
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

１(金) 17:30 アイエムシーミュージック

20:45 03(6907)2535

２(土) 14:00 東京都立西高等学校管弦楽部

16:00 03(3333)7771　前島

３(日) 14:00 ｶﾌﾟﾘｰｽ・ｷｯｽﾞ・ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ　吉野

16:00 0138663101@jcom.home.ne.jp

８(金) 19:00 ムジカハルモニア

◇ 21:00 0287(37)5548　金子

９(土) 14:35 戸山高校ＯＢ会合唱団　　築島

16:15 tukisima@mocha.ocn.ne.jp

10(日) 14:00 ＴＣＰ事務局　　ＰＲ部

◇ 16:00 newTCP@gmail.com

17(日) 14:00 小さな小さな音楽会事務局

16:00 03(3382)3358　市橋

23(土) 14:00

16:30 0422(48)3193　村中

24(日) 12:15 桐友会

19:30 岡藤

26(火) 19:00 いだきしんコンサートチケットセンター

21:00 03(3560)1485

３(火祝) 14:00 くにたちバロックアンサンブル

16:00 042(572)5641　北垣

４(水祝) 14:00 奈切敏郎チェロスクール

18:00 03(3392)1250　原田

７(土) 18:00 大成高等学校合唱部

20:00 0422(43)3196　大成高校 米田

８(日) 13:30 Ｙ‐ｗａｉ ４ｔｈ ファンタジー

15:30 090(2549)8799　畠村

15(日) 14:00 女声合唱ふじ

16:00 090(4138)2316　平澤

20(金) 19:00 ブラスバントゼファー　　河野

20:40 brassbandxepher@gmail.com

26(木) 19:00 いだきしんコンサートチケットセンター

21:00 03(3560)1485

28(土)

◎

［託］

29(日)

◎

［託］

・　　　　        　帯は財団主催事業です。  ・[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。

・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。

東京都立西高等学校管弦楽部　第３５回定期演奏会
無　　　料

Ｖｉｖａ！さよならコンサート　音楽は時代を映したか？

チェンバー・フィルハーモニック東京　第１９回演奏会

チャイコフスキー：交響曲第２番＆第６番　　指揮：木村康人

［自］前売 \2,000

当日 \2,500

第４０回（最終回）小さな小さな音楽会

心和むストリングスの世界

～学生による動物のためのチャリティコンサート～

[自] \500以上

全額寄贈

完売御礼

［自］一般 \3,000

  学生 \2,000

無　　　料

[自]一般 \2,000/学生\1,500

いずれも当日券は\500増し

いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ Ａｇｅｓ

ピアノＩｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ

全席自由

\6,000

15:00

17:00

全席指定

会員 \3,600

一般 \4,000

Ｕ-23(23歳以下) \3,000

全席指定

５

４

月

ピアノ・コンチェルトとの夢の出逢い　三鷹公演

フランチェスコ・トリスターノ　ピアノ・リサイタル“チャコーナ”

無　　　料
東京男声合唱協会第１４回演奏会

アンドレアス・オッテンザマー　クラリネット・リサイタル （ピアノ：ホセ・ガヤルド）

17:00

19:00

桐友会ピアノ発表会 無　　　料

( 関係者のみ )

くにたちバロックアンサンブル　第１３回演奏会
無　　　料

全席自由

\4,000

いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ Ａｇｅｓ

ピアノＩｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ

全席自由

\6,000

　指揮　茂原　暢　　チェンバロ　中川　岳

第２６回奈切敏郎チェロ・スクール　門下生演奏会
無　　　料

催  し  物  名 入 場 方 法

管谷怜子ピアノリサイタル

現代ピアノで彩るスヴェーリンクからバッハまで

戸山高校ＯＢ会合唱団　第３７回定期演奏会

一般 \4,000

大成高等学校合唱部　第１３回「春の演奏会」

第二回　不定期演奏会
無　　　料

無　　　料

( 入場整理券 )

女声合唱ふじ　３５周年コンサート

Ｕ-23(23歳以下) \3,000

　～そのものの響きをもとめて～
無　　　料

Ｙ‐ｗａｉ　４ｔｈ　ファンタジー　結成１５周年記念

ブラスバンドゼファー第２回演奏会

コヴァーチ：リヒャルト・シュトラウスへのオマージュ
メンデルスゾーン：無言歌
シューベルト：アルペジョーネ・ソナタ
バッシ：ヴェルディの歌劇『椿姫』の主題による幻想曲　ほか

月

フランチェスコ・トリスターノ：新作

フレスコバルディ：パッサカリアによる１０のパルティータ

ブクステフーデ：アリア「ラ・カプリッチョーザ」による32の変奏曲、チャコーナほか

会員 \3,600

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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４月  ５月 
2016年 

