
　

　　　 

　
　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

14(水)～ 第９回　日象東京西支部展 第３展示室 日本表象美術協会東京西支部　支部長

18(日) 080(3719)1356  足立

24(土) シルバーリンク展 第４展示室 株式会社シルバーリンク  菅原

25(日) info@silverlink.co.jp 

30(金)～ 第３展示室

10/2(日) 0422(46)7259  苅部

５(水)～ 第17回　水彩画展 第２展示室 三鷹スケッチの会　

９(日) 080(4657)1971  池田

19(水)～ 天然灰汁醗酵建　田中賢二　藍の世界 第３展示室 工房　藍

23(日) 0551(36)4361  田中

・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。　

・　　         　印の催し物は、http://mitaka.jpn.org/ticket/user.php よりＨＰがご覧いただけます。　

月

無　　料
観覧時間：10:00～16:00（初日は13:00から）

無　　料
観覧時間：10:00～18:00（初日は13:00から、最終日は16:00まで）

第10回東和書道教室・生徒主体の展覧会
無　　料

観覧時間：10:00～18:00（初日は13:00から、最終日は17:00まで）

月

10

\500
観覧時間：10:00～17:00（最終日は16:00まで）

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

９ 無　　料
観覧時間：10:00～18:00（初日は13:00から、最終日は16:00まで）

三鷹市美術ギャラリー展示室【催し物ご案内】
〒181-0013 三鷹市下連雀３－３５－１℡0422-79-0033

光のホール

三鷹市芸術文化センター美術展示室【催し物ご案内】
〒181-0012 三鷹市上連雀6-12-14  ℡0422-47-9100

HP

９月 １０月

2016年

2016年

2016年

９月

企 画 展 の ご 案 内

【観覧時間】午前10時～午後8時（ご入館は午後7時30分まで）

【休館日】 月曜日（ただし9/19、10/10は開館）、9/20（火）、10/11（火）

【観覧料】 一般600円／ 65歳以上、学生（高･大）300円

※ 中学生以下・障害者手帳をお持ちの方は無料 大正から昭和にかけて活躍した塩谷定好（しおたにていこう／1899-1988年）は、

絵画的な美しさを追求した「芸術写真」を代表する写真家です。生まれ育った

鳥取の風景や人物を対象とした、詩情豊かな作品を数多く制作しました。本展は、

今までまとまって展覧される機会の少なかった塩谷定好の作品100点を展示する

東京初の回顧展です。

2 0 1 6

8 .20 〔 土 〕 ～10 .23 〔 日 〕

《台所道具を配せる主婦像》 1934年（printed later）

鳥取県立博物館蔵

《高松港にて》 1929年 鳥取県立博物館蔵

HP

１０月

写真(しゃしん)のまわりを３６０°(ど)想像(そうぞう)して

自由(じゆう)に描(えが)いてみよう

どんなふうに広(ひろ)がるかな？

ぐ る り ワ ー ル ド に （ちょうせん）!!

◆関連ワークショップ◆ こどもアートクラブ

往復はがき または faxにて

1）住所 2）氏名(ふりがな) 3）性別 4）学校名 5）学年

6）電話番号・fax番号(faxでお申込みの方にはfaxで返信いたします)

7）どこから情報を得たのか

8）往復はがきの方は返信用はがき宛先(住所・氏名)をご記入のうえ、

〒181-0013 三鷹市下連雀3-35-1 三鷹市美術ギャラリー ワークショップ係 宛

にお送りください（fax:0422-79-0030） 応募締切：9月27日（火）必着

【 応募方法 】

日時：10月10日（月・祝）10:30～15:30

会場：三鷹市美術ギャラリー･

三鷹市芸術文化センターB1階アートスタジオ

対象・定員：小学生20人 参加費：2,000円（材料費込み）

HP

http://mitaka.jpn.org/ticket/160820g/
http://www.silverlink.co.jp/
http://www.mitaka-karube.com/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

