
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

２(水) 19:00 バウムクーヘン室内管弦楽団事務局　鈴木

21:00 kpb_tokyo@yahoo.co.jp

３ 第６３回三鷹市市民文化祭 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

(木祝) みたか市民合唱コンサート（13:00-) 0422(49)2521　八代

４(金) 19:30 アット・ミュージック　さいとう

◇ 21:15 attobass@festa.ocn.ne.jp

５(土) 第６３回三鷹市市民文化祭 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

午後のクラシック（13:00-） 0422(49)2521　八代

８(火) 19:00 いだきしんコンサートチケットセンター

21:00 03(3560)1485

10(木) 18:30 ムシカ・ポエティカ

21:10 03(3970)0585　淡野

11(金) 19:00 株式会社ジェイコム武蔵野三鷹　清野

 ＮＨＫカジュアルクラシックコンサート 21:00 SeinoY@jupiter.jcom.co.jp

13(日)

◎

［託］

15（火） 14:30 ベルけやき

17:15 0422(22)2360　山口

17(木) 19:00 アンサンブル桃花（ももか）　生田

20:30 ensemble_momoka＠yahoo.co.jp

18(金) 19:00 国立音楽大学ユーフォニアム研究室　草柳

21:00 euphonium.labo.kunitachi@gmail.com

19(土) 第６３回三鷹市市民文化祭 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

大正琴の会（12:30-） 0422(49)2521　八代

20(日) 14:00 三鷹市管弦楽団

16:00 0422(49)6152　辰口

25(金) 18:30 法政大学工学部マンドリンクラブ　重久

　第52回　定期演奏会 21:00 htmc2006@hotmail.co.jp

26(土) 15:30 (株)レガート、リアルクリエート

17:30 0422(44)8511  阿比留

27(日)

◎

［託］

９(金) 18:30 桐朋学園大学音楽学部演奏課

20:30 03(3307)4158

10(土) 14:00 ＩＣＵ Ｗｉｎｄ-Ｂｒａｓｓ Ｅｎｓｅｍｂｌｅ　服部　

16:00 icu.windbrass@gmail.com

11(日) 14:00 ＡＣＯ（エーシーオー）

16:00 aco.toiawase@gmail.com

17(土) ＨＡＲＶＥＳＴ　２０１６ 13:00 根元音楽教室

19:00 080(6677)9238  根元

23 14:00 ＷＹＣウインターコンサート実行委員会　浅野

(金祝) 15:30 westyouthchoir@yahoo.co.jp

25(日) 岸邉眞知子主催 12:00 岸邉

　ピアノ発表会 16:00 verite-pf@jcom.zaq.ne.jp

28(水) 13:30 プロムナードマンドリンオーケストラ　濱田

16:00 promenademandolin@gmail.com

　・　　　　        　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。　

・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。

無　　　料

無　　　料

\6,000

アンサンブル桃花第４回演奏会（女声合唱団） 全席自由

ベルけやき・シャンソン発表会
無　　　料

全席指定

会員　\4,050

\1,000

月

ピアノＩｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ

[自]一般\800・中高生\500

当日は\200増し

横山幸雄 ピアノ・リサイタル・シリーズ Ｖｏｙａｇｅ
15:00

Ｊ：ＣＯＭ武蔵野三鷹　Ｐｒｅｓｅｎｔｓ ［指］無　　　料
※応募による事前抽選

無　　　料

[自]一般 \3,500

　　学生 \2,000

全席自由

国際基督教大学吹奏楽部　第29回定期演奏会 全席自由

\200

Ａｂｅｎｄｓｔｅｒｎ Ｃｈａｍｂｅｒ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　第11回定期演奏会

レクイエムの集い２０１６　～魂の慰めのために～ [自]一般 \4,000

Ｇ．Ｆ．ヘンデル　《メサイア》全曲 学生 \2,500

・◇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）。

子供たちがピアノで奏でるクリスマスコンサート
無　　　料

無　　　料

プロムナードマンドリンオーケストラ第14回定期演奏会
無　　　料

\1,000

催  し  物  名 入 場 方 法

アリサ・ワイラースタイン　無伴奏チェロ・リサイタル

一般　\4,500

＊U-23（23歳以下） \3,000

　メゾソプラノ：林美智子
17:00

　第11回　ラヴェルのピアノ曲と歌曲を巡って

斎藤輝彦コントラバスリサイタル

ピアノ吉岡裕子　フルート古川仁美　ボッテジーニ協奏曲第二番他

いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ　Ａｇｅｓ

全席指定

会員 \3,600

第２６回くにたちユーフォニアムコンサート

三鷹市管弦楽団第５６回定期演奏会

12

月

無　　　料

バウムクーヘン室内管弦楽団第６回定期公演 全席自由

\4,000

法政大学工学部マンドリンクラブ
無　　　料

Ｗｅｓｔ　Ｙｏｕｔｈ　Ｃｈｏｉｒ　第７回　ウインターコンサート 無　　　料

（感謝献金）

15:00

17:00
＊U-23（23歳以下） \3,000

一般 \4,000

11

心のふるさとを求めて　宮﨑京子と陽気な仲間たち

桐朋学園大学　第３５回パーカッションの夕べ 全席自由

全席自由

第２７回モンジャーニ　日本、世界の名曲を楽しむ夕べ 全席自由

\3,000

\1,000

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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１２月１１月
2016年

