
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

６(土)

◎

７(日) 14:00 アンサンブル・アイン・ライム　田代

◇ 16:00 info@einreim.org

11(木祝) 16:00 東京大学混声合唱団コール・ユリゼン　荒木

18:30 urizenshogai@gmail.com

13(土) 18:00 日比谷混声合唱団　　高井

20:30 hibikon.info@gmail.com

14(日) 14:30 アンサンブル瑞樹　　前田

16:00 fcmizki@gmail.com

21(日)

28(日) 14:00 三鷹ヴァイオリンの会　前田

16:00 vnchikakom@r2.dion.ne.jp

６(日)

◎ 　J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番BWV1004

［託］   パガニーニ：24の奇想曲より　　ほか

９(水) 18:00 国立音楽大学オペラ研究会　石川

21:00 opeken.kunion@gmail.com

13(日) トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ　第７２回定期演奏会

◎ 鈴木秀美×ＴＭＰのジュピター 指揮：鈴木 秀美

［託］ 　W.A.モーツァルト：歌劇『フィガロの結婚』より序曲K.492

　ベートーヴェン：交響曲第２番 op.36  ほか

15(火) 結成五周年記念公演 19:15 ラノッキオ・アンサンブル　今井

　ラノッキオ・アンサンブル『Ｒｅ：ＰＬＹ』 21:00 shun.cl.dolce@gmail.com

16(水) 19:00 一般社団法人ＰＬＡＮＥＴ－ＴＥＲＲＡ　寺嶋

21:00 p.t.y.orch@gmail.com

20

(日祝) 　ウェーバー：クラリネット協奏曲第２番op.74（独奏：澤村康恵）

◎［託］ 　シューベルト：交響曲第４番D417　　　ほか

24(木) 18:00 明星学園中学校・高等学校

20:00 0422(43)2196　新坂

25(金) カンタービレ企画　小川

info@ogawa-music.com

27(日) 14:00 スズキ・メソード吉祥寺センター

16:30 0422(22)9531　市瀬

29(火) 風のホールのピアノを弾こう！　【ベーゼンドルファー編】

30(水)

31(木)

・[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。

12:00

16:00

２

月

東京六甲フィルハーモニーオーケストラ第４回演奏会

アンサンブル瑞樹１０周年記念コンサート

ザ・クラリノッツ “ＯＮ ＳＴＡＧＥ”

～オペラ、舞台、そして映画音楽とともに～

滅多に聴くことのできない作品まで、およそ30曲をお届けいたします。

 W.A.モーツァルト：歌劇『コジ・ファン・トゥッテ』よりテルツェット「風はおだやかに」

 ロッシーニ：踊り　ほか

[自] \1,000

催  し  物  名

・　　　　        　帯は財団主催事業です。

入 場 方 法

ベートーヴェン交響曲８番、チャイコフスキーＶｎ協奏曲
無　　　料

全席自由

\2,000

家族と友達みんなｄｅアンサンブル♪

17:00

19:00

全席指定

会員 Ｓ席\4,500 ／ Ａ席\3,600

一般 Ｓ席\5,000 ／ Ａ席\4,000

Ｕ-23(Ａ席・23歳以下) \2,500

　コンサート・グランドピアノを625席の「風のホール」とともに独り占め！

お申込方法：往復はがき

応募締切：2/12（金）消印有効

第1部　16:00～18:00　／　第2部　19:00～21:00

ヴァイオリン名曲の魅力～木野雅之＆小川哲朗デュオコンサート [自]一般 \3,000/高校生以下 \1,000

会員 \3,600

16:00

※ 未就学児の客席内入場は不可

アンサンブル・アイン・ライム　第３９回定期演奏会

指揮　冨平恭平　『ベートーヴェン　交響曲第４番』 他

東京大学混声合唱団コール・ユリゼン 全席自由

\1,000

全席自由

\1,000

ひびこんコンサート２０１６

無　　　料
アマチュア・アンサンブルのリレーコンサート。　クラシックの名曲から

 ＊ 未就学児のお子様もご入場いただけます

第５５回定期演奏会

無　　料
(関係者のみ)

