
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

１(日) 13:30 コープみらい三鷹市コープ会

15:30 090(2898)5155　岡田

７(土) 18:00 オフィスサワイ   042(394)9199　沢井

◇ 20:00

14(土) 14:00 成蹊大学ギターソサエティー

16:00 080(3018)3382　桃井

15(日) 横山幸雄　ピアノ・リサイタル・シリーズ　Ｖｏｙａｇｅ

◎ 第９回　フォーレとショパンのピアノ作品より

[託] 　ショパン：幻想即興曲・パガニーニの思い出

　フォーレ：主題と変奏　op.73 ほか

21(土) 18:00 合唱集団～宴～　中村

20:00 mail.banquet@gmail.com

22(日) 14:00 オーケストラＨＡＬ　井上

16:00 info@hal.mu

25(水) いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ Ａｇｅｓ 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

28(土) 14:00 三鷹ヴァイオリンの会　前田

16:00 vnchikakom@r2.dion.ne.jp

・◎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）。

無　　　料

全席自由

\6,000

オーケストラＨＡＬ 第９回定期演奏会

シューマン交響曲４番／チャイコフスキー交響曲４番

Ｕ-23(23歳以下)　\2,000

全席自由

\1,000

催  し  物  名 入 場 方 法

15:00

17:00

15:00

小学校訪問演奏アーティストによる

無　　　料

\6,000

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

全席自由

\1,500

15:00

一般　\4,000

合唱集団～宴～　第３回演奏会

創部５０周年記念　現役・ＯＢ・ＯＧ合同コンサート

成蹊大学ギターソサエティー

17:00

１

月

\500

第２０回わかばコンサート「魅惑のクラリネット」

日本フィルハーモニー交響楽団　芳賀史徳さんを迎えて

東京クラシカルシンガーズ＆オーケストラ・オン・ピリオド・トウキョウ

第１６回定期演奏会

［自］前売\2,000/当日\2,500

“小学生からのクラシック”

無　　　料

 未就学のお子様のご入場はお断り申し上げます

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

２

月

全席自由

樫本大進＆エリック・ル・サージュ

無　　　料

全席指定

会員　\3,600

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

東京六甲フィルハーモニーオーケストラ第三回演奏会

交響曲ジュピター、ブルッフＶｎ協奏曲、エグモンド序曲
無　　　料

・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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※舞台・照明・音響器具をご利用される場合は、別途器具使用料がかかります。 

※練習などで舞台面のみの使用の場合は、施設使用料が半額になります。 
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開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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)

◎

７(土) ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ　　男はつらいよ

◎

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

８(日) トモコバレエアカデミー　第１回三鷹教室発表会 17:00 トモコバレエアカデミー

19:30 090(7847)3626　髙倉

11(水祝) ２０１４年度トルコ調査報告会 13:00 中近東文化センター
16:30 アナトリア考古学研究所

12(木) 第２５回トルコ調査研究会 10:00 　tokyo@jiaa-kaman.org

17:00 吉田

14(土) 立川志らく　独演会

◎ 　昼の部14：00／夜の部18：00　開演

[託]

※財団HPに立川志らくさんのインタビューを掲載しています。

15(日) 14:00 小川道子

15:50 070(5557)1549

21(土) 柳家喬太郎　みたか勉強会

[託] 　昼の部14：00／夜の部18：00　開演

22(日) 13:30 デュオの会

16:00 090(5842)1792　上野

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

・[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。　

第１作『男はつらいよ』・ 第２作『続　男はつらいよ』

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

会員 \900

一般 \1,000

“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”

　ピアノの歴史や構造をわかりやすく解説します！

11:30

12:30

小学校訪問演奏アーティストによる

無　　　料
ピアノ合同発表会

全席自由　　\1,000

\1,000で２日共ご参加いただけます

　※ いずれか１日のみの場合も

\1,000となります　

「道を探して」（朗読と歌）第五回～露伴が娘のなかに

２

1

月

全席自由

\2,000

無　　　料

全席指定・各回

月

学生 \800

全席自由 （定員50名）

\500

無　　　料

完売御礼

第３作『男はつらいよ　フーテンの寅』

第４作 『新　男はつらいよ』

完売御礼

完売御礼

無　　　料

置いていったもの～幸田文『父・こんなこと』から
無　　　料

入 場 方 法催  し  物  名

学生 \2,000

[指]会員 \2,700

一般 \3,000

高校生以下 \1,000

全席指定・各回

会員 \900

　　　「ＳｈｉｎｏＶ-Ｂａｌｌｅｔ シャイニング」

　　　　　第１回おさらい会

一般 \1,000

学生 \800

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

ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ　　男はつらいよ

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 
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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 

 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 

昼の部完売   

夜の部発売中                   

※舞台・照明・音響器具をご利用される場合は、別途器具使用料がかかります。 

※練習などで舞台面のみの使用の場合は、施設使用料が半額になります。 

※星のホールは、客席を反転させて、平土間形式にしてご使用していただくこともできます（貸出時間内の転換/戻しも含む）。 
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http://mitaka.jpn.org/ticket/1502210/
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http://mitaka.jpn.org/ticket/1502071/
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