
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

６(日) 13:30 三鷹・花の会ピアノ教室　高橋

16:00 mitakahananokai@gmail.com

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

３(土) 14:00 ヴォーチェ・アプリート

16:00 042(464)0493　和出野

４(日) 14:00 岩渕

16:30 buchi@xb3.so-net.ne.jp

７(水) 14:00 コープ地域クラブ「わかばの会」

16:00 090(2898)5155　岡田

９(金) 19:00 バウムクーヘン室内管弦楽団事務局　鈴木

21:00 kpb_tokyo@yahoo.co.jp

10(土) 19:00 ﾘｷ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｯｼｪｽ･ｵｰｹｽﾄﾗ事務局　市川

21:00 rikiphil2015@gmail.com

11(日) 14:00 ギターサークル・ハーモニックス

16:15 080(5682)6543　漢人(かんど)

12(月祝) ＡＲＣチェンバーオーケストラ　横田

◇ ブラームス交響曲第２番　ほか 13:30- 16:00 arc-chamber@hotmail.co.jp

16(金) 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

18(日)

◎

[託]

             みたかジュニア・オーケストラ(管弦楽)

24(土)

◎

[託]

25(日) 14:00 ＥＧＫ事務局

16:00 03(5794)5783　野村

31(土) 18:30 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

未定 0422(49)2521　芸術文化協会 八代

・◎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。

第２１回わかばコンサート「心に響くフルートのハーモニー」

日本フィルハーモニー交響楽団メンバー　他

全席自由

\500

ギターサークル・ハーモニックス　第２７回定期演奏会
無　　　料

\6,000

第１７回　ＥＧＫ　演奏会
無　　　料

14:00

16:00

みたかジュニア・オーケストラ (ＭＪＯ)　オータム・コンサート 全席指定

会員　\720

一般　\800

未就学児(４歳以上)　\500

ジュリアーノ・カルミニョーラ　ｗｉｔｈ　ヴェニス・バロック・オーケストラ
17:00

19:00

[指]　S席残席僅少

楽しさいっぱい！魅力がいっぱい！バラエティ豊かなアンサンブル！

　　出演 ： 内藤佳有(指揮)、清水醍輝(指揮)、小川正毅(指揮)

バウムクーヘン室内管弦楽団第４回定期公演 全席自由

ヴォーチェ・アプリート第二十一回声楽コンサート

語りと世界の名歌で綴るローマ・四季の泉・白秋詩の歌曲
無　　　料

全席自由

\1,500

岩渕秀俊ピアノリサイタル２０１５

10

月

催  し  物  名

アンサンブル藝弦コンサート

・　　　　        　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

入 場 方 法

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

無　　　料
三鷹・花の会ピアノ教室　第３回発表会

[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

\4,000

リキ・フィルハーモニッシェス・オーケストラ　第１回定期演奏会 全席自由

\1,000

ＡＲＣチェンバーオーケストラ　第１４回定期演奏会

全席自由いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ Ａｇｅｓ

［自］\1,000　(\700)

チラシの割引コードでＰｅａｔｉｘより\700で購入可

会員　Ｓ席\5,400 ／ Ａ席\4,500

一般　Ｓ席\6,000 ／ Ａ席\5,000

Ｕ-23(A席/23歳以下) \3,000

曲目：ヴィヴァルディ：歌劇『オリンピアーデ』ＲＶ７２５よりシンフォニア　ハ長調

       Ａ.マルチェッロ：弦楽のための協奏曲集『ラ・チェトラ』より第４番　ホ短調

       ガルッピ：４声の協奏曲第３番二長調　　　他

第６２回三鷹市市民文化祭「今宵をジャズで楽しく」
無　　　料

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 

HP 

10月  ９月 
2015年 

2015年 

HP 

HP 

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 

HP 

HP 

HP 

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です 
風のホール（中ホール・625席） 

http://www.nbd-concertband.com/
http://crephil.moo.jp/
http://wco-jpn.com
http://music.geocities.jp/kpb_tokyo/
http://arc-ch.com
http://www.idaki.co.jp
http://mitaka.jpn.org/ticket/1510180/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1510240/
http://www.dab.hi-ho.ne.jp/manato/egk/
http://mitaka.jpn.org/geibun/wind.php


　

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

10/2(金)～12(月祝)　全13公演

Ｍｉｔａｋａ “Ｎｅｘｔ” Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 16ｔｈ

小松台東　『想いはブーン』

◎ 全席自由・日時指定・整理番号付き

前売＝会員：\2,900・一般：\3,300／当日＝会員：\3,100・一般：\3,500

学生＝\2,000／高校生以下＝\1,000(前売・当日とも)

※　☆早期観劇割引 ★平日マチネ割引は、会員・一般のみ各300円引き。

17(土)

18(日)

[託]

10/24(土)～11/1(日)　全11公演

Ｍｉｔａｋａ “Ｎｅｘｔ” Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 16ｔｈ

ＣＨＡｉｒｏｉＰＬＩＮ

◎ 　　　　踊る戯曲３『三文オペラ』

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 ★平日マチネ割引は、会員・一般のみ各300円引き。

・　　　　        　帯は財団主催事業です。 ・[指]は全席指定です。・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。　

完売御礼

柳亭市馬 独演会

　14：00開演

各回２本立て　昼夜入替制　

全席指定・各回

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ  小説を、観る。　文豪作品が原作の映画特集

泉 鏡花　『歌行燈』　『みだれ髪』

昼の部11:00／夜の部16:00　上映開始

アベルエトワールバレエ発表会
無　　料　(チケットあり)

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

10

月 ◎

ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ  小説を、観る。　文豪作品が原作の映画特集 [指]　昼の部完売

柳家権太楼 独演会

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

　14：00開演 完売御礼

月

催  し  物  名 入 場 方 法

９

◎

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 

 ９月 10月 
2015年 

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 

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 

 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  9/17（木）  

一般  9/18（金） 

HP 

HP 

HP 

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、演劇や古典芸能をはじめとした多彩なステージを繰り広

げることができる『星のホール』。 

客席と舞台の一体感をダイレクトに‥‥。 星のホール（小ホール・250席） 

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/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1510020/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1510181/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1510241/
http://mitaka.jpn.org/geibun/star.php

