
　

　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

4/28(火) 全館貸切 作秋院

～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

2(火)～ staff12展 全館貸切 staff展準備委員会

７(日) 080(3279)2965　山梨

16(火)～ 第31回 JRP武蔵野・三鷹支部写真展 第1･2展示室 JRP武蔵野･三鷹支部

21(日) 0422(54)9456　大島

23(火)～ 第22回 むさしのユトリロ写生会展 第1･2展示室 むさしのユトリロ写生会

28(日) 0422(43)7288　片岡

　
　　　 

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

18(木) 第２展示室 スタジオびーんず　遠藤

～20(土) pastel@studiobeans.com

24(水) 第３展示室 西荻窪油絵教室

～28(日) 03(3399)6062　廣畑・吉本

・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。　

月
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）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

５
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）

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13:00から、最終日は17:00まで）

第５回 七墨会水墨画展
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）

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）

６ 無　　料
観覧時間：11:00～19:00（初日は13:00から、最終日は17:00まで）

月 無　　料
観覧時間：10:00～19:00（初日は15:00から、最終日は17:00まで）

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）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

５
第９回創美展

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

月
第１９回・都立国立高校ＯＢ美術展

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）

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）

６
第１１回ハート＆パステル絵画教室合同展覧会

無　　料
観覧時間：10:30～18:30（最終日は19:00まで）

月
第１７回　西荻窪油絵教室　作品発表会展

無　　料
観覧時間：10:00～18:00（初日は13:00から）

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 

HP 

2015年 

 ５月 ６月 

 ５月 

2015年 

2015年 

６月 

HP 

HP 

色紙「わが身ひとつの夏にあらねど」 

昭和23年  
背景の静物は画家吉岡堅二が描いたもの 

太宰治「自画像」 油彩 

昭和22年頃 
三鷹駅近くに住む画家桜井浜江の 

アトリエで画かれたもの 

津島家寄託 太宰治資料展 

  6月13日（土）～6月28日（日） ※休館日：6月15日（月）、6月22日（月） 

 観覧時間：10：00～18：00      

 会      場：三鷹市美術ギャラリー 第３展示室 

三鷹市が津島家から寄託を受けた、太宰治資料を公開します。 

太宰が昭和14(1939)年9月に妻美知子と所帯を持って以降の三鷹時代の資料で、 

通常の文学展でイメージされるものとは特徴が異なります。 

書や絵画をはじめ生活関連書類など、その内容は多岐にわたり、 

作品研究だけでは知る由のない太宰の知られざる側面を物語っています。 

自らを〈一個の原稿生活者〉とした太宰のライフスタイルはいかなるものだったのか……。 

太宰の生誕日であり桜桃忌が営まれる6月。津島家に愛蔵され、 

長い年月を経て里帰りした資料をどうぞご覧ください。 
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

主      催：三鷹市、（公財）三鷹市芸術文化振興財団 

協      力：津島園子、津島里子、林忠彦作品研究室、（公財）日本近代文学館 

問合せ先：三鷹市山本有三記念館   Tel:0422-42-6233 

観覧無料 

HP 

http://many08.com
http://mitaka.jpn.org/gallery/
http://www.heartpastel.com/
http://seigo-art.com/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

２(土)

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

７(日) 13:00 寒水ダンシングファクトリー

17:30 090(1808)1579　寒水

11(木) 12:30 三鷹市老人クラブ連合会

15:30 0422(47)5137　高橋

21(日) 13:30 三鷹市吹奏楽団　事務局

15:30 090(3593)6014　大野

27(土) 14:30 みたか環境活動推進会議・三鷹市

16:30 0422(45)1151 (内線)2525　大島

28(日) フラダンス発表会 12:30 フラ・ホアピリ

16:30 080(3125)2799　荒瀬

・　　　　         　帯は財団主催事業です。

 ・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

６
寒水ダンシングファクトリー・ブランニューダンスマーケット

無　　　料
　合同発表会

催  し  物  名 入 場 方 法

５
立川志の輔　独演会

完売御礼　14:00開演

月
平成２７年　「三鷹市民交通安全のつどい」

無　　　料

\500

西高混声合唱団　結成１５周年記念演奏会
無　　　料

深緑吟詠剣詩舞大会
無　　　料

月
第２２回カラオケ大会

無　　　料

三鷹市吹奏楽団　第３４回定期演奏会 全席自由

ブレーメンの音楽会　エコミュージカルコンサート
無　　　料

～水は地球のい・の・ち～　ほか、環境標語表彰式

全席自由

\1,000

http://mitaka.jpn.org

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

◇休館日のご案内◇

１）この催し物案内は、２０１５年４月２３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216号　2015年 5月 1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。

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 

2015年 

HP 

６月 

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ 
●5/9（土）、6/11（木）・12（金）、30（火） 

は臨時休館いたします。 

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 

HP 

「文学賞の元祖」といわれ、創設以来確固たる名誉を誇る芥川賞の記念すべき第１回候補に名

を連ねた当時の太宰と、初の創作集『晩年』についてご紹介しています。 

限定部数500部と稀少な『晩年』の初版本や、芥川賞獲得を懇願し川端康成に宛てた別名「泣

訴状」と呼ばれる全長５ｍにおよぶ書簡（複製）、「芥川賞騒動」の引きがねとなった文芸雑誌など、

見所満載です。 

 

太宰治文学サロン  展示のご案内  

初の創作集『晩年』と芥川賞をめぐって 

【会   場】三鷹市太宰治文学サロン  

               181-0013三鷹市下連雀３－１６－１４ グランジャルダン三鷹１F 

【問合せ先】0422-26-9150  

【開館時間】10:00〜17:30 入館無料 

【 休 館 日 】 5/7（木）・8（金）・11（月）・18（月）・25（月） 

2015年5月31日（日）まで開催中 

川端康成宛 昭和11年6月29日付 

提供：川端康成記念会 

http://mitaka.jpn.org/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1505020/
http://nisicon.music.coocan.jp/
http://takasui.net/
http://mitaka.jpn.org/ticket/150210d/