３

月

15:00

17:00

一般ペア \5,000/高校生以下ペア \1,500

全席指定前橋汀子　無伴奏ヴァイオリン・リサイタル

みたかジュニア・オーケストラ　第１６回演奏会
14:00

全席指定

会員 \720

一般 \800

未就学児(４歳以上) \500

国立音楽大学オペラ研究会本公演

「フィガロの結婚」イタリア語上演　日本語字幕付き
無　　　料

［自］一般 \1,500

　　学生 \1,000

プラネット・テラ　ユース・オーケストラ　第３回演奏会 全席自由

\1,000

無　　　料
明星学園中学校・高等学校アンサンブル部

第５０回定期演奏会

15:00

17:00

［指］会員 \3,600/一般 \4,000

Ｕ-23(23歳以下) \2,000

　　三鷹市内在住・在学の

小・中学生／\1,000　

一般 \4,000

Ｕ-23(23歳以下) \2,500

参加費：１時間/2,500円　30分/1,500円(対象：４歳～小学生まで)

子どもたちのためのコンサート

「チェリスト林峰男と一緒に」

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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HP 
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HP 
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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 

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 

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 

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 

http://mitaka.jpn.org/ticket/1602060/
http://www.einreim.org
http://www.chor-urizen.com
http://hibikon.net
http://fcmizki.web.fc2.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/160221w/
http://home.kobe-u.com/tokyo/hp/tokyorokkouphil/20160228/index.html
http://mitaka.jpn.org/ticket/1603060/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1603130/
http://ranoensemble.wix.com/ranocchio
https://ssl.form-mailer.jp/fms/67d80e19408148
http://mitaka.jpn.org/ticket/1603200/
http://www.myojogakuen.ed.jp/
http://www.ogawa-music.com/
http://www.suzuki-kichijoji.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/160329w/


　

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

６(土) 三鷹市芸術文化センター チケットカウンター

0422(47)5122

13(土) 19:30 ユ）パワーホール

21:30 090(6548)8714　横山

14(日) 15:30 こばやし音楽教室

18:00 0422(40)7710　小林

20(土)

21(日) 13:30 ＡＳＫＡ音楽教室

16:30 080(5078)3611　中西

27(土) 14:30 三鷹市生活環境部コミュニティ文化課

16:30 0422(45)1151　内線2515　小菅・山本

28(日) 16:00 ＮＥＸＴＡＧＥ　小池・松尾

19:00 team.nextage0219@gmail.com

５(土) 三鷹市生活環境部
コミュニティ文化課

0422(45)1151　内線2515　小菅・山本

６(日) 13:00 三鷹市生活環境部生活経済課

ノミネート作品上映と表彰式 16:00 0422(45)1151　内線2544　芝田

12(土) 立川志らく独演会

◎ 　昼の部14:00／夜の部18:00　開演

［託］

13(日) 柳家権太楼（やなぎや ごんたろう）独演会

［託］ 　14:00　開演

19(土)

