
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

１(水) 19:00 カプリース・キッズ・アンサンブル 吉野

21:00 0138663101@jcom.home.ne.jp

３(金) 18:00 Ｂｅｌｌａ Ｖｉｔａ

◇ 20:20 090(6432)9369　新造(しんぞう)

４(土) 14:00 都立西高等学校管弦楽部

16:00 03(3333)7771　前島

５(日) Ｖｏｃａｌ Ｅｎｓｅｍｂｌｅ 歌譜喜 14:00 富本 泰成

３ｒｄ　コンサート　東京公演 16:00 080(3497)6356

11(土) 14:00 小さな小さな音楽会事務局

◇ 16:00 03(3382)3358　市橋

18(土) 14:00 くにたちバロックアンサンブル

15:30 042(572)5641　北垣

26(日) 13:00 ＪＷＦＣ

◇ 16:00 jwfcinfo@jwfc.oc.to

30(木) 19:00 いだきしんコンサートチケットセンター

21:00 03(3560)1485

３(日祝) 14:00 フィルハーモニア・アンサンブル東京　志村

◇ 未定 pet-inqry@freeml.com

４(月祝) 14:30 ユー・アーツ音楽事務所

18:00 03(5310)5275　原田

５(火祝) 14:00 シンフォニエッタ　２１　五十嵐

16:30 sonare@par.odn.ne.jp

10(日) 清水麻美ピアノリサイタル 14:00

16:00 090(8850)4787  清水

16(土) 14:00 混声合唱「わかば」

16:00 0422(45)4516　小寺

23(土) アサル馬頭琴アンサンブルコンサート 19:00 アサル馬頭琴アンサンブル事務局

21:00 090(7908)5020　堀川

24(日) いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ Ａｇｅｓ 18:00 いだきしんコンサートチケットセンター

ピアノＩｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ 20:00 03(3560)1485

30(土) 18:00 大成高等学校合唱部

20:00 0422(43)3196　藤巻

31(日) 14:00 ＴＣＰ事務局　ＰＲ部

16:00 newTCP@gmail.com

・◇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）。

４
　カプリース・キッズアンサンブル

心和むストリングスの世界～チャリティコンサート～

全席自由

\500以上　全額寄贈

月

ファンタジー・フィルム・スペクタキュラー２０１５

　青春の熱き想いを歌にのせて

サンダーバード生誕５０周年記念

・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/ticket/user.php よりＨＰがご覧いただけます。　

[自]　\2,500

学生　\1,500

いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ Ａｇｅｓ

ピアノ Ｉｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ

全席自由

\6,000

B席 \2,000　/C席 \1,000

無　　　料

弾く(ひく)・弾く(はじく)・弾む(はずむ)　オーケストラは歌う

くにたちバロックアンサンブル　第１２回演奏会

指定席\3,500/自由席\2,500

指定席はＪＷＦＣウェブショップのみ販売

第３９回　小さな小さな音楽会

無　　　料

[自] \1,500

当日 \2,000

大成高等学校合唱部　第１２回「春の演奏会」

～そのものの響きをもとめて～

催  し  物  名 入 場 方 法

全席自由

\3,000

Ｇ.プッチーニ作曲　オペラ「ラ・ボエーム」　字幕付き原語上演

無　　　料
都立西高等学校管弦楽部第３４回定期演奏会

［自］\3,500(当日券500円増)

学生(２階席) \2,500

・[指]は全席指定、[自]は全席自由です。

５

月

シンフォニエッタ　２１　第１６回定期演奏会 全席自由

\1,000

［自］一般 \2,000

    学生 \1,000

混声合唱「わかば」　十周年記念コンサート

無　　　料

全席自由

\6,000

チェンバー・フィルハーモニック東京　第１７回演奏会

シューベルト：ザ・グレイト交響曲　他　　指揮：木村康人

[指] Ａ席 \3,000

第６回　フィルハーモニア・アンサンブル東京　演奏会 全席自由

\3,000

奈切敏郎チェロスクール　第２５回門下生演奏会
無　　　料
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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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三鷹市芸術文化センター音楽練習室のご案内  
三鷹市芸術文化センター・音楽練習室は、楽器の練習だけでなく、バレエやダンスやコーラスの練習にもご利用いただけます。 

※打楽器など大きな音の発生する楽器類の使用を検討されている場合は、音漏れにより、思わぬトラブルにつながる場合がございますので、事前に芸術文化センターへご相談ください。 

第１音楽練習室は最も広い練習室です。本番を控えたオーケストラやコーラスなど、大人数での練習には最適で

す。小規模な発表会の場として利用されることもあります。［広さ：130㎡、定員：70名、グランドピアノ（有料）］ 

第２音楽練習室には大きな鏡とバー（手すり）が備わっており、クラシックバレエやダンスや日本舞踊など、振りや姿

勢を確認しながらの練習に適しています。［広さ：53㎡、定員：30名、アップライトピアノ（有料）、鏡、手すり（バー）］ 

第３音楽練習室は第４練習室と同じ大きさですが、グランドピアノが付属しています。少人数での練習や一人静か

にピアノを弾きたくなったときにも、ぜひご利用ください。［広さ：25㎡、定員：5名、グランドピアノ（有料）］ 

第４音楽練習室は唯一室内にピアノが付属しておりませんので、少人数での使用の際も窮屈さを感じることなく練

習できます。好きな楽器を心ゆくまで演奏したり、個人で練習するには最適です。［広さ：25㎡、定員：5名］ 
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＜単位：円＞

