
　

　　　 

　
　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

21(水) 第４展示室 三鷹市立小・中学校教育研究会

～24(土) 0422(43)2128　第三小学校　髙嶋

月 28(水)～ 第４展示室 武蔵野大学環境学部環境学科都市環境専攻

2/1(日) 042(468)9105　手塚

４(水) 第３展示室 三鷹市書道連盟会長

～８(日) 0422(48)3710　柴田

13(金) 第４展示室 三鷹市立小・中学校教育研究会　美術部会

～15(日) 0422(44)5371　第一中学校　善波

・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。　

１ 無　　料

ＭＵ展　武蔵野大学環境学部環境学科都市環境専攻　作品展

三鷹市立小学校図画工作展

観覧時間：9:30～17:00（最終日は15:00まで）

無　　料

２
第１３回三鷹市書道連盟展

無　　料
観覧時間：10:00～18:00（初日は13：00から、最終日は17:00まで）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

観覧時間：10:00～17:00（最終日は14:00まで）

三鷹市立中学校美術展
無　　料

観覧時間：10:00～16:00（初日は14：00から、最終日は15:00まで）

月

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 
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 １月 ２月 

 １月 

2015年 

2015年 

HP 

２月 

あっち こっち 大江戸めぐり 
 

浮世絵を1枚 選んでまわりの世界を広げるよ！ 

描いたり貼ったりつなげたり、自由に想像してみよう 
 

【日 時】2015年2月11日(水・祝) 10:30～15:30 

【会 場】三鷹市美術ギャラリー、三鷹市芸術文化センター 

【対象・定員】小学生・20人  【参加費】2,000円（材料費込み） 

【申込方法】2015年1月29日(木) 必着までに往復はがきまたはFAXにて  

＊申込方法の詳細は財団ウェブサイトをご覧ください。＊なお応募者多数の場合は抽選になります。 

【会   場】三鷹市美術ギャラリー 

【開館時間】午前10時～午後8時(ご入館は午後7時30分まで) 

【休 館 日】月曜日(1/12は開館)、1/13(火) 

【観 覧 料】一般600円 ／ 65歳以上、学生(高･大)300円 

     中学生以下・障害者手帳をお持ちの方は無料 

2015年1月10日（土）～3月15日（日） 

「写楽のミステリーの時代」 

【講 師】中右 瑛（国際浮世絵学会常任理事・本展監修） 

【日 時】2015年 2月15日(日) 14:00～ 
 

「浮世絵とパトロン」 
【講 師】内藤正人（慶応義塾大学文学部教授、大学アートセンター所長） 

【日 時】2015年 3月1日(日) 14:00～ 
 

【会 場】三鷹ネットワーク大学（三鷹市下連雀3-24-3 三鷹駅前協同ビル3階） 

※展覧会場とは異なりますのでご注意ください 

【定 員】各70人  【参加費】無料 

【申込方法】三鷹市美術ギャラリーへ電話（0422-79-0033）で 

希望する講演名を伝えてお申し込みください（先着順） 

 ■ 講演会 （三鷹ネットワーク大学共催） 

企 画 展 の ご 案 内 

二大絵師・東洲斎写楽（生没年不詳）と歌川豊国（1769-1825年）

を軸にした寛政期の浮世絵を出発点として、人気歌舞伎役者を取り

上げた現代のブロマイド「役者絵」をはじめ、花魁やミスお江戸などの

「美人画」、角界のスター谷風、雷電、ちびっこ力士大童山など 

「相撲絵」を展示し、江戸の人気者たち 

の賑わいで新春を彩ります！！ 

（140点） 
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http://www.musashino-u.ac.jp/environment/design/
http://mitaka.jpn.org/ticket/150211w/
http://mitaka.jpn.org/ticket/150110g/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

10(土) 15:00 サンライズプロモーション東京

☆ 17:00 0570(00)3337

15(木） 10:30 花まる学習会

12:00 03（3258）8811  仲田

17(土）

 13:00開演

18(日) 14:00 東京第三友の会

☆ 16:00 03(3247)7007　藤谷

31(土）

［託］  17:30開演

１(日) 社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会

0422(76)1271　菅谷

月

・　　　　         　帯は財団主催事業です。  ・[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）。

 ・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）

１ 17(土)～ 第1・2・3展示室 三鷹市山本有三記念館/三鷹市

月 25(日) 0422(42)6233（三鷹市山本有三記念館）

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

２

　　親子ペア(大人１・小人1) \1,500/親子ペア(社協会員)\1,300

１

月
高濱正伸講演会「母親だからできること～子育ての落とし穴」 無　　料

ホームページから事前申込必要
http://www.hanamarugroup.jp

新春初笑い寄席 [指]会員 \3,150

\6,500

[自]大人(社協会員)\1,000/小人\500

第1回 10:30～12：30　／　第2回 14：00～16：00 障がいのある方\800(付添1人まで同額)

◎

http://mitaka.jpn.org

催  し  物  名 入 場 方 法

１）この催し物案内は、２０１４年１２月１８日（木）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212号　2014年12月26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。

第２回山本有三記念館 スケッチコンテスト
無　　料

観覧時間：10:00～18:00【19日（月）は、休館日】

綾戸智恵ソロコンサート２０１５ 全席指定

第19回福祉映画会「ぼくたちの家族」

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

学生 \2,000

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

・☆のチケットは、公演前日まで三鷹市公会堂で販売しております（窓口販売のみ、公演前日の19:00まで）。

春風亭小朝 独演会

新しい年の笑い初め！小朝の落語が福を呼ぶ！

ＳＡＬＴ＆ＳＵＧＡＲ　Ｌｉｖｅ“Ｐｒｅｍｉｕｍ４”

完売御礼

一般 \3,500

高校生以下 \1,000

Ｎ響メンバーによるアンサンブル・クラルテのファミリーコンサート 指定席￥3,000
自由席：大人 ￥2,500

自由席：中学生以下￥1,000

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 

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 

 １月 ２月 
2015年 

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ 
●1/6（火）～9（金）は臨時休館いたします。 

●1/14（水）は展覧会のみ開催し、チケット販売・ 

施設利用申込などの窓口業務は休止いたします。 

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 

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 

http://mitaka.jpn.org/
http://mitaka.jpn.org/ticket/150117y/
http://www.mitakavc.net/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1501310/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1501170/
http://www.hanamarugroup.jp/
http://www.chie-ayado.com/

