
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

６(土) コンセールヴェリテ 18:00 岸邉 眞知子

　ピアノ演奏会 21:00 verite-pf@parkcity.ne.jp

７(日) 14:00 毬蹴門会(まけるもんかい)

16:00 0422(55)3553　髙井

13(土) 18:00 成蹊大学ギターソサエティー  田中

20:00 seikeigitaso100@gmail.com

14(日) 14:00 ＩＣＵ　ＣＬＡＳＳＩＣ　ＥＮＳＥＭＢＬＥ

第１２回演奏会 16:30 icuice@hotmail.co.jp

20(土) 15:30 （株）リアルクリエート

17:30 0422(44)8511　阿比留

21(日) 14:00 女声合唱ラベンダー

15:45 0422(47)1525　河野

26(金) 18:10 國學院大學久我山中学高等学校

20:15 03(3334)1151　飯島

27(土) 18:00 律ゾリステン  瀬島

20:00 ritzsolisten.strings@gmail.com

５(日) 14:00 三鷹市教育委員会　生涯学習課

16:00 0422(45)1151内線3316　中

12(日)

◎

［託］

15(水) 18:30 アイエムシーチケットセンター

20:50 03(3401)9760

20(月祝)

◎

［託］ 指揮：沼尻竜典

23(木) 19:00 ムシカ・ポエティカ

21:00 03(3970)0585　淡野

24(金) ブリランテ・コンサート Ｖｏｌ．３ 18:30 グループブリランテ

20:45 0422(42)9554　村井

　 26(日) 13:00 ヤングピアニストを育てる会

16:30 0422(44)9395　辻井

28(火) 19:00開演・21:00終演 タッシ・アーツ

◇ 　全席指定　　Ｓ席 \4,800 / \4,300（マークル会員） ・　Ａ席 \3,900 / \3,500（マークル会員） 03(5272)1370

31(金) 本村陽一テノールリサイタル 18:00 本村陽一

19:40 042(470)2855 ／ 090(9249)2155

・◎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。　

・[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）。

・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。

・◇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）。

・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。

トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ　第７０回定期演奏会
15:00

17:00

［指］会員 \3,600

一般 \4,000 / Ｕ-23 \2,000

　　三鷹市内在住・在学の

小・中・高校生  \1,000　　

　～ Ｄｕｏの世界　楽器が奏でるハーモニー ～

沼尻竜典のモーツァルト　ピアノ協奏曲　全曲演奏シリーズ第13弾

全席自由

入 場 方 法

全席自由

\2,000

７

無　　　料
第２１回　ピアノジョイントコンサート

女声合唱ラベンダー　第１０回コンサート

國學院大學久我山中学高等学校

第４０回　音楽部定期演奏会

６

月

無　　　料

無　　　料
成蹊大学ギターソサエティー

第４４回　サマーコンサート

無　　　料

催  し  物  名

ＩＣＵ ＣＬＡＳＳＩＣ ＥＮＳＥＭＢＬＥ　

第２４回モンジャーニ　日本・世界の名曲を楽しむ夕べ

心のふるさとを求めて　宮﨑京子と陽気な仲間達

全席自由

\3,000

早稲田大学弦楽合奏団律ゾリステン

第６９回定期演奏会

・　　       　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]　\1,500 

未就学児無料

全席指定 [残席僅少]

Ｓ席　会員 \4,950 / 一般 \5,500

Ａ席・Ｕ-23席　　完売御礼

・　　　　        　帯は財団主催事業です。　・[指]は全席指定、[自]は全席自由です。

無　　　料

アンサンブル・ウィーン＝ベルリン

スピリットは時代を超えて　新生ＥＷＢ華麗なる夏の“響宴”
15:00

17:00

（当日先着順入場）

無　　　料

無　　　料

\3,000

第４３回三鷹市市民コンサート　～軽妙・絢爛・重厚～

ワルシャワ・ストリング・カルテット　室内楽の夕べ 全席自由

\4,000

デュオうめももリサイタル～ロマン派とジャズの交差点～

Ｓ淡野桃子 Ｐ梅谷初　ガーシュイン「サマータイム」他

[自]一般 \4,000

学生 \2,500

コンクールに上位入賞して将来を期待される若い人たち

［自］一般 \2,500

学生・児童(小学生以上) \1,500

初来日記念ロルフ・シュルテ（Ｖｎ．）　トリオの夕べ

月

第１０回若い芽のコンサート　　――　　ピアノその他の楽器の

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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HP 

HP 

HP 

HP 

HP 
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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 

