
　

　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

１（火）～ 第1･2展示室 むさしのデッサン会

６（日） 0422(49)1257　澤登

２（水）～ フォト連雀写真展 第3展示室 フォト連雀

６（日） 0422(43)3416　佐々木

８（火）～ 全館貸切 彩翠会 他4教室

13（日） 0422(51)2582　田辺

15（火） 全館貸切 東京都選挙管理委員会

～ 三鷹市選挙管理委員会

20（日） 0422(45)1151　内線3036　草野

　
　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

12 ３(木) 第４展示室 三鷹市老人クラブ連合会

月 ～5(土) 0422(46)3621　紅林

１ 27(水) 第４展示室 三鷹市立小・中学校教育研究会

月 ～30(土) 0422(43)2128　第三小学校　髙嶋

・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。　

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

三鷹市老人クラブ連合会　第１６回文化祭
無　　料

観覧時間：10:00～16:00

第29回 むさしのデッサン会展
12

月

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

無　　料
観覧時間：10:00～18:00（最終日は15:00まで）

渡部教室 グループ合同展
無　　料

観覧時間：10:00～18:00（初日は14:00から、最終日は16:00まで）

東京都 明るい選挙ポスター展
無　　料

観覧時間：10:10～20:00（ご入館は19:30まで）（初日は14:00から、最終日は17:00まで）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

三鷹市立小学校図画工作展
無　　料

観覧時間：9:30～16:30（最終日は15:00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 
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次 回 企 画 展 の ご 案 内  

過去図録紹介②➤➤➤ 

絵画新生の熱情 横山操展 

日本画家・横山操の没後20年を記念した展覧会。 

代表作のほか、雑誌表紙絵(中央公論、新潮)、新聞小説挿絵などを紹介。（1993年開催） 

（この展覧会は終了しています） 

  会 場 

開館時間 

休 館 日 

観 覧 料 

三鷹市美術ギャラリー 

午前10時～午後8時(ご入館は午後7時30分まで) 

月曜日(3/21は開館) 

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 

《夕暮れの雨》1992年  

190.0×200.0cm 三鷹市美術ギャラリー蔵 

日本画家・米谷清和（1947-）は、師である横山操（1920-73）が暮らした三鷹に、今もアトリエを構え、

都会に暮らす人々の日常的な風景やその孤独を描き出しています。本展では、渋谷、新宿、そして

武蔵野の面影が残る三鷹周辺を描いた作品を紹介します。 

《春の頃》 2001年 

116.7×116.7cm 三鷹市美術ギャラリー蔵 

http://mitaka.jpn.org/ticket/gallery/
http://mitaka.jpn.org/store/gallery/GC001.php
http://mitaka-shiroren.org
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

10(木)

◎ 　Ｗｅ Ｂａｎｊｏ ３

月

13(日) 15:00 東京大学歌劇団

18:00 080(4166)1813　菊池

20(日) 12:00 全国学生長唄連盟

18:30 090(9853)6342　小松

27(日) 13:30 東京農業大学　全学応援団吹奏楽部

15:30 03(3429)4664　松本

16(土）

◎

［託］ 　13:00開演

17(日) 母さん助けて詐欺キャラバン隊事務局

熱血！石原良純のサギ注意報 13:30開演/15:00終演 03(5571)5701[土日祝除く10:00～17:00]

23(土) 13:00 三鷹市企画部企画経営課

　講演会：金田一秀穂さん 未定 0422(45)1151　内線2115

・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）

12 16(水)～ 第1・2展示室 キャラワークス・ジャパン

月 20(日) 0422(77)9330  西岡

1 16(土)～ 三鷹市山本有三記念館/三鷹市

月 24(日) 0422(42)6233 三鷹市山本有三記念館

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１１月１７日（火）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

第1・2・3展示室

新春初笑い寄席 [指]会員 \3,150

春風亭小朝 独演会 　　一般 \3,500

　　学生 \2,000

高校生以下 \1,000

母さん助けて詐欺根絶キャラバン隊２０１６

無　　　料
第３６回憲法を記念する市民のつどい

無　　　料　　※事前申込制(定員600人)

定員に達しなかった場合は、当日会場での受付あり。

子どもたちが考えたキャラクター展２０１５

1

月

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：10:00～19:00(初日は16：00から、最終日は17：00まで)

◇休館日のご案内◇

第223号　2015年12月 1日発行

・　　　　          帯は財団主催事業です。　

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。

無　　料
観覧時間：10:00～18:00【18日（月）は、休館日】

無　　料

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

・◎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）。

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

第３回山本有三記念館 スケッチコンテスト

12
全席指定

会員￥4,050

ウィ・バンジョー・スリー　来日ツアー2015特別公演
19:00

全国学生長唄連盟　第六十九回定期演奏会
無　　　料

東京農業大学　全学応援団吹奏楽部
無　　　料

　第５１回定期演奏会　～レトロモダンな演奏会～

一般￥4,500

　　　ゲスト：上妻宏光 Ｕ23(23歳以下）￥3,500

東京大学歌劇団 第４４回公演「愛の妙薬」
無　　　料

21:00
　　～バンジョーと三味線の出会い～　　　　

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】 

 1月 
2015年 

12月 

HP 

2016年 

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ 

●12/22（火）・ 

1/5（火）～1/11（月･祝）・14（木）・15（金） 

は臨時休館いたします。 

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 

HP 

三鷹市芸術文化センター 

チケットカウンター 

0422(47)5122 

  新しい年の、笑い初め 

   小朝の落語が、福を呼ぶ！ 

http://mitaka.jpn.org/ticket/1512100/
http://utoperatheater.web.fc2.com/
http://www.geocities.jp/gakuseinagauta/
http://ameblo.jp/nodai-brass/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1601160/
http://charaworks.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/160116y/

