
　

　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

26(木)～ 全館貸切 櫻井信夫写真教室

29(日) 090(7942)6934　櫻井

31(火) 第1・2展示室 三鷹人物画会

～ 0422(44)5979　檀上

4/5(日) 第3展示室 墨海会

0428(86)2534　海野

　
　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

1/28(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

～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

2/28(土) 第４展示室 株式会社ピノーコーポレーション

3/1(日) 03(3223)3571　小川・佐藤

４(水) 第４展示室 山口文林堂

月 ～８(日) 0422(49)7770　山口

・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。　

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）

第１０回　ピノキオアートフェスタ
無　　料

観覧時間：10:30～17:00（最終日は15:30まで）

ＭＵ展　武蔵野大学環境学部環境学科都市環境専攻　作品展
無　　料

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）

３

月

月

２

３

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

観覧時間：10:00～17:00（最終日は14:00まで）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

観覧時間：11:00～18:00（初日は13:30から、最終日は16:00まで）

櫻井信夫写真教室作品展「視点ⅩⅤ」
無　　料

観覧時間：10:00～18:00（最終日は16:00まで）

第19回 三鷹人物画会展
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）

墨海展-ぼくうんてん-
無　　料

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

第３７回三鷹書人の会書道展

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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【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 

【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3月15日（日）まで開催！ 

企 画 展 の ご 案 内 
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「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】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）※先着順 

講演会  

会場ロビーで、

大童山の実物大

書き割りと、

いっしょに写真

を撮ろう！！ 
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＜単位：円＞

午　前 午　後 夜　間 全　日
9時〜12時 13時〜17時 18時〜22時 9時〜22時

平　日 23,000 39,000 49,000 95,000

土･日･祝日 28,000 47,000 59,000 115,000

＊上記料金で楽屋を4室（それぞれ定員10名程度）使用できます。楽屋が不足する場合は第7･8会議室をご利用ください（有料）。

＊上記料金で舞台･照明･音響のスタッフ各1名がつきます。3名を超えるスタッフが必要な場合は､別途増員料金がかかります。

区　分 定員(席)

719席

(車いす席6席を含む)

 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」を展示しま

す。江戸の人気者たちの賑わいをお楽しみください！！（140点） 

http://www.pinoh.co.jp/
http://www.musashino-u.ac.jp/environment/design/
http://mitaka.jpn.org/ticket/150211w/
http://mitaka.jpn.org/ticket/150110g/
http://www.okutama.ne.jp/don-an/
http://homepage3.nifty.com/sakura-1532/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

１(日) 社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会

0422(76)1271　菅谷

月
1(日) 15:00 無　　　料

「デタラメカーニバル」 16:00 （予約制）

8(日) 14:30 三鷹市教育委員会生涯学習課

16:30 0422(45)1151　内線3316

14(土) 山野楽器三鷹店

15(日) 0422(46)3991

17(火) 17:00 2015年 春の音楽祭in東京実行委員会

19:00 070(6548)3605　園山

21(土祝） 15:00 大成高校吹奏楽部

　　第５回　定期演奏会 17:30 0422(43)3196　大高・川上

22(日) 16:30 明星学園高等学校

　　第１０回　定期演奏会 19:00 0422(48)6221　松本

26（木） 15:30 都立豊多摩高等学校吹奏楽部

　　定期演奏会 18:15 03(3393)1331　木谷

28（土） 柳家小三治　一門会

［託］   14:00開演

29（日） 17:00 都立三鷹中等教育学校吹奏楽部

　　第３０回　定期演奏会 19:30 0422(46)4181　山之内

  ・[自]は全席自由です。

・　　　　         　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。

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

◇休館日のご案内◇

３

月

http://mitaka.jpn.org

催  し  物  名 入 場 方 法

１）この催し物案内は、２０１５年１月２１日（水）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213号　2015年 1月30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１９回福祉映画会「ぼくたちの家族」
２

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

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

[自]大人(社協会員)\1,000/小人\500

無　　　料

パフォーマンスキッズ・トーキョー　ホール公演

第１０５回　親子音楽会『音楽でめぐる世界一周の旅！！』 無　　　料

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)

完売御礼

都立三鷹中等教育学校 吹奏楽部
無　　　料

特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち

03(5961)5737、 2/27(金)以降は070(5455)5626

大成高校 吹奏楽部
無　　　料

明星学園 和太鼓部
無　　　料

第３１回 都立豊多摩高等学校 吹奏楽部　
無　　　料

（予約制）

ヤマハ音楽教室 はっぴょうかい
未定 無　　　料

２０１５年　春の音楽祭ｉｎ東京

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  ３月 ２月 

2015年 
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HP 

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ 
●3/17（火）～21（土）は臨時休館いたします。 
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HP 

HP 

HP 

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 

三鷹市公会堂 光のホールは、コンサート・演劇・ダンスやバレエなどの舞台公演から、式典・

集会まで幅広い催し物にご利用いただけます。施設の見学希望や利用方法など詳細は、 

三鷹市公会堂へお気軽にお問い合わせください。 tel:0422-29-9868 
＜単位：円＞

午　前 午　後 夜　間 全　日
9時〜12時 13時〜17時 18時〜22時 9時〜22時

平　日 23,000 39,000 49,000 95,000

土･日･祝日 28,000 47,000 59,000 115,000

＊上記料金で楽屋を4室（それぞれ定員10名程度）使用できます。楽屋が不足する場合は第7･8会議室をご利用ください（有料）。

＊上記料金で舞台･照明･音響のスタッフ各1名がつきます。3名を超えるスタッフが必要な場合は､別途増員料金がかかります。

区　分 定員(席)

719席

(車いす席6席を含む)

光のホール 

http://mitaka.jpn.org/
http://www.mitakachuto-e.metro.tokyo.jp/cms/html/top/main/index.html
http://mitaka.jpn.org/ticket/1503280/
https://sites.google.com/site/toyotamawindorchestra/
http://www.taisei.ed.jp/
https://twitter.com/musicfestival13
http://www.children-art.net/pkt/pkt_invite/
http://www.mitakavc.net
http://mitaka.jpn.org/kokaido/hikari.php

