
　

　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

７(火) 第37回 MAC展 第1･2展示室 三鷹アートサークル・100号を描く会

～ 0422(44)8730　峯・0422(45)3670　中島

12(日) 第10回 若葉フォトクラブ写真展 第3展示室 若葉フォトクラブ

03(3332)6457　生澤

　
　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

７ １(水) 第４展示室

月 ～５(日) 090(3170)9386　山本

８ ８(土) 第４展示室 國學院大學書道研究會

月 ９(日) 080(5453)1027　梶浦

・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。　

第五十二回國大書展
無　　料

観覧時間：10:00～17:00（最終日は15:00まで）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

天作会～井上有一に捧ぐ書の解放展～
無　　料

観覧時間：11:00～18:00（初日は14:00から、最終日は17:00まで）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

７ 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）

月 無　　料
観覧時間：11:00～18:00（初日は13:00から、最終日は16:00まで）

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 

 ７月 ８月 

 ７月 

2015年 

2015年 

８月 

次 回 企 画 展 の ご 案 内  

【会   場】三鷹市美術ギャラリー 

【開館時間】午前10時～午後8時(ご入館は午後7時30分まで) 

【休 館 日】月曜日(9/21、10/12は開館)、9/24(木) 

【観 覧 料】一般600円 ／ 65歳以上、学生(高･大)300円 

      ※中学生以下・障害者手帳をお持ちの方は無料 

        ※こどもと一緒割引：中学生以下のお子様と一緒にご来館の方（こども1名につき同伴者2名まで）は480円 

【問い合わせ先】0422(79)0033 

2015年8月1日（土）～10月12日（月・祝） 

「フットボール鷹」 講談社 

『週刊少年マガジン』1977年43号 
◆関連プログラム◆      ※三鷹ネットワーク大学共催 

マンガ鼎談：貸本漫画から少年誌へ ～1960年前後のマンガ界を語る 

川崎のぼる×ビッグ錠（佃竜二）×南波健二 

日時：8月1日（土）14:00～16:00 

会場：三鷹ネットワーク大学 ※展覧会場とは異なります 

定員：70人   

参加費：無料 

申込方法：三鷹市美術ギャラリー0422-79-0033へ電話予約（先着順） 

「いなかっぺ大将」２色扉  

小学館『小学三年生』1970年2月号 

『岩石おばさんとホー』（作：福田章） 

 カラー原画 小学館 2007年 

 大阪から上京し、少年誌で頭角をあらわした若手マンガ家・川崎のぼるを一躍有名にしたのは『週刊少年マガジン』（講談

社）に1966年から連載された「巨人の星」〔原作：梶原一騎〕でした。原作者の強烈な個性に対して川崎が描いた過剰ともい

える表現が相乗効果を生み出し、結実した独自の世界は〈スポ根マンガ〉という一大ジャンルの礎を築きます。 

 「巨人の星」では劇画で培ったシリアスかつ実験的な描写に筆をふるった川崎ですが、2年後には「いなかっぺ大将」（『小学

一年生』～『小学六年生』1968－70年代前半連載）で、新たに〈笑い〉の側面を開花させると、その後もアクションや家族愛ま

で様々な作品を世に送り出します。70年代末からは青年誌にも活動の場を広げ、幅広い題材を描き分ける確かな技術は今

なお高く評価されています。 

 本展覧会では、大阪で貸本漫画家としてデビューした初期の作品から上京と前後して劇画作家たちと交流した青春時代、

1967年から三鷹市に居住し生み出された作品など、戦後マンガ史と共に歩んだ 

川崎のぼるの約60年にわたる画業をふりかえります。 

午前

9-12時

午後

13-17時

夜間

18-22時

全日

9-22時

多目的会議室Ａ 63人 118㎡ 3,700円 5,400円 6,500円 14,000円

多目的会議室Ｂ 63人 121㎡ 3,700円 5,400円 6,500円 14,000円

※多目的会議室は連結して使用できます。

施設使用料

定員 広さ

http://mitaka.jpn.org/ticket/150801g/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