午　前 午　後 夜　間 全　日

9時〜12時 1時〜5時 6時〜10時 9時〜22時

平　日 10,000 20,000 25,000 50,000

土･日･祝日 15,000 25,000 30,000 60,000

500 800 1,000 2,000

ホール・控 室

第１・２・３控室

星のホール
（小ホール）

https://www.facebook.com/caprice.kids.ensemble
http://vocalensemble-kabuki.jimdo.com
http://www2s.biglobe.ne.jp/~chiisana/
http://homepage2.nifty.com/shige-kun/kbe/
http://jwfc.oc.to/thunderbirds50th_concert.html
http://www.idaki.co.jp
http://phil-ensemble-tokyo.blog.so-net.ne.jp/
http://www.yu-arts.com/
http://www.idaki.co.jp/
http://mitaka.jpn.org/geibun/music.php


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

３(金) 13:30 Ｄａｖｉｓ

18:00 0422(48)8013　伊達

12(日) 11:00 Ｍｉｙｏｋｏ歌謡教室

18:30 0422(31)2914　髙野

14(火) 13:30 0422(55)9358　稲垣

　　２０周年記念 17:00 0422(45)2077　斉藤

18(土) ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ　　男はつらいよ

19(日) 柳亭市馬　独演会

[託] 　14:00　開演

25(土) 桃月庵白酒　三遊亭兼好　二人会

[託] 　14:00　開演

１(金) 19:00 ムシカ・ポエティカ　淡野

20:45 yumiko@musicapoetica.jp

２(土) ピアノ発表会 13:30 穴田

16:30 aykanada@gmail.com

５(火祝) 10:30 ＮＰＯ法人　西演歌教室

17:00 0422(47)8371　西

６(水休) 12:00 三鷹市邦楽連盟

16:20 0422(45)3377　大浦

10(日) 春風亭一之輔　古今亭文菊　二人会

[託] 　14:00  開演

　ままごと 『わが星』

幼なじみの少女２人の成長の物語は、いつしか人類と宇宙の壮大なドラマへ。

◎ 　全席自由・日時指定・整理番号付き

前売＝会員：\3,150／一般：\3,500／学生：\2,500　　当日＝会員：\3,420／一般：\3,800／学生：\2,800

以下前売・当日共に　高校生＝\1,000／中学生・小学生＝\500　

※未就学児5/29(金)、5/30(土)のみ入場可(無料)

一部［託］ｱﾘ

・　　　　        　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/ticket/user.php よりＨＰがご覧いただけます。　

入 場 方 法催  し  物  名

無　　　料

無　　　料

伊達佑介“うたのスクール”音楽会　２０１５

～Ｓｕｎｄａｙ à ｌａ ｃａｒｔｅ～

月

４

Ｍｉｙｏｋｏ歌謡教室成果発表会

全席指定・各回

会員 \900

一般 \1,000

完売御礼

５

月

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 学生 \800

完売御礼

完売御礼

5/16(土)～6/14(日)　全33公演

三鷹市邦楽連盟新緑公演
無　　　料

無　　　料
マロニエの会　シャンソン発表会

―歌える人生のよろこびを―

第１４回カラオケ生涯学習成果発表会
無　　　料

『狂童女の戀』　人形・歌・朗読の夕べ　朗読：坂平長利

人形：黒谷都　歌：淡野弓子　作曲／ピアノ：武久源造

［自］一般 \4,000

    学生 \2,500

無　　　料

◎
第７作 『男はつらいよ　奮闘篇』

第８作 『男はつらいよ　寅次郎恋歌』

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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＜単位：円＞

午　前 午　後 夜　間 全　日

9時〜12時 1時〜5時 6時〜10時 9時〜22時

平　日 10,000 20,000 25,000 50,000

土･日･祝日 15,000 25,000 30,000 60,000

500 800 1,000 2,000

ホール・控 室

第１・２・３控室

星のホール
（小ホール）

※練習などで舞台面のみを使用する場合は、施設使用料が半額になります。 ※照明・音響など器具使用料は別途かかります。 

※上記ホール使用料金で、舞台・照明・音響のスタッフが各１名つきます。 ３人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。 

 星のホールは、演劇や古典芸能をはじめ

として、あらゆる表現形態に適応するダイナ

ミックな音響と照明を備えた施設です。 

星のホール 

http://mitaka.jpn.org/ticket/1504180/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1504190/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1504250/
http://www.musicapoetica.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1505100/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1505160/
http://mitaka.jpn.org/geibun/star.php

