
　

　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

１(火)        第63回三鷹市市民文化祭　　写真展・書道展 全館貸切

～６(日)

15(火)    第63回三鷹市市民文化祭　　美術展 全館貸切 0422(49)2521　八代

～20(日)

22(火) 第１・２展示室 むさしのデッサン会

～ 090(3908)9875　中間

27(日) 　第３展示室 皐月会

0422(49)3704　坪井

第１展示室 福井 誠・恵子

29(火) 0422(90)2234　福井

～ 第２展示室 むさしのこども絵の会

12/4(日) 0422(41)6048　木ノ内

第３展示室 村林眞叉夫

090(1851)0265　村林

　
　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

9/30(金) 第３展示室

～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

１(火) 第４展示室 三鷹市芸術文化協会

～６(日) 0422(49)2521　八代

16(水) 第１展示室 写真サークル「彩」会長 林 雅寛

～ 042(301)5573

20(日) 第１４回ゆうゆう展　（油画、ほか） 第２展示室 北多摩東退職教職員の会、ゆうゆうクラブ

042(473)2210  永井

・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。　

三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

月

11

月

無　　料
観覧時間：10:00～17:00（初日は14:00から、最終日は16：00まで）

観覧時間：10:00～18:00（最終日は16:00まで）

観覧時間：10:00～18:00（最終日は16:00まで）
無　　料

無　　料

第63回三鷹市市民文化祭　華道展・工芸展
無　　料

観覧時間：9:00～18:00（最終日は16:00まで）

都退教写真サークル「彩」第２５回展示会
無　　料

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

10
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）

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）

観覧時間：10:00～17:00（初日は14:00から、最終日は16：00まで）

月

11

無　　料

観覧時間：10:00～19:00（初日は12:00から、最終日は17:00まで）

観覧時間：10:00～17:00（初日は14:00から、最終日は16:00まで）

観覧時間：10:30～18:00（初日は14:00から、最終日は16:00まで）

観覧時間：10:00～19:00（初日は13:00から、最終日は17:00まで）

観覧時間：10:00～19:30（初日は12:00から、最終日は17:00まで）

第22回　皐月会展

第三回　二人展　（能面、狂言面 43点 / かわいい絵本 19冊）

むさしのこども絵の会　ＯＢ展

村林眞叉夫展　― ｍｏｄｅ視線の交錯 ―

無　　料

無　　料

無　　料

むさしのデッサン会展

無　　料

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

１１月１０月

１１
2016年

2016年

2016年

１１月

企 画 展 の ご 案 内

【開催期間】2016年10月23日（日）まで

【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10/10は開館）、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。

《高松港にて》 1929年 鳥取県立博物館蔵

HP

１０月

《鳥取砂丘》 1923年 鳥取県立博物館蔵

HP

http://hanamask.sub.jp/menseiclub/16tennji.html
http://mitaka.jpn.org/ticket/160820g/
http://www.mitaka-karube.com/


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

３ 10:00 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

(木祝) 0422(49)2521　八代

６(日) 16:00 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

0422(49)2521  八代

17(木) 第２１回ふるさと三鷹わくわくＤａｙ　 18:30 自由民主党三鷹総支部

20:30 0422(41)1611  伊藤

23 第63回三鷹市市民文化祭　三鷹歌謡音楽祭 10:00 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

(水祝) 0422(49)2521  八代

26(土) 春風亭昇太 独演会

[託] 　　開演14:00

27(日) 第63回三鷹市市民文化祭　吟詠剣詩舞大会 10:00 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

0422(49)2521  八代

・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。　・[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）。

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

３(木祝) 平成28年度環境ポスター展～「環境と共に生きる未来の三鷹」 第1・2・3展示室 三鷹市生活環境部環境政策課

～11(金) 0422(45)1151　内線2525

16(水)～ 平和の絵展 　  第1・2・3展示室 三鷹市企画部企画経営課

24(木) 0422(45)1151　内線2116

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９月２２日（木祝）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233号　2016年10月1日発行

無　　　　料

無　　　　料

完売御礼

第63回三鷹市市民文化祭　’１６洋舞フェスティバル

1部講演会 講師：今井絵理子参議院議員　2部お楽しみ抽選会他

無　　　　料

全席自由

1,000円

無　　　　料11

月

催  し  物  名 入 場 方 法

第63回三鷹市市民文化祭　民謡大会

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。

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

無　　料
　　　観覧時間：9:00～20:30【11月7日(月)は休館日】

無　　料
観覧時間： 9:30～20:30　【19(土)・24(木)は16:30まで、21(月)は、休館日】

11

月

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

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

１１月
2016年

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ

● 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)、

11/8(火)は臨時休館いたします。

１０月

HP

HP

HP

三鷹市公会堂 さんさん館2Ｆ展示室【催し物ご案内】

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://mitaka-shiroren.org/
http://www.as-factory.jp/
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_event/060/060470.html
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_event/060/060470.html
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_event/060/060470.html
http://mitaka.jpn.org/ticket/1611260/
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_event/060/060470.html

