
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

３(木) 19:00 (有)ハルモニアハウス

◇ 21:00 043(424)5105　平井

４(金) 19:00 アカデミアムジカ

◇ 20:40 accademiamusica.frz@gmail.com

５(土) 14:00 シンフォニエッタ・ソリーソ 事務局 小笠原

16:10 s.sorriso2012@gmail.com

６(日) 14:00 私はピアニストの会

◇ 15:30 090(1535)3943　諸隈

10(木) 19:00 ハーブクラシックス

◇ 21:00 090(2768)4803　村田

13(日) 14:00 三鷹市管弦楽団  吉田

16:00 http://mitaka-city-orchestra.com

19:15 ＷＹＣウインターコンサート実行委員会

20:30 080(4675)6983　浅野

19(土) 両日とも

20(日) 指揮：沼尻竜典 15:00

◎［託］

23(水祝) 12:00 岸邉

16:00 verite-pf@jcom.zaq.ne.jp

23(水祝) 19:30 国際基督教大学ＩＣＵＢＲＡＳＳ　内田

20:50 yuuchi1994@gmail.com

25(金) 17:00 ソフィアギターアンサンブル　　中越

20:00 yuni-10.13promise-ams-am@ezweb.ne.jp

26(土) 18:00 早稲田大学弦楽合奏団律ゾリステン　瀬島

20:00 ritzsolisten.strings@gmail.com

11(月祝)

◎

[託]

17(日) 13:30 Abendstern Chamber Orchestra　高橋

16:00 aco.toiawase@gmail.com

23(土) 14:00 東京第三友の会

◇ 16:00 03(3247)7007　藤谷

24(日) 14:00 ＴＯＫＹＯ ＬＵＦＴ ＥＮＳＥＭＢＬＥ　小林

16:00 info@tokyo-luft.net

　・[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。　

　・学生券は公演当日に学生証を拝見します。

・◇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）。

・　　       　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 入 場 方 法

12
石田泰尚の華麗なる世界２０１５ [指] \3,500

 当日 \4,000

デュオリサイタル 全席自由

扇谷泰朋＆諸隈まり \3,000

ペーター・シュミードル（クラリネット） [自]一般 \4,000

月
ゴールドベルク変奏曲～バロックの庭１６８５ 全席自由

大八木恭子チェンバロリサイタル \4,000

シンフォニエッタ・ソリーソ　第４回演奏会
無　　　料

～ドイツ３大Ｂの１番　プロジェクト～

第６回　Ｗｅｓｔ Ｙｏｕｔｈ Ｃｈｏｉｒ
無　　　料 （感謝献金）

ウインターコンサート

トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ　第７１回定期演奏会 全席指定・各日

会員 \4,500

～室内楽の夕べ～　（佐々木秋子(Pf)＆金木博幸(Vc)） 　　学生 \2,500

三鷹市管弦楽団　第５５回定期演奏会 全席自由

\1,000

ＩＣＵ Ｗｉｎｄ-Ｂｒａｓｓ Ｅｎｓｅｍｂｌｅ 全席自由

第２７回定期演奏会　ＡＤＶＥＮＴ \300

第５５回ソフィアギターアンサンブル後期定期演奏会
無　　　料

　武満　徹：小さな空、うたうだけ
17:00

一般 \5,000

　ベートーヴェン：交響曲第９番 op.125『合唱付き』 Ｕ-23(23歳以下)　\2,500

岸邉眞知子主催
無　　　料

ピアノコンサート

月
“小学生からのクラシック”

17:00
一般　\1,800

未就学児入場不可 小・中学生　\900

早稲田大学弦楽合奏団律ゾリステン第７０回定期演奏会
無　　　料

１
小学校訪問演奏アーティストによる

15:00
全席指定

ニューイヤー・ファミリーコンサート 会員　\1,600

・　　　　        　帯は財団主催事業です。

ＴＯＫＹＯ ＬＵＦＴ ＥＮＳＥＭＢＬＥ
無　　　料

第１１回定期演奏会

Ａｂｅｎｄｓｔｅｒｎ Ｃｈａｍｂｅｒ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ
無　　　料

第１０回定期演奏会

日本、海外でギター演奏の第一人者「荘村清志ギターリサイタル」 指定席\3,500/自由席\3,000

新年に優しく、心温まる音を楽しんで下さい 子ども(小・中学生) \2,000

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 

HP 

12月  1月 
2015年 

2015年 

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 

HP 

HP 

HP 

HP 

2016年 

2016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 

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） 

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。 
微妙な音色を的確に、そして豊かに‥‥･ 

http://www.accademiamusica.jp
http://sinfoniettasorriso.info
http://www.mari-music2009.com
http://www.herb-classics.jp
http://mitaka-city-orchestra.com
http://westyouthchoir.sakura.ne.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1512190/
http://icu-brass.jimdo.com
http://sophiaguitarensemble.tumblr.com
http://sound.jp/ritz-solisten
http://mitaka.jpn.org/ticket/1601110/
https://m.facebook.com/weareACO
http://tokyo-luft.info/
http://mitaka.jpn.org/geibun/wind.php


