
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

１(土) サマーコンサート 10:30 私はピアニストの会

20:00 090(1535)3943　諸隈

２(日)

◎

17:00

4(火)5(水)

6(木)

８(土) 14:00 関西学院交響楽団　　児玉

◇ 16:00 kgorc.concert@gmail.com

15(土) 14:00 ＡＩＯ　小林

16:00 contact@ai-o.org

16(日) 14:00 ＥＭＱ代表代行

16:30 080(4159)1215　小野

18(火) 14:00 コレーギウム・ムーシクム

20:00 03(3978)6646　奈良

22(土) 第３６回　ピアノ発表会 12:10 原 裕子ピアノ教室

16:30

23(日) 13:00 カンツォーネ　サークルいっち

16:15 090(8435)8676　坂爪

26(水)

◎

27(木) 19:00 いだきしんコンサートチケットセンター

ピアノＩｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ 21:00 03(3560)1485

28(金) 19:00 私はピアニストの会　諸隈

◇ 20:30 marimarikumakuma@docomo.ne.jp

29(土) 13:00 全日本ギター協会　石田

◇ 20:00 ishidagi@tba.t-com.ne.jp

30(日) 14:00 新三友合唱団　渡邉

16:15 seidai99@orion.ocn.ne.jp

４(金) 19:00 音の絵文庫

◇ メトネル、ブラームスの作品による 21:00 03(3978)6646　奈良

５(土) 18:30 ＮＢＤ吹奏楽団　原田

20:30 naokun39nbd@ybb.ne.jp

13(日) 14:00 クレセントフィルハーモニー広報

16:00 090(5577)5310  花本

20(日) 14:00 藍　青木

16:15 bluetrees0508@gmail.com

21(月祝) 13:00 いる・かんたーびれ

16:00 il.cantabile.2015@gmail.com

22(火休) 14:00 アンサンブル藝弦　　山﨑

16:00 geigen.info@gmail.com

23(水祝) 14:00 早稲田室内管弦楽団　広報係　田中

15:45 contact@wco-jpn.com

26(土) ピアノ発表会 山野楽器ヤマノミュージックサロン三鷹

27(日) 0422(46)4555　石井

・◎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。　

・◇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）。

・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。

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

 ・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。

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

当日 \3,000 / 学生 \2,000

早稲田室内管弦楽団　第１９回定期演奏会 全席自由

\1,000

未定 無　　　料

下原千恵子プロデュースによる 全席自由

初秋のガラコンサート　Ｖｏｌ．３ \2,000

アンサンブル藝弦コンサート [自]　前売 \2,500

９
奈良真潮ピアノ・リサイタル　―　モーツァルト、ベートーヴェン、 全席自由

\3,500

風のコンサート・ＣＯＮＣＥＲＴ ＤＵ ＶＥＮＴ 全席自由

～管楽器を中心とした、若手演奏家の室内楽コンサート～ \1,000

月
ＮＢＤ吹奏楽団第３５回定期演奏会

無　　　料

クレセントフィルハーモニー管弦楽団　第２７回演奏会
無　　　料

第１６回全日本アマチュアギターコンクール [自]前売 \1,800

　　当日 \2,000

新三友合唱団第１回記念演奏会 全席自由

\1,000

いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ Ａｇｅｓ 全席自由

\6,000

バロック名曲の夕べ 全席自由

\3,000

三鷹市芸術文化センター　全部見てくださいツアー 定員：各回先着２０名

午前の部10：00～12：30 ／ 午後の部14：00～16：30 無　　　料

　※午前と午後は同じ内容です ※ 電話予約のみ

コレーギウム・ムーシクム　２０１５
無　　　料

― 奈良澪子門下生によるピアノ・コンサー ト

無　　　料

第６回　坂爪いちおカンツォーネ教室発表会
無　　　料

催  し  物  名 入 場 方 法

８ 無　　　料

月
横山幸雄　ピアノ・リサイタル・シリーズ　Ｖｏｙａｇｅ　第１０回

15:00
[指]会員 \3,600

モーリス・ラヴェル生誕１４０年記念 一般 \4,000

\500

Ａｓｓｅｍｂｌｅｄ　Ｉ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　第９回演奏会
無　　　料

Ｅｎｓｅｍｂｌｅ　ＭＵＳＩＫＱＵＥＬＬＣＨＥＮ
無　　　料

第２１回演奏会　　　シューベルト交響曲第９番グレート他

“音の魔術師”がピアノで描いためくるめく世界 Ｕ-23(23歳以下) \2,000

風のホールのピアノを弾こう！　【スタインウェイ編】
申込は終了いたしました。

コンサート・グランドピアノを６２５席「風のホール」とともに独り占め！

関西学院交響楽団　東京公演 全席自由

風のホール　施設使用料 ＜単位：円＞

午　前 午　後 夜　間 全　日

9時〜12時 13時〜17時 18時〜22時 9時〜22時

平　日 25,000 40,000 50,000 100,000

土･日･祝日 35,000 50,000 60,000 120,000

※練習などで舞台面のみを使用する場合は、使用料が半額になります。

※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。

風のホール
（中ホール）

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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ステージ側から見た客席スペース 風のホール（中ホール・625席） 
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http://www.mari-music2009.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1508020/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1508040/
http://orchestra.musicinfo.co.jp/~kgso1/
https://www.facebook.com/AssembledIOrchestra
http://emq.tokyo/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1508260/
https://www.idaki.co.jp
http://mari-music2009.com
http://zennihonnamatyua.sakura.ne.jp
http://shin-sanyu-chor.jimdo.com
http://www.nbd-concertband.com/
http://crephil.moo.jp/
http://wco-jpn.com
http://mitaka.jpn.org/geibun/wind.php
http://mitaka.jpn.org/geibun/wind.php


