
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

25(日) 19:20 ＪＷＦＣ　秋葉

21:10 info@jwfc.jp

27(火) 11:30 鈴木亜久里門下生の会

子供たちによるヴァイオリン演奏会 19:30 03(5357)2537  

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

14(土)

　14：00開演

15(日)

◎

[託]

　15：00開演

21(土) 14:00 東京第三友の会

◇ 15:15 0422(52)1270　岡本

22(日) 14:00 クレセント・フィルハーモニー管弦楽団

16:00 090(4662)7053　広報

27(金) 《フレッシュ名曲コンサート》東京交響楽団

21:00 0422(54)2011

28(土) ヤマノミュージックサロン吉祥寺

0422(20)3577　阿部

　・　　　　        　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。

◎

全席指定

\2,000

全席指定

一般 \4,500

アルテ友の会 \4,000

（公財）武蔵野文化事業団

全席指定

会員　\1,600　/一般　\1,800

中高生　\900　/小学生　\500

ハリーポッター全８作／ホームアローン／グレムリン他

自由席\2,500　指定席\3,500

*未就学児入場不可

“小学生からのクラシック”

小学校訪問演奏アーティストによる

ニューイヤー・ファミリーコンサート 『くるみ割り人形』

“赤ちゃんからのクラシック”　　

小学校訪問演奏アーティストによる

クリスマス・アット・ザ・ムービー　オーケストラ公演

12

月

無　　　料

Ｗｅｓｔ　Ｙｏｕｔｈ　Ｃｈｏｉｒ　第７回　ウインターコンサート 無　　　料

（感謝献金）

桐朋学園大学　第３５回パーカッションの夕べ 全席自由

\1,000

ニューイヤー・ファミリーコンサート 『くるみ割り人形』

ヤマノミュージックサロン吉祥寺
無　　　料

弦楽器クラス合同発表会
未定

鈴木亜久里門下生の会 無　　　料

（関係者以外は要申込）

全席指定

催  し  物  名 入 場 方 法

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

・◇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

世界の楽器などを使った音と遊びのファンタジー

ロバの音楽座「オンガッカイ」。ルネサンス時代の古楽器や

19:00
※ 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。

クレセント・フィルハーモニー管弦楽団　第３０回演奏会
無　　　料

会員　\1,000　/一般　\1,200

3歳～小学生　\500

*座席を必要としない2歳以下は無料

１

月

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

１２月 １月
2016年

2016年

HP

HP

HP

2017年

2017年

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

風のホール　施設使用料 ＜単位：円＞

午　前 午　後 夜　間 全　日

9時〜12時 13時〜17時 18時〜22時 9時〜22時

平　日 25,000 40,000 50,000 100,000

土･日･祝日 35,000 50,000 60,000 120,000

※練習などで舞台面のみを使用する場合は、使用料が半額になります。

※上記ホール使用料金で、舞台・照明・音響のスタッフが各１名つきます。３人を超えるスタッフが必要な場合は、別途増員料金がかかります。

風のホール
（中ホール）

ステージ側から見た客席スペース風のホール（中ホール・625席）

風のホールは
アコースティックな音楽のコンサートに最も理想的な響きを実現する
シューボックス型のコンサートホール。
微妙な音色を的確に、そして豊かに‥‥･

http://www.tohomusic.ac.jp/concert/
http://icu-brass.jimdo.com/
http://westyouthchoir.sakura.ne.jp/
http://jwfc.jp/xmas2016.html
http://mitaka.jpn.org/ticket/1701140/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1701150/
http://tokyodai3tomo.jimdo.com/
http://crephil.moo.jp/
http://www.musashino-culture.or.jp/eventinfo/2016/08/post-594.html
http://mitaka.jpn.org/geibun/wind.php


　

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

３(土) 第２回Ｃｈｉｓｅ Ｂａｌｌｅｔ Ｓｔｕｄｉｏ 発表会 15:00 Ｃｈｉｓｅ Ｂａｌｌｅｔ Ｓｔｕｄｉｏ 　若林

16:30 chise-ballet@mail.goo.ne.jp

10(土)

11(日) 13:00 キラキラバイオリン

16:00 0422(76)1996　シモバ

22(木) 19:00 ＡDＳ事務局　わかば

20:30 again_ds_info@yahoo.co.jp

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

28(水) 14:00 宮下

16:00 yukarin.05.b4@gold.zero.jp

９ 三鷹ヴァイオリンの会　第２５回発表会 13:30 前田

(月祝) 　指導：前田知加子 16:00 vnchikakom@r2.dion.ne.jp

14(土) ザッツ！エンターテイメントイン三鷹 18:00 コレクション三鷹

　ジャンルを越えた夢の共演！ 21:00 070(6513)7815　竹花

15(日) 第２６回　こばやし音楽教室 16:00 こばやし音楽教室

エレクトーン発表会 18:30 0422(40)7710　小林

18(水) この時が終わる前に

19(木)

20(金) sayumimaskz@gmail.com

21(土)

28(土) 各回　全席指定

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

29(日)

[託]

　　14:00開演

・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

◎

月

当日 \4,500

全席指定

前売 \4,000
神山演劇企画　神山

14:30 - 16:30

18:30 - 20:30

無　　　料

無　　　料

無　　　料

全席自由

\1,500

宮下ゆかり門下生による「ピアノ発表会」

昼の部11:00/夜の部16:00上映開始・各回２本立て・昼夜入替制　

新春初笑い寄席　

　林家たい平　独演会 完売御礼

三鷹市生活環境部コミュニティ文化課

0422(45)1151 内線2515 小菅・山本　開場13:30。当日、直接会場へご来場ください。※入場整理券を12:30から配布いたします。

14:00～15:30中島京子さんによる文学講演会「走るか？　メロス」

12
第１回　東京学芸大学モダンダンス部公演 [自]前売 \1,000

　　当日 \1,200

催  し  物  名 入 場 方 法

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）。

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

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★

ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ 『男はつらいよ』 第19作～第26作 連続上映

◎
第19作『寅次郎と殿様』　マドンナ 真野響子

第20作『寅次郎頑張れ！』　マドンナ 藤村志保

学生 \2,000

無　　　料

ＡＤＳ第１回発表公演～Ａｇａｉｎ～ [自]前売 \2,500

当日 \3,000

１

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

１月１２月
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

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。

HP

HP

2017年

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

＜単位：円＞

午　前 午　後 夜　間 全　日

9時〜12時 1時〜5時 6時〜10時 9時〜22時

平　日 10,000 20,000 25,000 50,000

土･日･祝日 15,000 25,000 30,000 60,000

500 800 1,000 2,000

ホール・控 室

第１・２・３控室

星のホール
（小ホール）

※練習などで舞台面のみを使用する場合は、使用料が半額になります。
※上記ホール使用料金で、舞台・照明・音響のスタッフが各１名つきます。

３人を超えるスタッフが必要な場合は、別途増員料金がかかります。

星のホールは、演劇や古典芸能をはじめとして、あらゆる表現形態に適応
するダイナミックな音響と照明を備えた施設です。星のホール

お正月は、やっぱり寅さん！

大きなスクリーンでお楽しみください！

http://ameblo.jp/tgudance-rhymix/
http://chiseballet.blog.fc2.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1612100/
http://kirakiraviolin.web.fc2.com/
http://www.melody1.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1701280/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1701290/
http://mitaka.jpn.org/geibun/star.php

