
　

　　　 

開催日 入場方法 主催者（問い合わせ先）

４(土) 第５９回明日への手美術展 第４展示室 芸術による教育の会事務局

５(日) 03(3718)4615

10(金) 三鷹市立中学校美術展

～12(日)

18(土) 第１２回ピノキオアートフェスタ 第４展示室 株式会社ピノーコーポレーション

19(日) 03(3317)5113　小川・佐藤・浦前

22(水) 第４展示室 三鷹市美術連盟

～26(日) 0422(43)7288　片岡

10(金) 第４展示室 東京学生書道連盟連盟卒展　和田

～12(日) yusuke0705wydk@gmail.com

15(水) 第４展示室 鈴木　紘治

～19(日) 042(481)3387

24(金) 第３展示室 睦月会　大町

～26(日) 0422(48)6006

29(水)～ 三鷹書人の会　書道展 第４展示室 山口文林堂

4/2(日) 0422(49)7770

・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。　

観覧時間：10:30～17:00（最終日は15:30まで）

無　　料

無　　料

東京学生書道連盟第６１期連盟卒展

２

３

月

月
三鷹市立小・中学校教育研究会、三鷹市教育委員会

観覧時間：10:00～18:00（初日は13:00から、最終日は17:00まで）

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

第４展示室
無　　料

催　し　物　名  ・　観　覧　時　間

第２９回　三鷹市美術連盟展

無　　料

無　　料

観覧時間：10:00～17:00（最終日は15:00まで）

観覧時間：10:00～16:00（初日は14:00から、最終日は15:00まで） 0422(44)6181　三鷹市立第三中学校　善波

無　　料

無　　料

無　　料

観覧時間：《４日》10:00～17:00、《５日》12：00～16：00

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13:00から、最終日は15:00まで）

睦月会・墨礼会・土筆会・山彦会・合同書作展

鈴木紘治作品展：油彩、水彩、切絵等約二百点

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

３月２月
2017年

2017年

３月

2017年

２月

企 画 展 の ご 案 内

根付は、印籠や巾着などの持ち物を携帯する際に紐の先端に付け、帯にくぐらせ留具として用いる小さな彫刻（細工物）です。ポケットがない

和装の時代には日常的な実用品であった根付ですが、意匠や細工が次第に洗練され、庶民文化が成熟する江戸後期に全盛期を迎えます。

本展覧会では、「京都 清宗根付館」が所蔵する江戸から近代にかけての伝統的な根付と現代根付約300点をご紹介します。新しい素材や

現代性を盛り込みながら今も息づくその魅力と、江戸と現代をつなぐ造形の妙をご堪能ください。

【古根付 約60点、現代根付（印籠含） 約245点】

【会 場】 三鷹市美術ギャラリー

【開館時間】 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（3/20は開館）

【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

【協 力】 (公財)京都 清宗根付館

2017年1月14日（土）～3月20日（月・祝）
三輪 〈ひょっとこおどり〉

木・象牙 1.5×3×3.3cm

升元 一 〈コバタン〉 2006年

黄楊 2.4×4.7×2 cm

こどもアートクラブ
（小学生対象ワークショップ）

ワークショップ
美術館(びじゅつかん)でいろんな根付(ねつけ)をみるよ。

鳥(とり)、虫(むし)、野菜(やさい)、妖怪(ようかい)…

小(ちい)さな箱(はこ)の中(なか)に不思議(ふしぎ)な

根付(ねつけ)の世界(せかい)を作(つく)ろう！

2017年3月4日 （ 土 ） 10:30～15:30

【会 場】 三鷹市美術ギャラリー、
三鷹市芸術文化センターB1Fアートスタジオ

【企画・進行】NPO MAG-net（マグネット）
【対象・定員】 小学生・20人

【参加費】2,000円（材料費・税込み）
【申込方法】ホームページをご覧ください。

【応募締切】2017年2月21日(火) 必着

＊応募者多数の場合は抽選になります。

HP

HP

HP

http://mitaka.jpn.org/ticket/gallery/
http://www.geijyutuniyoru.com/
http://pinoh.co.jp/
http://m.facebook.com/renmeisotsuten/
http://yamaguchibunrindo.com


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

17(金) 2016年度　日本語学科　スピーチコンテスト 14:15 専門学校アジア・アフリカ語学院

16:30 0422(48)5515

26(日) パフォーマンスキッズ・トーキョー　ダンス公演 14:00 ＮＰＯ法人　芸術家と子どもたち

未定 03(5961)5737

2/23(木)以降は、070(5455)5626

４(土) 柳家小三治　一門会

[託]   開演14:00

５(日) 第２１回福祉映画会”そして父になる” 三鷹市社会福祉協議会

～人生の豊かさとは？～　考えてみませんか 三鷹市ボランティア連絡協議会

　①10:30～12:30  ②14:00～16:00 0422(76]1271　岩崎

12(日) 13:30 三鷹市教育委員会　生涯学習課

15:30 0422(45)1151 内線3316

20 14:00 大成高校吹奏楽部

(月祝) 16:30 0422(43)3196　田所・三石

25(土) 明星学園和太鼓部　 明星学園和太鼓部

第十二回定期演奏会 0422(48)6221　明星学園高校 松本・奥西

28(火) 都立豊多摩高校吹奏楽部 17:00 東京都立豊多摩高等学校

18:30 03(3393)1331　木谷

30(木) 14:30 三鷹市立第六中学校

16:30 0422(49)1833　堀田

・[自]は全席自由です。

・　　　　       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）。

・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。

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、２０１７年１月１９日（木）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237号　2017年　1月 31日発行

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

◇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。

月

月

２

３

催  し  物  名 入 場 方 法

無　　　　　料

ザ・スダッティングタイムス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

□講師：平原　慎太郎（振付家、ダンサー） （事前予約制）

無　　　料

無　　　　料
第33回定期演奏会

三鷹市立第六中学校吹奏楽部　第３回定期演奏会
無　　　　料

・　　     　  印の公演は、http://mitaka.jpn.org/ticket/user.php よりＨＰがご覧いただけます。　

Ａ　Ｗｉｎｄ　Ｍｕｓｉｃ　ｃｏｎｃｅｒｔ　”ｆｉｒｓｔ”

昼の部13：30～15：30（予定） 無　　　　　　料
（ただし、入場整理券が必要です。
当日券は12：00から配布予定）夜の部17：00～19：00（予定）

完売御礼

[自]大人 \1,200 / 小人 \500

障がいのある方　\800

大成高校吹奏楽部　第7回定期演奏会
無　　　　料

第１０７回　親子音楽会『ピエロの赤い鼻を探して！』 　　　　　　無　　　　料　　　　　　　

（※事前申し込み制）

※小人を除く社協会員は200円引き

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 ℡0422-29-9868３月

2017年

HP

２月

三鷹市美術ギャラリーからのお知らせ

●3/23(木)から26(日)まで

は臨時休館いたします。

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

多目的会議室A・B（連結）

さんさん館３階にある多目的会議室は、２室を連結すれば、100人規

模の会議や集会の他、音楽やダンスの練習、幼稚園のお楽しみ会など

で使用することもできます。

利用方法など詳細は、三鷹市公会堂へお気軽にお問い合わせください。

tel:0422-29-9868

三 鷹 市 公 会 堂 多 目 的 会 議 室 の ご 案 内

http://www.aacf.or.jp/
http://www.children-art.net/pkt-mitaka2016-kanran/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1703041/
http://www.mitakashakyo.or.jp/
https://sites.google.com/site/toyotamawindorchestra/
http://mitaka.jpn.org/kokaido/multi.php

