
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

２（日) ピアノ演奏会　第９回　スズキ・メソード武蔵野ブロック 13:30 武蔵野ブロック演奏会

16:30 090(4427)0977　イノウエ

８(土) 岩渕秀俊ピアノリサイタル　２０１６ 14:00 岩渕秀俊

16:00 0422(38)8536

９(日) ギターサークル・ハーモニックス　第２８回定期演奏会 14:00 ギターサークル・ハーモニックス　平田

16:15 harmojapan@yahoo.co.jp

14(金) いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ　Ａｇｅｓ 19:00 いだきしんコンサートチケットセンター

ピアノＩｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ 21:00 03(3560)1485

16(日)

◎

［託］

HP 

18(火) ディミトリー・コルチャック　テノール・リサイタル

(公財)武蔵野文化事業団

21:00 0422(54)2011　山根

19(水) 岸邉眞知子と仲間たち 18:00 岸邉眞知子

　２台ピアノの夕べ 20:00 verite-pf@jcom.zaq.ne.jp

22(土) ヴォーチェ・アプリート　第２２回声楽コンサート 14:00 ヴォーチェ・アプリートワデノ

日本歌曲の小箱と初演オペラで綴るミラノ・スカラ座の軌跡 16:45 042(464)0493　和出野

22(土) 「道化師」　「椿姫」　ハイライト公演 19:00 歌の森工房　平川

◇ 21:20 utanomorikoubou@gmail.com

23(日) フライブルク・バロック・オーケストラ

◎

［託］

28(金) レ・ヴァン・フランセ

◎

［託］

30(日) 第６３回三鷹市市民文化祭　吹奏楽のつどい 10:15 三鷹市芸術文化協会

20:00 0422(49)2521　八代

・　　　　        　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。　

・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。

※ 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

　　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。

19:00
全席指定

アルテ友の会 \3,600

学生 \2,000

全席自由

\1,000

一般　S席　\6,000 /A席 \5,000

全席指定

会員　S席　\5,400 /A席 \4,500

＊U-23（23歳以下） \3,500

全席指定

・◇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）。

催  し  物  名 入 場 方 法

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

\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

混声合唱団コーア・ボイメ第８回定期演奏会
無　　　料

会員　S席\5,400 ・ A席\4,500

＊U-23（23歳以下） \3,500

無　　　料

一般　S席\6,000 ・ A席\5,000

未就学児（4歳以上） \500

[自]一般 \3,000

一般 \4,000

一般　\800

９

月

Ｄｕｏ　Ｒｅｃｉｔａｌ～チェロ林峰男＆ピアノ林直美 [自]\3,500

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

  久保公二ギタースクールフェスティバル

10

無　　　料

学生 \2,000

全席指定

\2,500

会員 \720

全席自由

\1,500

無　　　料

全席指定

無　　　料

全席自由

\6,000

月

14:00

16:00

15:00

17:00

19:15

21:15

　J.S.バッハの現存するヴァイオリン協奏曲を一挙に演奏

　J.S.バッハ：ヴァイオリン協奏曲第１番イ短調BWV1041ほか

全席自由

\3,000

みたかジュニア・オーケストラ 第２回オータム・コンサート

　モーツァルト：交響曲第41番ハ長調K.551「ジュピター」より第１楽章

　管楽器のスタープレーヤー達による圧巻のステージ！

　ベートーヴェン：フルート三重奏曲ト長調WoO.37

  プーランク：六重奏曲　ほか

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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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

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

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://www.geocities.jp/masahiratanet/
http://www.idaki.co.jp
http://mitaka.jpn.org/ticket/1610160/
http://www.musashino-culture.or.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1610230/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1610280/


　

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

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)

［託］ 　14：00開演

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

[託] 　14：00開演

１(土)～10(月祝)　全10公演

MITAKA “Next”Selection　17th

ＭＵ『狂犬百景』　脚本・演出：ハセガワアユム

全席自由・日時指定・整理番号付

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)　　　　　

★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

15(土)

16(日)

［託］      14：00開演

22(土)～30(日)　全11公演

MITAKA “Next”Selection　17th

オイスターズ　第19回公演『ここはカナダじゃない』　作・演出：平塚直隆

全席自由・日時指定・整理番号付

前売＝会員：\2,200／一般：\2,500　　　　当日＝会員：\2,500／一般：\2,800

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300円引き

・　　　　       帯は財団主催事業です。

・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。　

完売御礼

各回２本立て　昼夜入替制　

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

樋口一葉　『たけくらべ』　『にごりえ』

昼の部11:00／夜の部16:00　上映開始

完売御礼

古今亭菊之丞　独演会

学生 \800

催  し  物  名 入 場 方 法

全席指定・各回

大佛次郎(おさらぎじろう)　『帰郷』　『風船』 会員 \900

昼の部11:00／夜の部16:00　上映開始 一般 \1,000

完売御礼

三鷹・花の会ピアノ教室　第４回発表会
無　　　料

完売御礼

◎

月

柳亭市馬　独演会

各回２本立て　昼夜入替制　

月

10

９
◎

◎

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

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 １０月
2016年

チケット発売日

会員9/15（木）

一般9/16（金）

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！！

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

センスの良い笑いに満ちた濃密な会話劇！！

一筋縄では捕えきれない、手練手管の不条理劇！！

http://mitaka.jpn.org/ticket/1609020/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1609170/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1609180/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1609240/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1610010/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1610150/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1610161/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1610220/