2016年
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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

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

http://www.idaki.co.jp
http://www.musicapoetica.jp/
http://www.myjcom.jp/town/musashinomitaka/info/musashinomitaka_nhk.html
http://mitaka.jpn.org/ticket/1611130/
http://momoka.music.coocan.jp/momoka/
http://sound.jp/kunitachi_euph/
http://mitaka-city-orchestra.com/
http://www.kyoko-miyazaki.com
http://mitaka.jpn.org/ticket/1611270/
http://www.tohomusic.ac.jp/concert/
http://icu-brass.jimdo.com/
http://westyouthchoir.sakura.ne.jp/


　

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

１(火) そよ風第11回シャンソン・コンサート 13:30 そよ風

17:00 042(316)1530　星

４(金) 三鷹ゆかりの文豪「森鷗外と太宰治」 [自]前売¥2,500 原きよ事務所

◇ 当日¥3,000 070(5559)2428　山本

５(土) ピアノコンサート　ミハイル・カンディンスキー 第一次世界大戦100年展2018実行委員会

◇ 映画『敵が友になるとき』 開演13:30/終演16:30 090(2916)3204  渡辺

５(土) 圓乗声楽教室１５周年記念コンサート 19:30 圓乗声楽教室　

21:30 0422(36)2782　圓乗

６(日) 第６３回三鷹市市民文化祭 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

邦楽演奏会（12:00-） 0422(49)2521　八代

９(水) 三鷹消防署　防火のつどい 14:00 三鷹消防署

15:00 0422(47)0119　予防課　木島

12(土) 第６３回三鷹市市民文化祭 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

日本舞踊の会（11:30-） 0422(49)2521　八代

13(日)

［託］

15(火) 岸邉眞知子門下生 16:00 岸邉

　ピアノコンサート 21:00 090(8043)0986

19(土)

20(日) 第６３回三鷹市市民文化祭

三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

23 第６３回三鷹市市民文化祭 0422(49)2521　八代

(水祝) 現代日本舞踊の会（11:00-）

27(日) ひだなおみ音楽教室 13:00 ひだなおみ音楽教室　松下

ピアノ発表会 16:00 musicasa703@jcom.zaq.ne.jp

１(木) 18:30 東京学芸大学モダンダンス部　野村

19:45 tgu.dance@gmail.com

10(土)

◎

[託]

11(日) 13:00 キラキラバイオリン

16:00 0422(76)1996　シモバ

24(土) 富田ピアノ教室　クリスマス発表会 10:00 富田ピアノ教室

11:30 042(484)8988　富田

・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。  ・［指］は全席指定、[自]は全席自由です。

・　　　　       帯は財団主催事業です。

・◎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

無　　　料

・◇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）。

無　　　料

無　　　料

謡曲・仕舞大会（11:00-)

三鷹市禅林寺に眠る鷗外・太宰の作品を原きよと師匠の長谷由子が朗読。 ②19:00-20:40

[自]大人前売¥3,500/大学生¥1,000/中高生¥500

大人当日¥4,000/小学生以下無料

柳家さん喬　独演会 [指]会員 \2,700

昼の部14:00 / 夜の部18:00　開演 一般 \3,000

笑って泣いて、今年も暮れる。師走に沁み入る、さん喬落語 高校生以下 \1,000

第１回　東京学芸大学モダンダンス部公演 [自]前売 \1,000

無　　　料

無　　　料

無　　　料
キラキラＸｍａｓアンサンブルコンサート２０１６！！

かわいく♪カッコよく♪楽しく♪キラキラ輝く音楽会★

当日 \1,200

各回２本立て　昼夜入替制　 学生 \800

一般 \1,000

桂宮治　神田松之丞　二人会

     14：00開演

無　　　料

無　　　料

無　　　　料

無　　　料

火災予防寄席　「林家種平師匠、林家あんこさん」

学生 \2,000

完売御礼

催  し  物  名 入 場 方 法

12

11

月

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

◎
山本有三　『路傍の石』　『真実一路』 会員 \900

昼の部11:00／夜の部16:00　上映開始

①14:30-16:20

無　　　料

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

１１月 １２月
2016年

HP

HP

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター

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

昼の部完売

夜の部発売中

＊昼の部と夜の部は別の演目です。

昼の部完売

夜の部発売中

HP

HP

三鷹市芸術文化センター 会議室は、

芸術文化に関するセミナーや

打ち合わせ等にご使用いただけます。

短歌・俳句会などでのご利用も大歓迎！

第１・２会議室は連結して使用することも可能です。
（左）第１・第２会議室（両会議室を連結した状態）

（右）三鷹市芸術文化センター・第3会議室

■ 三鷹市芸術文化センター 会議室

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター

0422(47)5122

https://ww1jp.wordpress.com/
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-mitaka/toppage_link/28.9.14tudoi.html
http://mitaka.jpn.org/ticket/1611131/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1611190/
http://ameblo.jp/tgudance-rhymix/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1612100/
http://kirakiraviolin.web.fc2.com/
http://mitaka.jpn.org/geibun/seminar.php