11(土) 17:30 ｐｌａｉｓｉｒ　ｄｕ　ｂａｌｌｅｔ

20:30 090(3802)5324　柘植

12(日) 15:00 むしの会

17:00 info@mushinokai.com

26(日) 15:00 東京大学歌劇団

17:50 080(1255)0197　伊部

２(日) 17:00 渡部ブーベル バレエアカデミー

20:00 090(6657)9429　渡部

８(土) Ａｋｉ　Ｂａｌｌｅｔ　Ｇｒｏｕｐ

080(2258)6012　宇佐見

15(土) 10:00 三鷹市健康福祉部地域福祉課

12:05 0422(45)1151　内線2614

13:30 三鷹市企画部企画経営課

15:00 0422(45)1151　内線2115

23(日) 14:00 アール・バレエスタジオ

17:30 0422(31)5622　鈴木

・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。

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

５(水)～

９(日)

11(火)～ 戦後70年 平和展  「三鷹市戦争関連資料」展

15(土)

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

１）この催し物案内は、２０１５年６月１８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。

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。

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。 http://mitaka.jpn.org
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公益財団法人三鷹市芸術文化振興財団

月 0422(45)1151　内線2115
第１・２・３展示室       観覧時間： 9：30～16：30

◇休館日のご案内◇

アール・バレエスタジオ　第１４回発表会
無　　　料

　白鳥の湖より他　小品集・創作

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

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

８
戦後70年 平和展  「ヒロシマ・ナガサキ 原爆と人間」展、「上野誠　平和版画」展

無　　料

三鷹市企画部企画経営課
第１・２・３展示室       観覧時間： 9：30～16：30

戦後70年　みたか平和のつどい
無　　　料

　世代をこえて平和を考える日～戦没者追悼式並びに平和祈念式典

戦後70年　平和アニメ上映会「火垂るの墓」
無　　　料

８
渡部ブーベル バレエアカデミー　第３回発表会

無　　　料

月
Ａｋｉ　Ｂａｌｌｅｔ　Ｇｒｏｕｐ　

未定 無　　　料
　２０１５　おさらい会

月
第３１回むしの会吹奏楽団演奏会

無　　　料
　（東京都立豊多摩高等学校吹奏楽部ＯＢ会）

東京大学歌劇団 第４３回公演
無　　　料

　Ｇ．ヴェルディ作曲歌劇≪仮面舞踏会≫　指揮：山内亮輔

７
ｐｌａｉｓｉｒ　ｄｕ　ｂａｌｌｅｔ　第４回勉強会

無　　　料

催  し  物  名 入 場 方 法

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 

三鷹市公会堂 さんさん館2Ｆ 展示室【催し物ご案内】 
〒181-8555 三鷹市野崎1-1-1  ℡0422-29-9868 

 ７月 
2015年 

HP 

８月 

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ 
7/1（水）、14（火）・15（水）、28（火）～31（金） 

は臨時休館いたします。 

HP 

HP 

HP 

HP 

さんさん館3階にある多目的会議室は防音設備を備えた会議室です。2室を連結すれば、100人

規模の会議や集会の他、音楽やダンスの練習、幼稚園のお楽しみ会などで使用することもできま

す。備え付けのプロジェクターで映像を流せば、楽しい会をさらに盛り上げる演出にもなりそうです。 

利用方法など詳細は、三鷹市公会堂へお気軽にお問い合わせください。 tel:0422-29-9868 

三鷹市公会堂 多目的会議室 

多目的会議室A・B（連結） 

午前

9-12時

午後

13-17時

夜間

18-22時

全日

9-22時

多目的会議室Ａ 63人 118㎡ 3,700円 5,400円 6,500円 14,000円

多目的会議室Ｂ 63人 121㎡ 3,700円 5,400円 6,500円 14,000円

※多目的会議室は連結して使用できます。

施設使用料

定員 広さ

http://www.mushinokai.com/
http://utoperatheater.web.fc2.com/
http://www.w-buber.com/
http://ar-ballet.com/
http://mitaka.jpn.org/kokaido/multi.php

