
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

21(日) 14:00 エスプリマンドリンオーケストラ　髙中

16:00 espritmandolin@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

３(土) 18:30 ＮＢＤ吹奏楽団

20:30 080(4725)5839  原田

４(日) 19:00 新三友合唱団  渡邉正大

21:15 seidai99@orion.ocn.ne.jp

９(金) 18:30 アニマル＆ヒューマンリンク  平本

20:30 anihulink@gmail.com

10(土) 山野楽器ヤマノミュージックサロン三鷹

11(日) 0422(46)4555  石井

19 11:00   久保公二ギタースクール　久保

(月祝) 16:00 kk30nov@hotmail.com

22 藤村女子中学・高等学校吹奏楽部

(木祝) 0422(22)1266  砂山

23(金) ひぐらしのなく頃に奏 19:00 合同会社初音　秋山

21:00 akiyama@hatune.co.jp

25(日) 14:00 混声合唱団コーア・ボイメ

フォーレ作曲「レクイエム」ほか 15:45 0422(45)2039  植村

30(金) 19:15 ルンドムジーク

21:00 090(9295)9449  石田

・　　　　        　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、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。

無　　　料

藤村女子中学・高等学校吹奏楽部第５１回定期演奏会
未定

全席自由

\300

学生 \2,000

全席指定

\2,500

混声合唱団コーア・ボイメ第８回定期演奏会
無　　　料

Ｄｕｏ　Ｒｅｃｉｔａｌ～チェロ林峰男＆ピアノ林直美 [自]\3,500

ｔｈｅ １０ｔｈ Ｃｏｎｃｅｒｔ
無　　　料

第３７回　ピアノ発表会

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

９

月

催  し  物  名 入 場 方 法

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

無　　　料

ＮＢＤ吹奏楽団第３６回定期演奏会
無　　　料

新三友合唱団第２回定期演奏会 全席自由

※ 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

Ａｓｓｅｍｂｌｅｄ Ｉ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ

８

月

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

\1,000

第１回　保護犬・猫のためのチャリティーコンサート 全席自由

\2,000

ピアノ発表会
未定

エスプリマンドリンオーケストラ第四回演奏会

  久保公二ギタースクールフェスティバル

無　　　料

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

HP

８月 ９月
2016年

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

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！

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

http://zennihonnamatyua.sakura.ne.jp
http://emq.tokyo
http://ai-o.org
http://mitaka.jpn.org/ticket/160824w/
http://www.nbd-concertband.com/
http://shin-sanyu-chor.jimdo.com
http://ameblo.jp/anilink
http://oyashirosama.net/
http://chor-baume.jimbo.com/
http://s.ameblo.jp/roundmusik/
http://mitaka.jpn.org/ticket/160824w/


　

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

３(水) 16:00 公益社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

17(水) ミュージカル「明日に向かって跳べ」～チームの力、無限大！ ミュージカルスクエア

18(木)

19(金)

20(土) Ｓｕｍｍｅｒ　Ｃｏｎｃｅｒｔ 18:00 明星学園高等学校音楽科

21:00 間宮

24(水)

27(土)

［託］

9/2(金)～11(日)　全11公演

MITAKA “Next”Selection　17th

泥棒対策ライト　◎１０号機設置公演　『日々ルルル』　作・演出・振付：下司尚実

全席自由・日時指定・整理番号付き

前売＝会員：\2,500／一般：\3,000　　　　当日＝会員：\3,000／一般：\3,500

学生：\1,500(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、各500円引き

17(土)

18(日)

◎ 　14：00開演

［託］

22 13:30 三鷹・花の会ピアノ教室　高橋

(木祝） 16:00 mitakahananokai@gmail.com

24(土) 柳家権太楼独演会

　14：00開演

[託]

・　　　　       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。　

・チケット発売初日は窓口販売はございません。　　

・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。　

月

古今亭菊之丞　独演会 [指]会員 \2,700

　　一般 \3,000

　　学生 \2,000

高校生以下 \1,000

完売御礼

完売御礼

アンサンブル・マロニエ　第３４回　名曲コンサート 全席自由

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』

学生 \800

催  し  物  名 入 場 方 法

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～)
８

月
◎

昼の部11:00／夜の部16:00　上映開始

全席指定

会員 \900

一般 \1,000

0422(26)4014  野口
8/17 15:00-16:45・19:00-20:45  / 8/18  15:00-16:45・19:00-20:45     

8/19  11:30-13:15・15:00-16:45

全席自由

全席自由

¥3,000

９

\2,000

第２回　にじのわピアノコンサート

　※ 午前と午後は同じ内容です

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

\2,000

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

定員：各回先着２０名

無　　　料

◎

※ 電話予約のみ

無　　　料

各回２本立て　昼夜入替制　

三鷹・花の会ピアノ教室　第４回発表会
無　　　料

各回２本立て　昼夜入替制　 学生 \800

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

樋口一葉　『たけくらべ』　『にごりえ』 会員 \900

昼の部11:00／夜の部16:00　上映開始 一般 \1,000

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

９月８月
2016年

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

チケット発売日

会員8/4（木）

一般8/5（金）

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

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

自由な発想が舞台全体を満たしていくダンスの世界！！

まるで”江戸の町から抜け出した若旦那”の如き様子の良さと、

力強くも滑らかな語り口で、観客を魅了し続ける、

菊之丞の落語会です。

http://mitaka.jpn.org/ticket/1608060/
http://nijinowapiano.com/
http://www.musical-square.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/160824w/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1608270/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1609020/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1609170/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1609180/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1609240/

