
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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

４(土) 14:00 合奏団ＺＥＲＯ事務局

16:00 zero@tokyo-met.com

５(日) 13:30 冨田音楽研究所

18:00 042(322)8903　冨田

11(土祝) 13:00 フェアリーミュージック企画

18:00 03(6670)4643　泉田

14(火) 19:00 国立音楽大学ホルン研究室　秦 

21:00 kunitachi_horn@yahoo.co.jp

18（土) 16:30 マンドリンオーケストラＨｏｒｉｚｏｎ　吉武

18:00 mandolin.horizon@gmail.com

26(日) 14:00 合唱団アレス・クラー　久保

16:00 ensokai_allesklar@yahoo.co.jp

28(火) 19:00 B-side Philharmonic Orchestra　佐藤

21:00 b.side.philharmonic.orchestra@gmail.com

　・　　　　        　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。

無　　　料
弦楽器クラス合同発表会

未定

全席指定

一般 \4,500

アルテ友の会 \4,000

合唱団アレス・クラー　第８回定期演奏会 全席自由

\1,000

第２７回　国立音楽大学　ホルンアンサンブルコンサート 全席自由

\800

ヤマノミュージックサロン吉祥寺

小学校訪問演奏アーティストによる

冨田音楽研究所発表会
無　　　料

Ｄａｓ Ｋｌａｖｉｅｒ Ｋｏｎｚｅｒｔ ２０１７

フェアリーミュージックフェスティバル２０１７
無　　　料

Ｂ-ｓｉｄｅ Ｐｈｉｌｈａｒｍｏｎｉｃ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　第５回演奏会 全席自由

前売￥300　当日￥500

合奏団ＺＥＲＯ第１８回定期演奏会
無　　　料

（公財）武蔵野文化事業団

催  し  物  名 入 場 方 法

・◇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）。

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

ニューイヤー・ファミリーコンサート 『くるみ割り人形』

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”　　

オーケストラ・フルート・クラリネット・コーラス

全席指定

会員　\1,600　/一般　\1,800

中高生　\900　/小学生　\500“小学生からのクラシック”

無　　　料

全席指定

\2,000

１

月

マンドリンオーケストラＨｏｒｉｚｏｎ　第２回定期演奏会

２

月

完売御礼

※託児申込は1/5(木)までです。

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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三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター

0422(47)5122
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HP

HP

本サービスは、自宅や外出先からインターネットを通じて施設の『空き状況検索』や『予約（＊利用登録者のみ）』ができる便利なサービスです。

施設利用インターネットサービスのご案内

パソコンやスマートフォンからの空き状況検索の方法

サ ー ビ ス へ の ア ク セ ス 　http://mitaka-art.jp/shisetsu/　にアクセスすると施設利用インターネットサービスのトップページが表示されます。

空き状況検索画面の表示 　『空き状況の検索』をクリックします。

利 用 目 的 の 選 択 　該当する利用目的を選びます。（例：ピアノの練習で使用したい場合は『音楽演劇の練習（音）』をクリック）

施 設 の 選 択 　選んだ利用目的で使用できる施設が表示されますので、その中から空き状況を確認したい施設を選びます。＊施設は複数選べます。

期 間 の 設 定 　空き状況を確認したい日付を含めて期間を設定します。曜日にチェックを入れると、期間内のその曜日の空き状況のみ表示されます。

空 き 状 況 の 表 示 　『検索する』をクリックすると、設定した期間の空き状況が表示されます。

空き状況検索 → パソコン / スマートフォンから検索

https://mitaka-art.jp/shisetsu/

携帯電話から検索

https://mitaka-art.jp/shisetsu-m/

パソコン等から 上記URL にアクセスする

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://www.tokyo-met.com/zero/
http://pandausagipiano.com/
http://www.fairymusic.jp/
http://www.i-m.mx/horizonhorizon/horizonhorizon/welcome.html
http://sound.jp/alles-klar/
https://mitaka-art.jp/shisetsu/
https://mitaka-art.jp/shisetsu-m


　

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

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) 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

22(日) ヤマハ音楽教室ピアノ発表会 11:00 （株）山野楽器　三鷹店

18:00

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

１(水)

２(木) 『アルティメット・コミュニケーション』

月 ３(金) sustainer.create0214@gmail.com

16(木) 19:30 Ｂｕｔｏｈａｃｔｏｒ Ｃｒｅａｔｉｏｎ  永守

21:00 teruyuki.butohactor@gmail.com

18(土)

[託]

21(火) 14:00 ＮＰＯ日本国際童謡館　

25(土) 各回　全席指定

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

26(日) *未就学児無料 Ｉ．Ｓ Ｍｕｓｉｃ ｓｃｈｏｏｌ　仲澤

is_music_school@i.softbank.jp

28(火) 11:30 紅梅松弘　山谷

16:00 k0ubai811@i.softbank.jp

・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。  ・[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。　

紅梅流松弘会舞踊会
無　　　料

Ｌａ ２ ｖolta　～Ｎｏｉ ｐｏｓｓｉａｍｏ ｆａｌｏ Ｌａ ｃｏｎｔａｔｔｉ～ 

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

大庭照子　花ざかりコンサート 未定

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　

全席自由

一般￥4,500　学生￥3,000

＊学生は受付で学生証を提示

神山演劇企画　神山
14:30 - 16:30

18:30 - 20:30 当日 \4,500

全席指定

前売 \4,000

無　　　料

無　　　料

全席自由

\1,500

催  し  物  名 入 場 方 法

１

月

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

第21作『寅次郎わが道をゆく』　マドンナ 木の実ナナ

第22作『噂の寅次郎』　マドンナ 大原麗子

14:00 - 15:30（２日、３日）

19:30 - 21:00（１日、２日）

２

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　

サステナクリエーションファミリー　川口

ＴＰＡＭ２０１７フリンジ参加作品

　林家たい平　独演会 完売御礼

　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

045(562)1950　平山
サポート会員￥1,000

＊70歳以上と中学生以下無料

《予約制》［自］大人￥2,000 /小中高校生￥500 /ファミリーチケット￥3,000（大人2人子供3人まで同家族限定）

13:00　～　15:00

中島京子さんによる文学講演会「走るか？　メロス」

全席自由

永守輝如舞踏公演「をどるいのち」 \3,000

熊本地震義援チャリティー ［自］前売￥1,500　当日￥2,000

柳家喬太郎　みたか勉強会

昼の部14:00 / 夜の部18:00　開演 完売御礼

　＊ 昼の部と夜の部が、同じ演目になるか違う演目になるかは未定です。

無　　　料

サステナクリエーションファミリー　ｖｏｌ．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 ２月

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

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！

HP

チケット発売日

会員1/26（木）

一般1/27（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

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター

0422(47)5122

三鷹市芸術文化センター展示室のご案内
三鷹市芸術文化センター地下1階にある展示室は、絵画や書道だけでなく華道などの展示にも使用されています。

真っ白な壁と木のぬくもり優しいフローリングによってつくり出される、すがすがしく洗練されたその空間には、一部に自然光を取り

入れることで、展示室内にユニークな効果を生み出しています。

休憩室の他、同じフロアにはレストランも併設されており、遠方からのお客様もお迎えしやすい施設です。

ぜひご利用ください！！ 第4展示室使用時

http://www.melody1.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1701280/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1701290/
http://sasutena-create.net/
https://www.facebook.com/butohactor/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1702180/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1702250/
http://mitaka.jpn.org/geibun/studio.php

