
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

14(土) ジャーン　ヴェリテ 9:30 岸邉眞知子

ピアノコンサート 19:20 verite-pf@jcom.zaq.ne.jp

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

21(土) 15:30 (株)リアルクリエート

17:30 0422(44)8511　阿比留

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］

４(土) 14:00 毬蹴門会（まけるもんかい）

16:00 0422(55)3553　髙井

19:00 翔(しょう)の会

21:00 0422(45)3664　八幡

５(日) 14:00 ＩＣＵ ＣＬＡＳＳＩＣ ＥＮＳＥＭＢＬＥ　小川

16:00 icuice@hotmail.co.jp

８(水)

９(木) 公益財団法人　武蔵野文化事業団

0422(54)2011　事業課

11(土) 14:30 成蹊大学吹奏楽団　　秦

16:00 seikeiuniv.windorchestra@gmail.com

12(日) 14:00 三鷹市教育委員会　生涯学習課

16:00 0422(45)1151 内線3316　千葉

18(土) 開演15:00

 [指] 会員 A席\4,900・B席\4,100 ・ A席ペア\9,000・B席ペア\8,000 / 一般 A席\5,500・B席\4,500 ・ A席ペア\10,000・B席ペア\8,500

24(金) 18:10 國學院大學久我山中学高等学校

20:10 03(3334)1151　飯島

25(土) 14:00 井の頭ハーモニー

16:00 0422(46)0692　前田 / 0422(43)7475　遠藤

26(日) ベルリン古楽アカデミー

◎

[託]

28(火) 「ホルン広場」演奏会 19:00 ホルン広場　高橋

　ｔｈｅ Ｈｏｒｎ Ｓｑｕａｒｅ-１ｓｔ ｓｅｓｓｉｏｎ 21:00 hr.harakawa@gmail.com

29(水) 19:30 オフィスサワイ

21:00 042(394)9119　坂本

・　　　　        　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。  　・[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。

19:00

21:30

[自] 一般 \3,000/学生 \1,500

いずれも当日券は\500増し

\4,000

“協奏曲とシンフォニア” ― ヴェネツィアの風に吹かれて
15:00

17:00

全席指定

会員　Ｓ席\5,400 ／ Ａ席\4,500

一般　Ｓ席\6,000 ／ Ａ席\5,000

Ｕ-23(A席/23歳以下) \3,000

成蹊大学吹奏楽団

無　　　料

※ 未就学児入場不可

当日先着

主催：オーケストラ・リベラ・クラシカ、公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

　　　　小学生以下\2,000 　U/U席\2,000(中学生以上25歳以下・70歳以上/エリア限定)　

　*ペア席：連席でなくても適用　　*小学生以下：会員・一般のご購入者と同伴の場合のみ　*ペア券の取扱いは、窓口・電話販売のみとさせていただきます。

國學院大學久我山中学高等学校　音楽部

月

６

月

無　　　料

モンジャーニ　日本、世界の名曲を楽しむ夕べ

心のふるさとを求めて　宮﨑京子と陽気な仲間達

全席自由

\3,000

無　　　料

ＩＣＵ ＣＬＡＳＳＩＣ ＥＮＳＥＭＢＬＥ

第１３回演奏会

無　　　料

無　　　料

ベートーヴェン　ピアノ三重奏曲　完全全曲演奏会

[指]二日券　一般 \7,000

 　アルテ友の会 \5,000

　一日券　一般 \4,000

 　アルテ友の会 \3,000　　マークル会員は一般料金となりますのでお気をつけください。

トリオ・ワンダラー

※ アルテ友の会は　武蔵野文化事業団の友の会の会員となります

無　　　料

第２２回　ピアノジョイントコンサート

第８回　翔の会　ＣＯＮＣＥＲＴ

催  し  物  名 入 場 方 法

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

17:00

会員 \3,600

第１５回定期演奏会

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100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

