キラキラＸｍａｓアンサンブルコンサート

誰でも入れます。ぜひ聴きに来て下さい。

　泣いて笑って、年忘れ。師走に沁みる、さん喬落語。

入 場 方 法催  し  物  名

お正月は、やっぱり寅さん！

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

ニューイヤー・ファミリーコンサート

“赤ちゃんからのクラシック”

 ドリーブ（梅本由紀編）：コッペリア ほか

“みんなでピアノ博士になろう”

11:30

12:30

小学校訪問演奏アーティストによる

全席指定・各回

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

全席自由 （定員50名）

\500

全席自由

会員　\900

一般　\1,000

３歳～中学生　\500

無　　　料

全席自由

\2,000

無　　　料

無　　　料

学生 \2,000

ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ　　男はつらいよ

第１作『男はつらいよ』・ 第２作『続　男はつらいよ』

12
映画『オリンピアの嘲笑』特別上映会 全席自由

\1,000

1

月

津田塾大学箏曲部　創部六十周年記念演奏会
無　　　料

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

[指]会員 \2,700

一般 \3,000

高校生以下\1,000

月

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 

 １月 １２月 

HP 

昼の部完売   

夜の部発売中                   
   三鷹市芸術文化センター 

                  チケットカウンター 

0422(47)5122 

HP 

2015年 

   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 

チケット発売日   

会員  12/11（木）  

一般  12/12（金） 

HP 

HP 

■ 三鷹市芸術文化センター 会議室 
会議室のご案内 

■ 三鷹市公会堂 会議室 

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会議室のみ連結し

て使用することが可能です。 

三鷹市公会堂・会議室は会議や講習･研修・サークル活動、控

え室等にご使用いただけます。第1～3、第4～6会議室はそれぞ

れ連結して使用することも可能です。 

◀三鷹市芸術文化センター・第3会議室 

三鷹市公会堂・第1～3会議室（連結）▶ 

三鷹市芸術文化センター

会議室

三鷹市公会堂

会議室

室数 3 8（兼用会議室は除く）

使用目的 芸術文化に限る 芸術文化に限らず

広さ 33・40㎡ 35～44㎡

Merry Chiristmas 

HP 

http://mitaka.jpn.org/kokaido/meeting.php
http://mitaka.jpn.org/geibun/seminar.php
http://mitaka.jpn.org/ticket/1501311/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1501252/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1501241/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1501240/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1412200/
http://kirakiraviolin.web.fc2.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1412130/
http://miharateikoku.com/olympia

