
　

　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

3/31(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

14(火) 井の頭シャッタークラブ 第20回写真展 第1展示室 井の頭シャッタークラブ

～ 0422(46)1086　畑

19(日) 第2展示室 むさしのこども絵の会

0422(41)6048　木ノ内

第3展示室 彩友会

0422(32)0979　伊藤

21(火)～ 全館貸切 月曜会

26(日) 0422(34)5247　高須

4/28(火) 全館貸切 作秋院

～5/3(日) 0422(72)1316　作左部

12(火)～ 全館貸切 三鷹アーティスツネットワーク夢(MANY)

17(日) 0422(53)3105　阿部

19(火) 第1・2展示室 三鷹高校卒業生美術の集い

～ mitakahighschoolart@gmail.com

24(日) 第3展示室 七墨会

042(347)8567　小川

26(火) 第1展示室 桃林会

～ 0422(46)4951　藤井

31(日) 第2展示室 皐月会

0422(49)3704　坪井

第3展示室

0422(46)3370　浅野

　
　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

13(水) 第４展示室 グループ創美　

～17(日) 090(6520)4407　戸村

20(水) 第４展示室 都立国立高校同窓会・ＯＢ美術展

～24(日) 080(3719)1356　足立

27(水) 第３展示室 田中賢二

～31(日) 0551(36)4361

・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/ticket/user.php よりＨＰがご覧いただけます。　

第21回 皐月会展
無　　料

観覧時間：10:00～18:00（初日は14:00から、最終日は17:00まで）

油彩四人展
無　　料

観覧時間：11:00～17:00（初日は13:00から、最終日は16:00まで）

無　　料
観覧時間：10:30～18:00（初日は14:00から、最終日は16:00まで）

第25回 桃林会墨彩画展
無　　料

観覧時間：10:00～18:00（初日は13:00から、最終日は15:00まで）

５

月

４

月

第９回創美展

観覧時間：11:00～18:00（初日は13:00から、最終日は17:00まで）

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）

第１９回・都立国立高校ＯＢ美術展

天然灰汁醗酵建　第１７回「藍に遊ぶ展」
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

無　　料

月

５

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）

無　　料

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

観覧時間：10:00～19:00（初日は13:00から、最終日は16:00まで）

むさしのこども絵の会 OB展
無　　料

観覧時間：10:00～19:00（初日は13:00から、最終日は17:00まで）

第９回 彩友会油絵展
無　　料

観覧時間：10:00～17:00（初日は13:00から、最終日は16:00まで）

第37回 月曜会絵画展
無　　料

観覧時間：10:00～18:30（初日は14:00から、最終日は16:00まで）

第13回 作秋院書展
無　　料

観覧時間：10:00～20:00（ご入館は19:30まで）（初日は15:00から、最終日は17:00まで）

三鷹アーティスツネットワーク展５
無　　料

観覧時間：10:00～19:00（初日は12:00から、最終日は16:00まで）

都立三鷹高校のOGOB美鷹展
無　　料

観覧時間：10:00～20:00（ご入館は19:30まで）（初日は11:30から、最終日は17:00まで）

第５回 七墨会水墨画展

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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三鷹市美術ギャラリー 過去開催企画展図録 好評発売中!!  

 三鷹市美術ギャラリーでは企画展終了後も図録を販売（完売した図録を除く）しています。 

見本は三鷹市美術ギャラリーの他、三鷹市芸術文化センターにもございますので、気になる

図録がありましたら、ぜひお手に取ってご覧ください！ 

図録は三鷹市美術ギャラリー、三鷹市芸術文化センターで購入できます。 

※ 財団ホームページから購入希望の方はこちら ▸▸▸▸▸ http://mitaka.jpn.org/store/ 

http://www.okutama.ne.jp/don-an/
http://many08.com
http://mitaka.jpn.org/store/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

４(土) 14:00 コールたぬき

16:00 03(3334)1888　松林

５(日) 14:00 小堀ヴァイオリン教室

16:00 0422(43)0978　井上

11(土)

23(木) ＩＣＵ　Ｓｍｏｏｔｈ　Ｓｔｅｐｐｅｒｓ

24(金) 080(3569)4884　広瀬

26(日) 現代日本舞踊発表会 11:30 三鷹現代日本舞踊連盟

16:00 0422(46)5738　畔上

２(土)

［託］

９(土) 14:00 三鷹警察署交通課

16:00 0422(49)0110　柴田

17(日) 14:00 西高混声合唱団

16:00 0422(41)2897　広島

24(日) 10:30 三鷹市吟詠連盟

16:30 0422(72)0032　橋本

  ・[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◇

完売御礼　14:00開演

平成２７年　「三鷹市民交通安全のつどい」
無　　　料

西高混声合唱団　結成１５周年記念演奏会
無　　　料

http://mitaka.jpn.org

催  し  物  名 入 場 方 法

１）この催し物案内は、２０１５年３月１９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215号　2015年 3月 31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。

無　　　料
　落語による男声合唱組曲「おとこはおとこ」、組曲「蔵王」他

平成２７年度　小堀ヴァイオリン教室　発表会
無　　　料

立川志の輔　独演会

深緑吟詠剣詩舞大会
無　　　料

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

４
この日あなたとコールたぬき～男声四重唱の響き～

月

Ｓｍｏｏｔｈ　Ｓｔｅｐｐｅｒｓ～２０１５年度　春公演 [自]前売 \500

23日 19：30～20：30　／　24日19：00～20：00 　　当日 \700

無　　　料

東西狂言の会

完売御礼　14:00開演

５

月

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  ５月 ４月 

2015年 

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ 
●4/8（水）・5/9（土）は臨時休館いたします。 
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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 

三鷹市芸術文化センター 

チケットカウンター 

0422(47)5122 

HP 
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展示室のご案内 

■ 三鷹市芸術文化センター 展示室 

■ 三鷹市公会堂 展示室 

三鷹市芸術文化センター・展示室は芸術文化に関する展覧会

にご利用いただけます。華道の展覧会も可能です。 

三鷹市公会堂・展示室は学習発表や研究発表、その他各種作品展にご利用いただけます。 

可動間仕切りを外し連結して使用することも可能です。（会議室との兼用施設です） 
三鷹市公会堂・第1～3展示室（連結） 

三鷹市芸術文化センター・第4展示室 

http://mitaka.jpn.org/
http://chortanuki.jimdo.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1504110/
https://www.facebook.com/events/1377866375861740/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1505020/
http://nisicon.music.coocan.jp/
http://mitaka.jpn.org/kokaido/exhibit.php
http://mitaka.jpn.org/geibun/studio.php

