
　

　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

３ 3/30(水) 全館貸切 三鷹書人の会

月 ～4/3(日) 0422(49)7770　山口文林堂（事務局）

7(木)～ 櫻井信夫写真教室作品展 「視点XⅥ」 全館貸切 櫻井信夫写真教室

10(日) 090(7942)6934　櫻井

19(火)～ 第38回 月曜会美術展 全館貸切 月曜会

24(日) 0422(34)5247　高須

4/26(火) 第20回 三鷹人物画会展 第1･2展示室 三鷹人物画会

～ 0422(44)5979　檀上

5/1(日) 彩友会油絵展 第3展示室 彩友会

0422(32)0979　伊藤

　
　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

４(金) 第４展示室 東京学生書道連盟６０期

～６(日) 080(3538)7047　杉本

12(土) 第４展示室 株式会社ピノーコーポレーション

13(日) 03(3223)3571　小川･佐藤･浦前

14(木) 第２展示室 キルターズ・ウェブ

～17(日) 0422(45)7404　西本

20(水) 第３展示室

～24(日) 0551(36)4361　田中

・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。　

４

無　　料
観覧時間：10:00～18:00（最終日は16:00まで）

無　　料

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

３

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

三鷹書人の会 書展

無　　料

連盟卒展
無　　　料

観覧時間：10:00～17:00（初日は12:00から、最終日は14:00まで）

第１１回ピノキオアートフェスタ
無　　　料

観覧時間：10:30～17:00（最終日は15:30まで）

キルト作品展　「自己表現としてのオリジナリティの大切さ」

観覧時間：10:00～17:00（最終日は16:00まで）
無　　　料

天然灰汁醗酵建　第１８回「藍に遊ぶ展」

観覧時間：10:00～18:00（初日は13:00から、最終日は16:00まで）
無　　　料

月

４

月

月

観覧時間：10:00～17:50（最終日は16:00まで）

観覧時間：10:00～18:30（初日は14:00から、最終日は16:00まで）

無　　料
観覧時間：10:00～18:00（初日は13:00から、最終日は17:00まで）

無　　料
観覧時間：10:00～17:00（初日は13:00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 

 ３月 ４月 

４月 

2016年 

2016年  ３月 

2016年 

企 画 展 の ご 案 内  

《夕暮れの雨》1992年  

190.0×200.0cm 三鷹市美術ギャラリー蔵 

《Phone》 1983年 

130.3×162.1cm  

三鷹市美術ギャラリー蔵 

『絵画新生の熱情 横山操 展』  図録発売中 

日本画家・横山操の没後20年を記念して1993年に開催さ

れた展覧会の図録です。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しています。 

米谷清和が本展に寄せて執筆した｢私記・横山操先生と私｣

では、横山操との出会いや思い出などが語られています。 

 福井県出身の日本画家・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、米谷が進学した多摩美術大学での卒業制作から2015年の改組 新 第2回日展出品作まで、

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46点をご紹介しています。 

 三鷹のコーナーでは、移ろう季節に時を過ごす人々の風景に出会えます。特に、野川沿いに咲いた満

開の桜は、作品の大きさと相まって、観る人を一足早いお花見へと誘っているようです。 

  会 期 

会 場 

開館時間 

休 館 日 

観 覧 料 

2016年3月21日（月･休）まで 

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 

HP 

http://sakura3007.world.coocan.jp
http://mitaka.jpn.org/ticket/gallery/
http://mitaka.jpn.org/store/gallery/GC001.php


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

６(日) パフォーマンスキッズ・トーキョー　ダンス公演 14:00 無　　　料

　だから　きみの　からだ 未定 （予約制）

13(日） 13:30 三鷹市教育委員会 生涯学習課 

15:30 0422(45)1151　内線3315

18(金) 17:30 五期会

20:30 090(4660)0901　澤地

21(月休) 14:00 大成高校吹奏楽部

16:30 0422(43)3196　春日、菊池、川上

26(土) 明星学園和太鼓部（明星学園高校内）

0422(48)6221　松本、奥西

27(日) 14:00 三鷹警察署、三鷹交通安全協会、三鷹市 

16:00 0422(49)0110　内線4112(三鷹警察署)

１(金) 「赤毛のアン」オーディション事務局

anne2016@imagine-musical.co.jp

９(土)

[託] 　14：00開演

10(日) この日あなたとコールたぬき：男声四重唱のコンサート 14:00 コールたぬき連絡事務所

16:00 03(3334)1888　松林

・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。

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、２０１６年２月１７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 第226号　2016年 3月 1日発行

昼の部13：30～15：30、　夕方の部17：00～19：00

特定非営利活動法人　芸術家と子どもたち

03(5961)5737、 3/3(木)以降は070（5455)5626

（予約制）

第１０６回　親子音楽会 『ララちゃんのお誕生日』 無　　　料

～東京音楽大学有志卒業公演～Ｄｏｎ Ｇｉｏｖａｎｎｉ [自]一般 \1,500

　　学生 \1,000

公益財団法人三鷹市芸術文化振興財団

◇休館日のご案内◇

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

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。

・[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。　

３

明星学園和太鼓部　第１１回定期演奏会

催  し  物  名 入 場 方 法

月

４

月

三鷹市民交通安全のつどい
無　　　料

大成高校吹奏楽部　第６回定期演奏会
無　　　料

無　　　料

無　　　料
　オンリー・ユー、テネシーワルツ、組曲「山に祈る」他

ＴＯＵＲＳ ミュージカル「赤毛のアン」
未定 無　　　料

　関東ブロックオーディション

東西狂言の会

完売御礼

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  ３月 ４月 

HP 

2016年 

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ 

●3/24（木）～27（日）、4/12（火）～15（金） 

は臨時休館いたします。 

三鷹市山本有三記念館からのお知らせ 

●展示替えのため、3/8（火）～11（金） 

は臨時休館いたします。 

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 

多目的会議室A・B（連結） 

 さんさん館３階にある多目的会議室は、２室を連結すれば、100人規

模の会議や集会の他、音楽やダンスの練習、幼稚園のお楽しみ会など

で使用することもできます。 

  

 利用方法など詳細は、三鷹市公会堂へお気軽にお問い合わせくださ

い。  

 tel:0422-29-9868 

三 鷹 市 公 会 堂  多 目 的 会 議 室 の ご 案 内  

mailto:anne2016@imagine-musical.co.jp
http://www.children-art.net/pkt/pkt_invite/
http://www.taisei.ed.jp/
http://www.st-musical.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1604090/
http://www.chortanuki.jimdo.com
http://mitaka.jpn.org/kokaido/multi.php

