
　

　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

10 全館貸切 無　　料 三鷹市･市教育委員会･市芸術文化協会

・ 11/5（木） 村上逸雄展 第1展示室

11 ～8（日） 042(485)2497　村上

3（火祝） パステル画展 第2展示室 武蔵野の保育園保母とお母さんOB会

～ 0422(52)8007　藤山

8（日） 第3展示室 花の絵 ファンタジック水彩画の会

0422(44)6160　望月

全館貸切 無　　料 三鷹市･市教育委員会･市芸術文化協会

　
　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

9/30(水) 第２展示室 三鷹スケッチの会

～4(日) 080(4657)1971　池田

８(木)～ 第４展示室 長友

12(月祝) uzumasa21jp@yahoo.co.jp

22(木)～ クンプル(インドネシア染織研究会)

25(日) 第３展示室 03(5228)7543　山本

第４展示室 無　　料 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

18(水) 第１展示室

～ 042(388)2101  今井

22(日) ゆうゆう展 第２展示室 北多摩東退職教職員の会・油絵サークル

042(473)2210  永井

・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 無　　料
観覧時間：11:00～18:30（初日は13:00から、最終日は17:00まで）

花のシンフォニー ファンタジック水彩画グループ展
無　　料

観覧時間：10:30～19:00（初日は13:00から、最終日は17:00まで）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

10

月

11
10(火)～15（日）　※三鷹市市民文化祭　華道展・工芸展

北多摩東退職教職員の会　写真サークル「彩」展
無　　料

観覧時間：10:00～17:00（初日は14:00から）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

第１６回水彩画展
無　　料

観覧時間：10:00～16:00（初日は13:00から）

無　　料

10/27(火)～11/1(日)　※三鷹市市民文化祭 　写真展・書道展

無　　料
観覧時間：11:00～18:00（最終日は15:00まで）

11/17(火)～22(日)　※三鷹市市民文化祭 　美術展

長友心平作品展＆ペットの絵画教室展

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

インドネシアの織物　イカット展　～布に見る伝統と暮らし、ヌサ・トゥンガラの島々より～
無　　料

観覧時間：10:00～17:00

月
無　　料

観覧時間：10:00～17:00（初日は14:00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 

 11月 10月 

 11月 

2015年 

2015年 

10月 

【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(10/12は開館) 

【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 

企 画 展 の ご 案 内  

「フットボール鷹」 講談社 

『週刊少年マガジン』1977年43号 

「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 猫の火まつり』（作：福田章） 

 カラー原画 小学館 2007年 

  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、さらに、絵本やイラスト、壁画レリーフ

の原画など、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。 

｢巨人の星｣最終回の原画は必見です！！ 

2015年10月12日（月･祝） 

まで開催!! 

HP 

※第６２回三鷹市市民文化祭情報は、 

三鷹市芸術文化センター星のホールページをご覧ください。 

http://mitaka.jpn.org/ticket/150801g/
http://nagatomo-shinpei.jimdo.com


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

３(土) Ｕ－Ｔｏｗｅｒ　Ｂａｌｌｅｔ　Ｓｔｕｄｉｏ

080（1051）3440　宇山

10(土) 14:00 三鷹警察署・三鷹防犯協会・三鷹市

16:30 0422(49)0110　堀井

11(日) 11:30 実行委員会事務局

15:00        0422(45)1151　内線3324　勝又

25(日) 無　　　料 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

31(土) 10:30 三鷹市老人クラブ連合会

15:30 0422(43)8736　中村

１(日) 三鷹市･市教育委員会･市芸術文化協会

３(火祝) 13:30 ラヴニール吹奏楽団

月 16:00 090(4458)1190　垂水

８(日) 三鷹市･市教育委員会･市芸術文化協会

21(土) 9:50

11:15

0422(45)1151　内線2731

23(月祝) 三鷹市･市教育委員会･市芸術文化協会

28(土) 14:00 出版NPO本をたのしもう会

16:30 042(486)4487　竹内

29(日) 宮地楽器吉祥寺センター

0422(21)7191　吉川

・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）

16(金)～ 和紙ちぎり絵　三鷹ひとみサークル展　＜春夏秋冬＞ 第１展示室 三鷹ひとみサークル

18(日) 090（6036）1205　堀添

月 28(水)～ 平成27年度環境ポスター展～「みんなで変える三鷹の環境」 第1・2・3展示室 三鷹市生活環境部環境政策課

11/5(木) 0422(45)1151　内線2525

18(水)～ 平和の絵展 三鷹市企画部企画経営課

月 27(金) 0422(45)1151　内線2115

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９月１６日（水）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

※三鷹市市民文化祭　開会式14:00～/洋舞フェスティバル14:15～

三鷹市子ども政策部子ども育成課

申込み方法詳細は、10/18(日)発行の「広報みたか」をご覧ください。

無　　　料

第2回 ラヴニール・オルケストル・ドゥアルモニー演奏会

（事前予約制）

無　　　料

※三鷹市市民文化祭　三鷹歌謡音楽祭   10:00～ 無　　　料

出版NPO 本をたのしもう会主催　第16回講演会

観覧時間： 9：30～20：30　　　第1・2・3展示室
無　　料

　【21(土)・22(日)・27(金)は16：30まで、24(火)・25(水)は、休館日】

　 講師：保阪正康氏、演題：いま昭和史から何を学ぶか \1,000

宮地楽器吉祥寺センター　ヤマハ大人の音楽レッスン
未定 無　　　料

　  管・弦楽器科発表会２０１５

無　　料

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

Ｕ－Ｔｏｗｅｒ　Ｂａｌｌｅｔ　Ｓｔｕｄｉｏ 16:00
開演

無　　　料
　Ｂａｌｌｅｔ　Ｃｏｎｃｅｒｔ　ｖｏｌ．２

10

10 無　　料

地域安全市民のつどい
無　　　料月

11
無　　　料

 　「世界から見た日本」の曲の演奏会

三鷹市老人クラブ連合会 第40回芸能大会
無　　　料

※三鷹市市民文化祭　民謡大会   10:00～

※三鷹市市民文化祭　吟詠剣詩舞大会   10:00～ 無　　　料

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業

　 人形劇「てぶくろを買いに；くるみ割り人形」

全席自由

催  し  物  名 入 場 方 法

公益財団法人三鷹市芸術文化振興財団

　　　観覧時間：9:30～20:30【11月2日(月)は休館日】

◇休館日のご案内◇

２０１５みたかスポーツフェスティバル
無　　　料

スポーツアニメ上映会「アタック№1～涙の回転レシーブ～」

　　　　観覧時間：10:00～16:00(最終日は15：00まで)

第221号　2015年 9月 29日発行

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

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、山本有三記念館・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。

11

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】 

 11月 
2015年 

HP 

10月 

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ 

●10/15（木）～18（日）、20（火）は 

臨時休館いたします。 

HP 

HP 

※第６２回三鷹市市民文化祭情報は、三鷹市芸術文化センター星のホールページをご覧ください。 

http://mitaka-shiroren.org
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/