20 11:00 民謡若瀬会

(日祝) 17:30 0422(45)3593　若瀬

21 10:00 秋華会代表

(月休) 18:00 0422(41)6563  新津

26(土) 柳家花緑（やなぎや かろく）独演会

◎ 　昼の部14:00／夜の部18:00　開演

［託］

27(日) 瀧川鯉昇（たきがわ りしょう）独演会

◎ 　14:00　開演

［託］

29(火) 16:00 レッツ・ゴー！イングリッシュクラブ

19:00 0422(51)4103　小西

30(水) 兼坂流城西派　第３回芳花会発表会 11:30 兼坂芳花

17:00 0422(44)4567　海老沢

・　　　　        　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。　

・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。　

秋華会３５周年記念発表会～日本人の心！民踊唄、西ものから

　津軽まで！艶やかな民舞にと楽しい１日です～
無　　　料

ＡＳＫＡ音楽教室　ピアノ発表会
無　　　料

学生 \800

荒木真樹彦（アラキマキヒコ）による

アコースティックギター・ピアノ・弾き語りのワンマンライブ

［指］\2,000 ※4歳以上要ﾁｹｯﾄ

3歳以下も座席が必要な場合は要ﾁｹｯﾄ

催  し  物  名 入 場 方 法

◎

完売御礼
柳家喬太郎（やなぎや きょうたろう）　みたか勉強会

　昼の部14:00／夜の部18:00開演

無　　　料
第２５回　こばやし音楽教室　エレクトーン発表会

ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ　『男はつらいよ』 第9作～第18作 連続上映

第11作『男はつらいよ 寅次郎忘れな草』   マドンナ 浅丘ルリ子

第12作『男はつらいよ 私の寅さん』　マドンナ　岸 惠子

月

昼の部11:00/夜の部16:00上映開始・各回２本立て・昼夜入替制　

全席指定・各回

会員 \900/一般 \1,000

２

無　　　料

無　　　料

若瀬会民謡の集い　　　唄・踊り津軽三味線

江差追分唄入り尺八合奏　四才から十才の子供達も出演
無　　　料

春の子ども英語ミュージカル
無　　　料

　　学生 \2,000

　　学生 \2,000

一般 \1,000 / 学生 \800

一部短編映画 二部百日紅～Ｍｉｓｓ ＨＯＫＵＳＡＩ～特別上映とゲストのトークショー

三鷹の森アニメフェスタ　～アニメーション古今東西その１３～ [指]一部、二部とも事前申し込み制

※ 2/7号広報みたか及び三鷹市ＨＰ

に募集方法掲載　当日席あり。

出久根達郎さんによる文学講演会「太宰治とその周辺」

Ｔｈｅ ＳＯＮＧ ｏｆ ＵＮＩＶＥＲＳＥ ２０１６ 全席指定

\2,000　～ＮＥＸＴＡＧＥ　歌謡劇場～

　　学生 \2,000

高校生以下 \1,000

３

月
三鷹の森アニメフェスタ　～第14回インディーズアニメフェスタ～

高校生以下 \1,000

完売御礼

無　　　料

当日、直接会場へご来場ください※入場整理券を13:00から配布いたします

　一部 11:00～12:30 ／ 二部 14:30～17:00　　

［指］会員 \2,700

　　一般 \3,000

高校生以下 \1,000

［指］会員 \2,700

　　一般 \3,000

ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ 『男はつらいよ』 第9作～第18作 連続上映

第13作『男はつらいよ 寅次郎恋やつれ』 マドンナ 吉永小百合

第14作『男はつらいよ 寅次郎子守唄』　マドンナ 十朱幸代

昼の部11:00/夜の部16:00上映開始・各回２本立て・昼夜入替制　

［指］会員 \2,700

各回[指] 会員 \900

　　一般 \3,000

第１５回　ＨＡＰＰＹ ＣＯＮＣＥＲＴ

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 

 ３月 ２月 
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 

チケット発売日   

会員:2/18（木） 一般:2/19（金） 

HP 

HP 

HP 

HP 

HP 

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 

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 

昼の部完売 
夜の部販売中 

昼の部完売 
夜の部販売中 

笑って泣いて、やっぱり寅さん！ 

立川談志イズムを継ぐ、立川志らくの切れ味をご堪能下さい！ 

花もほころぶ、弥生の風に、あたたかさ運ぶ、花緑の落語 

聴けば聴くほど、癖になる！無敵のおとぼけ、瀧川鯉昇！ 

http://mitaka.jpn.org/ticket/1602061/
http://www.arakimakihiko.com/
http://www.melody1.jp
http://mitaka.jpn.org/ticket/1602200/
http://nextage.f-matsuo.net/
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/
http://www2.m-sohot.com/iafesta/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1603120/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1603131/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1603190/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1603260/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1603270/
https://www.facebook.com/Lets-GoEnglish-Club-858507620840512/

