
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

13(金) 19:00 バウムクーヘン室内管弦楽団事務局　鈴木

21:00 kpb_tokyo@yahoo.co.jp

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

３(火) 19:30 アットミュージック

◇ ピアノ伴奏　吉岡裕子 21:15 0422(41)2213　斎藤

６(金) 19:00 ラノッキオ・アンサンブル

20:30 080(4717)1855　今井

15(日) トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ 第69回定期演奏会 15:00

◎ 17:00

[託]

18(水) 風のホールのピアノを弾こう！　【ベーゼンドルファー編】

～20(金)

　　　参加費：2,500円/１区分

22(日)

◎ 　J.S.バッハ：G線上のアリア（有志アンサンブル）

[託] 　ビゼー：オペラ「カルメン」より（MJOスペシャル・ヴァージョン）

　シューベルト：交響曲第４番より第１楽章

24(火) 18:30 明星学園高等学校音楽部   間宮

　組曲「風に寄せて」　ディズニー・メドレー他 20:45 myojommc@me.com

25(水) 18:00 明星学園アンサンブルクラブ顧問

第４９回定期演奏会 20:00 0422(43)2196　新坂

27(金) 18:30 都立芦花高等学校

20:30 03(5315)3322　酒井

31(火) 18:30 東京都立新宿高等学校音楽部

女声合唱の演奏会です 20:30 03(3354)7411　小峰

・◎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

無　　　料

無　　　料
東京都立新宿高等学校音楽部　第７回定期演奏会

\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

全席自由

\1,000

全席自由

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。　

[自] \3,500

学生 \2,000

全席自由

\1,000

無　　　料

斎藤輝彦　コントラバスリサイタル

千音一夜物語

明星学園高等学校音楽部第３７回定期演奏会

催  し  物  名 入 場 方 法

15:00

一般　\4,000

合唱集団～宴～　第３回演奏会
無　　　料

17:00

会員　\3,600

Ｕ-23(23歳以下)　\2,000

\4,000

２

月

全席自由

無　　　料

全席指定

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

\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

 未就学のお子様のご入場はお断り申し上げます

バウムクーヘン室内管弦楽団　第３回定期公演 全席自由

３

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。

明星学園中学校・高等学校　アンサンブルクラブ

都立芦花高等学校　吹奏楽部　第１１回演奏会

　  　　　ベートーヴェン：交響曲第１番　ほか

16:00

会員 \720

一般 \800

未就学児(4歳以上) \500

［指］会員 \3,500

一般 \4,000／学生 \2,000

　　三鷹市内在住・在学の

小・中学生／\1,000　

全席指定

 指揮：鈴木秀美　　ハイドン：交響曲第４５番「告別」

14:00

[往復はがきでお申込]

２/６消印有効

応募者多数の場合は抽選となります

　コンサートグランドピアノを625席の「風のホール」とともに独り占め！

みたかジュニア・オーケストラ(MJO) 第13回スプリング・コンサート

14:30～ みたかジュニア・オーケストラのプレ・コンサートがあります。

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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http://www.myojogakuen.ed.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1503220/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1503180/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1503150/
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http://www.idaki.co.jp
http://hal.mu
http://en2007.web.fc2.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1502150/
http://gitaso.seesaa.net/s/
http://music.geocities.jp/kpb_tokyo/
http://homepage3.nifty.com/ClassicalSingers/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

７(土) ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ　　男はつらいよ

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』　

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 ２０１４年度トルコ調査報告会 13:00 中近東文化センター