コヴァーチ：リヒャルト・シュトラウスへのオマージュ
ニーロ・ロータ：ソナタ
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『リゴレット』の主題による幻想曲　ほか

モーツァルト・アカデミー・トウキョウ結成１０周年記念コンサート

Ｍハイドン・レクイエム　指揮：坂本徹

全席自由

５

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”

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

くにたちバロックアンサンブル　第１３回演奏会
無　　　料

　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

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

15:00

全席指定

会員 \3,600

一般 \4,000

Ｕ-23(23歳以下) \3,000

全席指定

[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

第４４回三鷹市市民コンサート　～ドイツ・ロマン派の響き～

◎

オーケストラ・リベラ・クラシカ　第３７回定期演奏会

無　　　料

ヴィヴァルディ：オーボエ協奏曲ハ長調RV450
カルダーラ：シンフォニア第12番『我らイエスの受難』
A.マルチェッロ：オーボエ協奏曲ニ短調

第４１回定期演奏会
無　　　料

女声コーラス　井の頭ハーモニー　第１６回演奏会

（すべての人の心に歌声を）

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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６月５月
2016年

2016年
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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
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HP
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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
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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

HP

http://homepage2.nifty.com/shige-kun/kbe/
http://ywai-4th-fantasy.jimdo.com/
https://www.facebook.com/xepher2015/
http://www.kyoko-miyazaki.com/
http://www.idaki.co.jp
http://mitaka.jpn.org/ticket/1605280/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1605290/
http://orchestra.musicinfo.co.jp/~ice/
http://www.musashino-culture.or.jp
http://swind1212.jimdo.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1606180/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1606260/
https://www.facebook.com/mozartacademytokyo/?pnref=lhc


　

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

6/4のみ

[託]ｱﾘ

14(火) 10:30 三鷹市民踊連盟

15:00 三上

19（日) 第１６回太宰を聴く　～太宰治作品朗読会～

◎ 朗読：西岡德馬

[託]  14:00開演

  朗読作品：『お伽草子』(昭和20年)より「瘤取り」「カチカチ山」

7/2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。 　・[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）。

・チケット発売初日は窓口販売はございません。　　

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

☆早期観劇割引★平日マチネ割引は、会員・一般のみ各300円引き。

前売＝会員：\2,600／一般：\3,000　　　　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)　　　　　全席自由・日時指定・整理番号付き

◎

無　　　料
第５５回春季民謡舞踊大会

24(金)～7/3(日)　全11公演

ＭＣＲ＋三鷹市芸術文化センター　ｐｒｅｓｅｎｔｓ

太宰治作品をモチーフにした演劇公演　第１３回　『逆光、影見えず』　作・演出 櫻井智也

全席指定

会員\2,700/一般\3,000

学生 \2,000

高校生以下 \1,000

高校生以下：\500(前売・当日とも)　※「Ｕ-22」及び「高校生以下」はいずれも公演当日の年齢

☆早期観劇割引★平日マチネ割引は、会員・一般のみ各300円引き。

◎

３(金)～12(日)　全12公演

ｉａｋｕ　『エダニク』　　作：横山拓也　演出：上田一軒

全席自由・日時指定・整理番号付き

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　

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

前売＝会員：\2,600／一般：\3,000

当日＝会員：\2,700／一般：\3,200／Ｕ-22(22歳以下)：\2,000

催  し  物  名 入 場 方 法

前売＝会員：\2,500／一般：\3,000／Ｕ‐22(22歳以下)：\1,500

無　　　料
第２１回マロニエの会発表会

「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

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300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

６

月

◎

◎

月

５
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

無　　　料

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

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

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 ６月
2016年

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

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。

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

男性三人だけの出演による
濃厚な会話劇を、お楽しみください！

太宰治の短編『逆行』を
モチーフにした舞台の誕生です！

http://mari-music2009.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1605140/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1605150/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1605200/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1606030/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1606190/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1606240/

