
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

１(金) 18:00 弦楽合奏団 律ゾリステン 森

20:00 ritzsolisten.strings@gmail.com

２(土) 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

６(土) 14:00 Ｎａｔｕｒａｌ Ａｒｔｓ 前川

16:00 eulenspiegelchor@gmail.com

13(土) 13:00 全日本ギター協会 石田

◇ 20:00 ishidagi@tba.t-com.ne.jp

14(日) 14:00 ＥＭＱ代表代行

16:00 080(4159)1215　小野

17(水) 14:00 コレーギウム・ムーシクム

20:00 03(3978)6646　奈良

20(土) 14:00 ＡＩＯ

16:00 assembled.2007@gmail.com

24(水)

27(土) 12:00

16:30 原

28(日) 13:00 カンツォーネ　サークルいっち

16:20 090(8435)8676　坂爪

・　　　　        　帯は財団主催事業です。  ・[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。

第７１回　定期演奏会

諸隈まり　ピアノリサイタル

オイレンシュピーゲル第４回特別演奏会 全席自由

\3,500

第１７回全日本アマチュアギターコンクール [自] 前売 \1,800

当日 \2,000

Ｅｎｓｅｍｂｌｅ ＭＵＳＩＫＱＵＥＬＬＣＨＥＮ

第２２回演奏会　ドヴォルザーク交響曲第６番　他
無　　　料

コレーギウム・ムーシクム　２０１６

―― 奈良澪子門下生によるピアノ・コンサート
無　　　料

Ａｓｓｅｍｂｌｅｄ Ｉ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ

ｔｈｅ １０ｔｈ Ｃｏｎｃｅｒｔ
無　　　料

第３７回　ピアノ発表会

８

月

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

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

三鷹市芸術文化センター　全部見てくださいツアー

午前の部10:00～12：30／午後の部14：00～16：30

　※ 午前と午後は同じ内容です

定員：各回先着２０名

無　　　料

※ 電話予約のみ

無　　　料

第７回坂爪いちおカンツォーネ教室発表会
無　　　料

三鷹市民混声合唱団　フォーゲル
無　　　料

　第７回コンサート

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　

７

全席自由

無　　　料

\3,000

催  し  物  名 入 場 方 法

月

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

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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８月７月
2016年

2016年
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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

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

8月24日（水） 午前の部 10:00-12:30 ／午後の部 14:00-16:30 ※ 午前と午後は同じ内容です

「芸術文化センター全部見てくださいツアー」を今年も開催いたします。

二つのホールの普段見ることができない舞台裏や、セリや客席反転などの舞台機構の仕組み、

ピアノやチェンバロといった楽器のご紹介など…盛りだくさんの館内見学ツアーです。

この機会にぜひ、芸術文化センターの裏側までのぞいてみてください。

参加費無料、定員は各回先着20名様です。 お申込みは ☎ 0422-47-5122 まで！

お申込み開始は

マークル会員：7/21（木）

一般：7/22（金） です

申込開始日

会員7/21（木）

一般7/22（金）

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/
http://zennihonnamatyua.sakura.ne.jp
http://emq.tokyo
http://ai-o.org


　

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

９(土)

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

28(木) 20:00 メシュラシュ　　堀田

21:00 sankakusan.jp@gmail.com

30(土)

◎ [託]

31(日) 14:00 高和学院

16:00 0422(44)5209　髙麗

３(水) 16:00 公益財団法人武蔵野法人会 三鷹４支部 平田

17:40 mhoujin@jcom.zaq.ne.jp

６(土)

７(日) 14:30 アンサンブル・マロニエ

16:30 0422(48)9035　池田

11(木祝) 13:00 にじのわピアノ教室　藤田

16:15 zauberklavierlotte@yahoo.co.jp

24(水)

27(土)

［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。

・◎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。　

[自] \3,000 (当日 \3,200)

20歳以下 \1,500

夏休み！　親子で楽しむ伝統芸能　

江戸糸あやつり人形結城座（東京都無形文化財）公演

無　　　料

※ 整理券配布 (15：00～)

アンサンブル・マロニエ　第３４回　名曲コンサート 全席自由

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

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

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”

柳家喬太郎みたか勉強会

昼の部14:00 / 夜の部18:00　開演

　＊ 昼の部と夜の部が、同じ演目になるか違う演目になるかは未定です

完売御礼

三鷹市芸術文化センター　全部見てくださいツアー

午前の部10:00～12:30 ／ 午後の分14:00～16:30

　※ 午前と午後は同じ内容です

定員：各回先着２０名

無　　　料

※ 電話予約のみ

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

志賀直哉　『暗夜行路』　『正義派』

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

学生 \800

\2,000

第２回　にじのわピアノコンサート
無　　　料

８

月

柳家さん喬　独演会

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

[指]会員 \2,700

高校生以下 \1,000

無　　　料

宮地楽器発表会
無　　　料

一般 \3,000 / 学生 \2,000

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
完売御礼

完売御礼

☆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。

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

ピアノ発表会
無　　　料

◎

6/24(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

メシュラシュ　スウェーデン、イスラエル、日本と異なる地で生まれ、育った環境、

言語、文化も全く違う三者三様の表現が混ざり合う。約５０分間のコンテンポラリーダンス作品。

催  し  物  名 入 場 方 法

◎

７

月

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 ８月
2016年

チケット発売日

会員:7/14（木） 一般:7/15（金）

HP

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

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

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://stage.corich.jp/stage_detail.php?stage_id=73912
http://mitaka.jpn.org/ticket/1607301/
http://www.kouwagakuin.org/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1608060/
http://nijinowapiano.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1608270/