 三鷹市芸術文化センター 

  チケットカウンター 

0422(47)5122 

優れた初期反射と残響時間により、 

クリアーで艶やかな響きが、ホール全体を包み込む――― 

風のホールは 

アコースティックな音楽のコンサートに最も理想的な響きを実現する 

シューボックス型のコンサートホール。 

HP 

http://gitaso.seesaa.net
http://orchestra.musicinfo.co.jp/~ice/
http://www.kyoko-miyazaki.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1507120/
http://www.imc-music.net/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1507200/
http://www.musicapoetica.jp/
http://mitaka.jpn.org/geibun/wind.php


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

　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　

16(火) 第５４回春季民謡舞踊大会 10:30 三鷹市民踊連盟

15:00 0422(43)5985  三上

6/27(土)～7/5(日)　全10公演

太宰治作品をモチーフにした演劇公演　第１２回

水素７４％　『 わたし ～抱きしめてあげたい～ 』

◎ 　全席自由・日時指定・整理番号付き

一部［託］ｱﾘ 前売＝会員：\2,500／一般：\2,800　　当日＝会員：\2,700／一般：\3,000

学生＝\2,200（前売・当日とも）／高校生以下＝\1,000（前売・当日とも）　

 ☆ 早期観劇割引（前売のみ）　会員：\2,200／一般：\2,500

10(金)

◎［託］ 　19:30開演　　朗読：國村 隼

　　朗読作品：「姥捨」「あさましきもの」「眉山」

11(土)

12(日)

◎ 柳家花緑さんの落語で、大笑いするのだ！

未就学児の回　11:00開演（約１時間）

18(土) 立川志らく 独演会

◎［託］ 　昼の部14:00／夜の部18:00　開演

　＊昼の部と夜の部は別の演目です。

23(木) 11:00 宮地楽器

18:30 042(383)5551　岩田

25(土) 柳家さん喬 独演会

◎［託］ 　昼の部14:00／夜の部18:00　開演

　＊昼の部と夜の部は別の演目です。

26(日) 13:00

16:00 0422(51)3623　山﨑

7/31(金)～8/9(日)　全１１公演

土田英生セレクション　Ｖｏｌ．３

『算段兄弟』 

一部［託］ｱﾘ 　全席自由・日時指定・整理番号付き

  前売＝会員：\2,500／一般：\3,000　　当日＝会員：\3,000／一般：\3,500

  学生＝\2,000／小・中・高校生＝\1,000(前売・当日共に)

☆早期観劇割引 ★平日マチネ割引

  　前売＝会員：\2,200／一般：\2,700　当日＝会員：\2,700／一般：\3,200

・　　　　        　帯は財団主催事業です。 ・[指]は全席指定、[自]は全席自由です。

・◎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。　

・[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）。

・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。　

会員 \2,700/一般 \3,000

学生 \2,000/高校生以下\1,000

未就学児の回　［指]会員\900/一般\1,000

 小・中学生 \500 / 未就学児無料

小学生以上の回　［指］会員 \1,800

一般 \2,000 / 小・中学生 \1,000

全席指定・各回

会員 \2,700/一般 \3,000

学生 \800

学生 \2,000/高校生以下\1,000

全席指定

各回２本立て　昼夜入替制　

ぼくも、わたしも、寄席で大笑い!!　こども寄席　その１６

宮地楽器発表会
無　　　料

第１５回太宰を聴く　～太宰治朗読会～

会員 \900

一般 \1,000

全席指定・各回ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ  小説を、観る。　文豪作品が原作の映画特集

川端康成　『有りがたうさん』　『山の音』

昼の部11:00／夜の部16:00　上映開始

小学生以上の回　14:00開演（約２時間）　※未就学児入場不可、託児あり

［指］会員 \2,700

一般 \3,000 / 学生 \2,000

高校生以下 \1,000

無　　　料

入 場 方 法催  し  物  名

６

月

月

７

無　　　料
第３０回リトルコンサート　“ピアノと声楽の集い”

6/14(日)まで

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 

HP 

 ７月 ６月 
2015年 

 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 

太宰治作品をモチーフに鬼才・田川啓介が描く 

誰しもが抱えて生きていく「わたし」の物語。 

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 

昼の部完売   

夜の部発売中                   

チケット発売日   

会員  6/11（木）  

一般  6/12（金） 

 三鷹市芸術文化センター 

  チケットカウンター 

0422(47)5122 

チケット発売日   

会員  6/19（金）  

一般  6/21（日） 

 三鷹市芸術文化センター 

  チケットカウンター 

0422(47)5122 

暖かくて、でもどこか切ない、 

少しだけ糸が絡まりあった家族の物語 

http://mitaka.jpn.org/ticket/1505160/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1506270/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1507100/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1507121/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1507180/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1507250/