2016年 

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 

HP 

HP 

HP 

HP 

風のホール（中ホール・625席） 

気品とぬくもりに満ちたそのたたずまいはまさに 
歴史と伝統を誇るヨーロッパの音楽の殿堂 ―――― 

https://www.facebook.com/caprice.kids.ensemble/
https://www.concertsquare.jp/blog/2016/201602106.html
http://www2s.biglobe.ne.jp/~chiisana/
http://www.idaki.co.jp
http://homepage2.nifty.com/shige-kun/kbe/
http://ywai-4th-fantasy.jimdo.com/
https://www.facebook.com/xepher2015/
http://www.idaki.co.jp
http://mitaka.jpn.org/ticket/1605280/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1605290/
http://mitaka.jpn.org/geibun/wind.php


　

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

２(土) 14:00 小堀ヴァイオリン教室

16:00 0422(43)0978　井上

３(日) 13:30 Ｄａｖｉｓ

18:00 0422(48)8013　伊達

10(日) 11:00 Ｍｉｙｏｋｏ歌謡教室

18:30 0422(31)2914　髙野

16(土)

17(日) 柳亭市馬　独演会

[託] 　14:00　開演

23(土) 桃月庵白酒　三遊亭兼好　二人会

[託] 　14:00　開演

24(日) 11:00 三鷹現代日本舞踊連盟

16:00 0422(46)5738　畔上

西本 咲希　ピアノ・リサイタル 19:00 西本

20:30 saki-music.pf-2874h@ezweb.ne.jp

29(金祝) トモコバレエアカデミー第２回三鷹教室発表会 17:00 トモコバレエアカデミー

19:00 090(7847)3626　髙倉

１(日) 13:00 私はピアニストの会

20:00 090(1535)3943　諸隈

３(火祝) 14:15 アトリエアンスロボン・音楽教室

16:30 090(6203)6010　屋久

４(水祝) 10:30 西演歌教室

17:00 0422(47)8371　西

５(木祝) 12:30 三鷹市邦楽連盟

16:30 0422(45)3377　大浦

７(土) 14:00 いきいきコーラス

16:00 090(8584)4584　嶋﨑

８(日) 13:15 ヴィヴァ・ラ・ムジカ

16:30 0422(46)1691　鬼村

10(火) 13:30 マロニエの会

16:00 0422(22)6457　寺岡

14(土)

15(日)

[託] 　14:00開演

5/21のみ

[託]ｱﾘ

・　　　　        　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。　

ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ 『男はつらいよ』 第9作～第18作 連続上映

第15作『男はつらいよ 寅次郎相合い傘』　マドンナ 浅丘ルリ子

第16作『男はつらいよ 葛飾立志篇』　マドンナ 樫山文枝

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　

無　　　料
Ｍｉｙｏｋｏ歌謡教室成果発表会

各回[指]　会員 \900

一般 \1,000　/学生 \800

月

完売御礼

平成２８年度　小堀ヴァイオリン教室　発表会
無　　　料

５

４

月

無　　　料

無　　　料
第二十八回現代日本舞踊発表会

全席自由

\2,500

◎

完売御礼

「アトリエアンスロボン・音楽教室　発表会」
無　　　料

子供たちの歌声とピアノ演奏を、お楽しみください。

無　　　料
第２１回マロニエの会発表会

催  し  物  名 入 場 方 法

～サンデー・ア・ラ・カルト２０１６～
無　　　料

伊達佑介うたのスクール音楽会２０１６

三鷹市邦楽連盟新緑公演

第２６回 子供から大人まで 音楽を愛する仲間たちのコンサート
無　　　料

いきいきコーラス　新緑コンサート２０１６

青葉が目にまぶしい季節、若者に負けず元気よく歌います
無　　　料

無　　　料
スプリング　コンサート

無　　　料
第１５回カラオケ生涯学習成果発表会

当日＝会員：\2,900／一般：\3,300

学生：\2,000(前売・当日とも)／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。

完売御礼
春風亭一之輔　古今亭文菊　二人会

20(金)～29(日)　全12公演

小松台東　『勇気出してよ』　　作・演出　松本哲也

全席自由・日時指定・整理番号付き

各回[指] 会員 \900

一般 \1,000　/学生 \800

ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ 『男はつらいよ』 第9作～第18作 連続上映

第17作『男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け』　マドンナ 太地喜和子

第18作『男はつらいよ 寅次郎純情詩集』　マドンナ 京マチ子

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　

前売＝会員：\2,600／一般：\2,900

無　　　料

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 

 ５月 ４月 
2016年 

チケット発売日   

会員:4/14（木） 一般:4/15（金） 

笑って泣いて、やっぱり寅さん！ 
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 

  チケットカウンター   

 
0422(47)5122 

HP 

HP 

HP 

チケット発売日   

会員:4/14（木） 一般:4/15（金） 

宮崎で独り暮らし。身内はもういない。友達と呼べる人もいない。 
だけど今、好きな人はいる。 
全編宮崎弁で贈る、大人の恋の物語。 

http://mitaka.jpn.org/ticket/1604160/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1604170/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1604230/
http://mari-music2009.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1605140/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1605150/