　

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

４(金)～13(日)　全13公演

城山羊の会　『水仙の花　ｎａｒｃｉｓｓｕｓ』

全席自由・日時指定・整理番号付き

前売＝会員：\2,800／一般：\3,200　　　　

当日＝会員：\3,100／一般：\3,500　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500円引き。

19(土)

◎ ［託］

20(日) キラキラＸｍａｓアンサンブルコンサート♪ 13:00 キラキラバイオリン

楽しい曲がたくさん！ぜひ皆様聴きにいらして下さい。 16:15 0422(76)1996　下羽

20(日) 18:40 前田

20:00 vnchikakom@r2.dion.ne.jp

26(土) ピアノ・エレクトーン　ソロ発表会 11:00 (株)山野楽器　三鷹店

19:00 0422(46)3991　石田

27(日) 10:00 三好ピアノ教室

11:30 090(3002)2092　三好

14:30

16:30 0422(49)0641　布施

10(日)

◎

11(月祝) 14:30 アンサンブル・マロニエ

16:30 0422(48)9035　池田

17(日) 第３３回　磯門下生 14:45 イソ弦楽研究会

ヴァイオリン発表会 未定 03(5930)7633　磯

23(土)

24(日)

[託]

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

・◎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。　・学生券は公演当日に学生証を拝見します。 

・チケット発売初日は窓口販売はございません。　　・[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。　

・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。

催  し  物  名 入 場 方 法

　＊昼の部と夜の部は別の演目です。 学生 \2,000 / 高校生以下\1,000

無　　　料

第２３回三鷹ヴァイオリンの会発表会
無　　　料

指導：前田知加子

12
◎

月

柳家さん喬 独演会 全席指定　※昼の部完売

　昼の部14：00／夜の部18：00 会員 \2,700 / 一般 \3,000

１
小学校訪問演奏アーティストによる

11:30
[自]会員 \1,000

ニューイヤー・ファミリーコンサート 　　一般 \1,200

無　　　料

ピアノ発表会
無　　　料

ピアノ・エレクトーン教室発表会
無　　　料

アンサンブル・マロニエ　第３３回　名曲コンサート 全席自由

\2,000

無　　　料

ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ　　男はつらいよ 第9作～第18作 連続上映 全席指定・各回

月
“赤ちゃんからのクラシック”

12:30
３歳～中学生 \500

  ０歳から入場可 *2歳以下のお子様は無料です。

林家たい平　独演会

　14:00　開演 完売御礼

◎
第9作『男はつらいよ 柴又慕情』   第10作『男はつらいよ 寅次郎夢枕』 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

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 

HP 

 1月 12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 

  本年４月岸田戯曲賞を受賞した、 

   山内ケンジによる大人の会話劇。 

大いに笑って、しっとり泣かす。 

  円熟の落語を、ご堪能下さい。 

2016年 

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 

HP 

三 鷹市芸術 文化セン ター音楽 練習室の ご案内  

三鷹市芸術文化センター・音楽練習室は、楽器の練習のほか、バレエやダンスやコーラスの練習にもご利用いただけます。 
※打楽器など大きな音の発生する楽器類の使用を検討されている場合は、事前に三鷹市芸術文化センター（☎ 0422-47-9100）へご相談ください。音漏れにより、思わぬトラブルにつながります。 

第１音楽練習室は最も広い練習室です。本番を控えたオーケストラやコーラスなど、大人数での練習には最適です。小規模な発表会の場として利用されることもあります。 

［広さ：130㎡、定員：70名、グランドピアノ（有料）］ 

第２音楽練習室には大きな鏡とバー（手すり）が備わっており、クラシックバレエやダンスや日本舞踊など、振りや姿勢を確認しながらの練習に適しています。 

［広さ：53㎡、定員：30名、アップライトピアノ（有料）、鏡、手すり（バー）］ 

第３音楽練習室は第４練習室と同じ大きさですが、グランドピアノが付属しています。少人数での練習や一人静かにピアノを弾きたくなったときにも、ぜひご利用ください。 

［広さ：25㎡、定員：5名、グランドピアノ（有料）］ 

第４音楽練習室は唯一室内にピアノが付属しておりませんので、少人数での使用の際も窮屈さを感じることなく練習できます。好きな楽器を心ゆくまで演奏したり、個人で

練習するには最適です。［広さ：25㎡、定員：5名］ 
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お正月はやっぱり寅さん！ 

http://mitaka.jpn.org/ticket/1512040/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1512191/
http://kirakiraviolin.web.fc2.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1601100/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1601230/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1601240/
http://mitaka.jpn.org/geibun/music.php

