
　

　　　 

開催日
開演
終演

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)9199　坂本

２(土) 諸隈まり　ピアノリサイタル 14:00 私はピアニストの会

15:30 090(1535)3943　諸隈

３(日) 14:00 三鷹市民混声合唱団　フォーゲル

16:00 0422(47)3391　菊池

７(木) 19:00 ブラス・エクシート・トウキョウ事務局　飯田

21:00 bexceed@gmail.com

10(日) 13:00 彩葉会(いろはかい)

19:00 0422(57)8606　渡邊

15(金) 18:30 アイエムシーミュージック

室内楽の夕べ 21:00 03(6907)2535

16(土) 19:00 ムジークフェライン室内楽団　　伊倉

20:30 musikverein2009@gmail.com

23(土) 18:30 グループ・ブリランテ

◇ 20:45 0422(42)9554　村井

24(日) 14:30 キルシュフィルハーモニー　　長谷川

16:30 kirsche.philharmonie@gmail.com

30(土)

◎  沼尻竜典（音楽監督・指揮）

[託] 17:00

31(日) 13:00 ヤングピアニストを育てる会　辻井

◇ 16:30 masako-tsujii@jcom.zaq.ne.jp

・　　　　        　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。

・◎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）。

・◇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。

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）

会員　Ｓ席\5,400 ／ Ａ席\4,500

全席自由
７

コンクールに上位入賞して将来を期待される若い人たち

［自］ 一般\2,500

学生・児童(小学生以上)\1,500

\4,000

ブリランテ・コンサート　Ｖｏｌ.４ 全席自由

\1,500

第１１回若い芽のコンサート　　――　　ピアノその他の楽器の

トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア　第７３回定期演奏会

[自] 一般 \3,000/学生 \1,500

第８回　翔の会　ＣＯＮＣＥＲＴ

無　　　料

19:00

21:30

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)　

催  し  物  名 入 場 方 法

第１５回定期演奏会

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

第４４回三鷹市市民コンサート　～ドイツ・ロマン派の響き～

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

オーケストラ・リベラ・クラシカ　第３７回定期演奏会

無　　　料

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

\3,000

６

月

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

第２２回　ピアノジョイントコンサート

　*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

◎

ＥＸＣＥＥＤ ＴＨＥ ＢＲＡＳＳ

１ｓｔ Ｃｏｎｃｅｒｔ

[自] 一般 \3,000

高校生以下 \2,000

　～Ｄｕｏの風景　作曲家の想いを音に描いて～

ムジークフェライン室内楽団第１０回定期演奏会
無　　　料

彩葉会ピアノ発表会
無　　　料

ワルシャワ・フィル　コンサートマスターズ 全席自由

全席指定

一般 \6,000 / Ｕ-23 \3,000

　三鷹市内在住・在学の

小・中・高校生 / \2,000　

キルシュフィルハーモニー第６回定期演奏会

 小林美樹（ヴァイオリン）、ヘーデンボルク・直樹（チェロ）

会員 \5,400

無　　　料

月
三鷹市民混声合唱団　フォーゲル

　第７回コンサート
無　　　料

15:00

  ブラームス：悲劇的序曲op.81  ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲op.102

                  交響曲第２番op.73

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 ７月
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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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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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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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
http://www.mari-music2009.com/
http://mitakavogel.wix.com/vogel
http://bexceed.web.fc2.com/
http://members3.jcom.home.ne.jp/mokopiano/
http://www.imc-music.net/
http://wkco.web.fc2.com/
http://kirschephilharmonie.wix.com/kirsche
http://mitaka.jpn.org/ticket/1607300/


　

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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：『お伽草紙』(昭和20年)より「瘤取り」「カチカチ山」

7/2のみ

[託]ｱﾘ

９(土)

◎ [託]

10(日)

◎

16(土)

17(日) 14:00 穴田

16:20 aykanada@gmail.com

18 13:00 山﨑洋子音楽教室

(月祝) 16:30 0422(51)3623　山﨑

22(金) 10:45 宮地楽器

19:30 042(383)5551　岩田

23(土) 14:00 今本　香　ピアノ教室

16:00 0422(41)9501　今本

24(日) 13:00 ミュージックアンサンブル　　伊藤

16:00 m.e.music@icloud.com

26(火) 14:00 保坂尚代ダンスワーク  保坂

15:30 hosaka-ball@ezweb.ne.jp

27(水) おんがくあそびコンサート事務局　戸田

onasojimukyoku@gmail.com

30(土)

◎ [託]

31(日) 14:00 高和学院

16:00 0422(44)5209　髙麗

・　　　　        　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。　

◎

月

６

月

７

☆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

催  し  物  名 入 場 方 法

◎

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

◎

３(金)～12(日)　全12公演

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

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

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

ピアノ発表会
無　　　料

無　　　料

立川志らく　独演会

昼の部14:00 / 夜の部18:00　開演

　＊ 昼の部と夜の部は別の演目です

未就学児の回　完売御礼

小学生以上の回

☆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。

　[指]会員 \1,800

昼の部14:00 / 夜の部18:00　開演

ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ  続 小説を、観る。～文豪作品が原作の映画特集～

芥川龍之介　『地獄変』　『羅生門』

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　

ピアノ発表会

前売＝会員：\2,600／一般：\3,000　　　　当日＝会員：\2,900／一般：\3,300

高和学院　音楽発表会
無　　　料

ぼくも、わたしも、寄席で大笑い!!　三鷹のこども寄席　その１７

未就学児の回　11:00開演（約１時間）

小学生以上の回　14:00開演（約２時間）　※ 未就学児入場不可　託児有り

春風亭一之輔さんの落語で、大笑いするのだ！　

　＊ 昼の部と夜の部は別の演目です

一般\2,000 / 小・中学生\1,000

[指]会員 \2,700

一般 \3,000 / 学生 \2,000

高校生以下 \1,000

全席自由

\500　(０歳時以上有料)

おんがくあそびコンサート　１部子供が主役、２部妊婦と妊婦を応援する大人向け

１部 13：00-13：50　/　２部 15：00-16：00

演奏会を楽しむ会

全席指定・各回

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

柳家さん喬　独演会

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

[指]会員 \2,700

一般 \3,000 / 学生 \2,000

高校生以下 \1,000

無　　　料

保坂尚代ダンスワーク　第６回おさらい会 全席自由

\500

第３１回リトルコンサート“ピアノと声楽の集い”
無　　　料

宮地楽器発表会
無　　　料

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

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

７月６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

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！

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)5122HP

昼の部完売

夜の部発売中

昼の部完売

夜の部発売中

太宰治の名作を
西岡德馬さんの朗読で！！

芥川原作の名画を
大きなスクリーンで！！

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター

0422(47)5122

http://mitaka.jpn.org/ticket/1606030/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1606190/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1606240/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1607090/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1607100/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1607160/
http://music-ensemble.com/
http://classic-concert.info/mitaka727/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1607301/
http://www.kouwagakuin.org/