４(日） ミタカバレエアカデミー・発表会 15:30 ミタカバレエアカデミー

18:30 0422(42)1901　安達

10(土） 夢の扉コンサート 13:00 株式会社夢グループ

17:30 0570(064)724

17(土) 敬老のつどい～式典・コーラス・演芸ほか 三鷹市

18(日) 三鷹市社会福祉協議会

0422(46)1108　黒澤、日向

25（日） 立川志の輔独演会

[託] 　15：00開演

１(土） 地域安全市民のつどい 14:00 三鷹警察署・三鷹防犯協会・三鷹市

16:00 0422(49)0110　堀井

８（土） 第41回三鷹市老人クラブ連合会芸能大会 10:30 三鷹市老人クラブ連合会

15:00 0422(76)1271　鈴木

 ９（日） 2016みたかスポーツフェスティバル 10:30

 11:30 0422(45)1151 内線3325  寺田

10 加藤みや子ダンススペース第49回発表会 15:00

（月祝） 20:00 03(3309)7200

15(土) 10:30 ５市共同事業実行委員会

19:00 0422(45)1151 内線2109　半田

29(土） 9:30 三鷹市健康福祉部高齢者支援課

11:40 0422(45)1151 内線2625　渡辺

・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。

・　　　　       帯は財団主催事業です。

該当施設 ①三鷹市芸術文化センター  ②三鷹市美術ギャラリー  ③三鷹市公会堂  

④三鷹市山本有三記念館　⑤みたか井心亭　⑥太宰治文学サロン

１）この催し物案内は、２０１６年８月２０日（土）現在でとりまとめたものです。

２）催し物の内容、期間、時間、入場方法等は変更になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

３）催し物の詳細は、各主催者まで直接お問い合わせください。

４）関係者のみ入場の催し物や、リハーサル等は掲載しておりません。 http://mitaka.jpn.org 第232号　2016年　8月31日発行

科学キッズフェス！２０１６ 無　　　　料
（事前申込制）

在宅医療・介護連携フォーラム
無　　　　料

10

月

無　　　料
2016みたかスポーツフェスティバル実行委員会事務局

無　　　料
加藤みや子ダンススペース/アネックス仙川ファクトリー

「林家こん平さん・次女の笠井咲さんの介護講演と落語会」

無　　　　料

無　　　　料

宇津木妙子氏×岡野昌弘氏による対談

開場：17日第1回9：30　第2回12：30　第3回15：30　（各回地区割りあり）

開場：18日第1回9：30　第2回12：30　（各回地区割りあり）

９

完売御礼

無　　　　料

無　　　　料

平成28年9月16日現在
77歳以上の方をご招待

全席指定

\4,800

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団（旧公益財団法人三鷹市芸術文化振興財団）

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

◇休館日のご案内◇ 公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団が管理する施設共通の休館日です。

ただし、山本有三記念館・美術ギャラリーには臨時休館日がありますので、ご注意ください。

月

催  し  物  名 入 場 方 法

三鷹市公会堂 光のホール【催し物ご案内】
〒181-8555三鷹市野崎1-1-1 ℡0422-29-9868

９月
2016年

HP

三鷹市山本有三記念館からのお知らせ

●9/6(火)から9/15(木)は資料の燻蒸作業及び

展示替え作業のため休館いたします。

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ

● 9/14（水）はCORAL（コラル）休店日ですが、美術ギャラリーは開館いたします。

● 9/21（水）、10/12（水）は展覧会のみ開催し、それ以外の窓口業務は休止いたします。● 10/25（火）～29（土）は臨時休館いたします。

１０月

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

HP

三鷹市公会堂 多目的会議室（さんさん館3階）のご案内

さんさん館の３階にある多目的会議室は、２室を連結すれば１００人規模の会議や集会、音楽やダン

スの練習、パーティーなどにもご利用いただけます。詳細は三鷹市公会堂へお問い合わせください。

午前 午後 夜間 全日

9〜12時 13〜17時 18〜22時 9〜22時

多目的会議室A 63人 118㎡ 3,700円 5,400円 6,500円 14,000円

多目的会議室B 63人 121㎡ 3,700円 5,400円 6,500円 14,000円

定員 広さ

http://www.mitakaballet.server-shared.com/
http://yumeg.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1609250/
http://mitaka-shiroren.org/
http://www.as-factory.jp/
http://mitaka.jpn.org/kokaido/multi.php