(水祝) 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 三鷹市芸術文化センター チケットカウンター

　昼の部14：00／夜の部18：00　開演 0422(47)5122

15(日) 14:00 小川道子

15:50 070(5557)1549

15(日) 19:30 早稲田大学ギタークラブ　岡本

21:15 waseda-guitarclub@hotmail.co.jp

21(土) 柳家喬太郎　みたか勉強会 三鷹市芸術文化センター チケットカウンター

[託] 　昼の部14：00／夜の部18：00　開演 0422(47)5122

22(日) 13:30 デュオの会

16:00 090(5842)1792　上野

27(金) ～朗読とピアノのアンサンブル～　　冬物語り 原きよ事務所　山本

昼の部 14:00～15:30   ／夜の部 19:00～20:30 harakiyo.voice@gmail.com

28(土) 14:00 三鷹市生活環境部コミュニティ文化課

15:30 0422(45)1151　内線2515　花岡

１(日) 柳家権太楼　独演会 三鷹市芸術文化センター チケットカウンター

[託] 　14：00　開演 0422(47)5122

６(金) 17:30 高和学院

19:00 0422(44)5209　髙麗

７(土) 三鷹市生活環境部コミュニティ文化課

0422(45)1151　内線2515　花岡・小菅

８(日) 13:00 三鷹市生活環境部生活経済課　　

16:00 0422(45)1151　内線2543　佐藤

12(木) 「ＲＥ：ＩＡＭ」 18:30 神山正和

20:00 tendosouji77@gmail.com

14(土) 柳家花緑　独演会

◎　[託] 　昼の部14：00／夜の部18：00　開演

柳家花緑さんの落語で、心の暖を！

15(日) 瀧川鯉昇　独演会

[託] 　14：00　開演

21 ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ　　男はつらいよ

(土祝)

22(日) 16:00 こばやし音楽教室

18:30 0422(40)7710　小林

26(木) 18:00 都立田無高等学校

21:00 042(463)8511　濵口

27(金) 18:30 テオブロマカカオ　小野寺

20:30 concert327@gmail.com

28(土) 15:00 オフィス　カワイ

　　「すべての山に登れ」 17:00 0422(43)4282

・　　　　        　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。　

月

３

全席自由

\2,000

完売御礼

２

月

ピアノ合同発表会

当日、直接会場にご来場ください

無　　　料

完売御礼

無　　　料

一部 短編映画　二部 思い出のマーニー上映　監督講演会

三鷹の森アニメフェスタ　～アニメーション古今東西その１２～ 無　　料　　　　※ 事前申し込み制

第1部13:00～15:00／第2部15:30～18:30

無　　　料

大村彦次郎さんによる文学講演会

「丹羽文雄、吉村昭、新田次郎一同人誌『文学者』の作家たち」

\1,000となります　

学生 \800

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

全席指定・各回

会員 \900

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

「道を探して」（朗読と歌）第五回～露伴が娘のなかに

◎

[自]前売　\1,000 

　　当日　\1,500

学生 \800

[指]会員 \2,700

一般 \3,000／学生 \2,000

高校生以下 \1,000

完売御礼

無　　　料

[自]前売\3,000／当日\3,500

中学生以下　前売\1,500／当日\2,000

河井恵美コンサート 全席自由

\2,000

第５作 『男はつらいよ　望郷篇』

第６作 『男はつらいよ　純情篇』

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

明日への音色　～東日本大震災復興応援コンサート～

音楽発表会

三鷹の森アニメフェスタ　～第１３回インディーズアニメフェスタ

ノミネート作品上映と表彰式

第２４回　エレクトーン発表会

第３１回田無高校吹奏楽部定期演奏会

無　　　料

無　　　料

早大ギタークラブ×イタリアのプロギタリスト ヴィト・ニコラ・パラディン氏

　クラシックギター合同演奏会

[自]\500　※ 前売なし

当日、気軽にお越しください。

完売御礼

一般 \1,000

笑って泣いて、
　やっぱり寅さん！

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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HP 

チケット発売日   

会員  2/5（木）  

一般  2/6（金） 

 三鷹市芸術文化センター 

   チケットカウンター 

 
0422(47)5122 

HP 

昼の部完売   

夜の部発売中                   

HP 

http://mitaka.jpn.org/ticket/1502210/
http://wasedaguitarclub.suppa.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1502140/
http://www.jiaa-kaman.org
http://mitaka.jpn.org/ticket/1502071/
http://atvxqmk325.wix.com/tohokucharity
http://www.melody1.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1503210/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1503151/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1503140/
http://ameblo.jp/sayumimskz
http://www2.m-sohot.com/iafesta/
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1503010/
https://www.facebook.com/harakiyof