　

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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』 

　全席自由・日時指定・整理番号付

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

  学生＝\2,000(前売・当日とも)／小・中・高校生＝\1,000(前売・当日とも)

☆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

15(土) 14:00 こだいらＥＭバンド

16:00 080(5642)4195　山村

16(日) 14:30 アンサンブル・マロニエ

16:30 0422(48)9035　池田

18(火) 18:00 ＨＯＢパフォーマンス

20:15 090(9362)2445　貝沼

19(水) 19:00 間宮

21:00 myojo115@me.com

22(土)

23(日) 15:30 Ｅｍｉ Ｂａｌｌｅｔ Ｃｌａｓｓ　佐々木/篠原

17:00 eclassballet@gmail.com

26(水)

◎

29(土)

［託］

30(日) Ｓｏａｖｅピアノ・フルート発表会 13:00

16:30 0422(47)0516  宮越

9/3(木)～9/13(日)　全１4公演

　　　 Ｍｉｔａｋａ “Ｎｅｘｔ” Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 16ｔｈ

キ上の空論　♯４『東京虹子、７つの後悔』

全席自由・日時指定・整理番号付き

 前売＝会員：\2,200／一般：\2,500・当日＝会員：\2,500／一般：\2,800・高校生以下＝\1,000(前売・当日とも)

　☆早期観劇割引 ・★平日マチネ割引　　※☆早期観劇割引 ★平日マチネ割引は、会員・一般のみ各300円引き。

19(土)

20(日)

◎

［託］

22(火休) 16:00 アベルエトワールバレエ

18:00 090(3917)2753　小川

23(水祝)

◎

26(土)

◎

［託］

27(日) 13:00 ひだなおみ音楽教室　肥田

15:50 musicasa703@parkcity.ne.jp

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

・◎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。 

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

ひだなおみ音楽教室　ピアノ発表会
無　　　料

古今亭菊之丞独演会 [指]会員 \2,700

　14：00開演 一般 \3,000/学生 \2,000

高校生以下\1,000

東京大衆歌謡楽団　～昭和の名曲を唄う～ 全席指定・各回

　14：00 ／ 17：00　開演 会員 \2,700

　東京ラプソディ、旅の夜風、誰か故郷を想わざる、青い山脈　ほか 一般 \3,000

柳家権太楼独演会 [指]会員 \2,700

　14：00開演 一般 \3,000/学生 \2,000

高校生以下\1,000

アベルエトワールバレエ発表会
無　　料　(チケットあり)

夏目漱石　『吾輩は猫である』　『こころ』 会員 \900

昼の部11:00／夜の部16:00　上映開始 一般 \1,000

各回２本立て　昼夜入替制　 学生 \800

無　　　料

９

月 ◎

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

午前の部10：00～12：30 ／ 午後の部14：00～16：30 無　　　料

　※午前と午後は同じ内容です ※ 電話予約のみ

柳家喬太郎　みたか勉強会
完売御礼

　昼の部14:00／夜の部18:00　開演

各回２本立て　昼夜入替制　 学生 \800

第１回Ｅｍｉ Ｂａｌｌｅｔ Ｃｌａｓｓ発表会 自由席 (一部指定席)

無料 (チケット必要)  

三鷹市芸術文化センター　全部見てくださいツアー 定員：各回先着２０名

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

谷崎潤一郎　『春琴抄　お琴と佐助』　『お遊さま』 会員 \900

昼の部11:00／夜の部16:00　上映開始 一般 \1,000

\2,000

ＨＯＢパフォーマンス　第５回発表会
無　　　料

夏の夕べ  ～明星学園高等学校の卒業生が歌い奏でる音楽で [自]前売 \2,000

　　　　　　　　夏の暑さをふきとばします 　　当日 \2,500

こだいらＥＭバンド　第８回定期演奏会
無　　　料

アンサンブル・マロニエ　第３２回　名曲コンサート 全席自由

催  し  物  名 入 場 方 法

８

◎月

◎

風のホール　施設使用料 ＜単位：円＞

午　前 午　後 夜　間 全　日

9時〜12時 13時〜17時 18時〜22時 9時〜22時

平　日 25,000 40,000 50,000 100,000

土･日･祝日 35,000 50,000 60,000 120,000

※練習などで舞台面のみを使用する場合は、使用料が半額になります。

※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。

風のホール
（中ホール）

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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  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 

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 

HP 

HP 

HP 

チケット発売日   

会員  8/20（木）  

一般  8/21（金） 

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 

 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 

 三鷹市芸術文化センター 

  チケットカウンター 

0422(47)5122 

HP 

大いに笑わせ、しっとり泣かす、冴えわたる芸、柳家権太楼 

江戸の薫りを、ふわりと運ぶ、口跡鮮やか、古今亭菊之丞 

http://mitaka.jpn.org/ticket/1507310/
http://yamaban.michikusa.jp
http://hobperformance.web.fc2.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1508220/
http://www.eclassballet.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1508260/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1508290/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1509030/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1509190/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1509200/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1509230/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1509260/

