
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

３(火) 19:30 アットミュージック

◇ ピアノ伴奏　吉岡裕子 21:15 0422(41)2213　斎藤

６(金) 19:00 ラノッキオ・アンサンブル

20:30 080(4717)1855　今井

15(日) トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ 第69回定期演奏会 15:00

17:00

17(火) 18:30 早稲田大学高等学院 室内合奏団　榎本

21:00 meimeianz@gmail.com

18(水) 風のホールのピアノを弾こう！　【ベーゼンドルファー編】  

～20(金)

22(日)

◎ 　J.S.バッハ：G線上のアリア（有志アンサンブル）

[託] 　ビゼー：オペラ「カルメン」より（MJOスペシャル・ヴァージョン）

　シューベルト：交響曲第４番より第１楽章

24(火) 18:30 明星学園高等学校音楽部   間宮

　組曲「風に寄せて」　ディズニー・メドレー他 20:45 myojommc@me.com

25(水) 18:00 明星学園アンサンブルクラブ顧問

第４９回定期演奏会 20:00 0422(43)2196　新坂

27(金) 18:30 都立芦花高等学校

20:30 03(5315)3322　酒井

28(土) パラディーゾ・ディ・マンドリーノ 18:00 パラディーゾ・ディ・マンドリーノ 桐生

第９回定期演奏会 19:45 paradiso.kiryu@gmail.com

31(火) 18:30 東京都立新宿高等学校音楽部

女声合唱の演奏会です 20:30 03(3354)7411　小峰

３(金) 18:00 Ｂｅｌｌａ Ｖｉｔａ

◇ 20:20 090(6432)9369　新造(しんぞう)

４(土) 14:00 都立西高等学校管弦楽部

16:00 03(3333)7771　前島

５(日) Ｖｏｃａｌ Ｅｎｓｅｍｂｌｅ 歌譜喜 14:00 富本 泰成

３ｒｄ　コンサート　東京公演 16:00 080(3497)6356

11(土) 14:00 小さな小さな音楽会事務局

◇ 16:00 03(3382)3358　市橋

18(土) 14:00 くにたちバロックアンサンブル

15:30 042(572)5641　北垣

30(木) 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

・◎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。　

・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）。

・◇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）。

ピアノ Ｉｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ

全席自由

\6,000

B席 \2,000　/C席 \1,000

無　　　料

弾く(ひく)・弾く(はじく)・弾む(はずむ)　オーケストラは歌う

くにたちバロックアンサンブル　第１２回演奏会

催  し  物  名 入 場 方 法

・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。

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

[自] \3,500

学生 \2,000

全席自由

\1,000

無　　　料

斎藤輝彦　コントラバスリサイタル

千音一夜物語

明星学園高等学校音楽部第３７回定期演奏会

無　　　料

無　　　料

無　　　料
東京都立新宿高等学校音楽部　第７回定期演奏会

[自]　\2,500

学生　\1,500

いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ Ａｇｅｓ

３

月

・　　　　         　帯は財団主催事業です。  ・[指]は全席指定、[自]は全席自由です。

明星学園中学校・高等学校　アンサンブルクラブ

都立芦花高等学校　吹奏楽部　第１１回演奏会

無　　　料
早稲田大学高等学院　室内合奏団　第３３回定期演奏会

無　　　料

全席自由

\3,000

Ｇ.プッチーニ作曲　オペラ「ラ・ボエーム」　字幕付き原語上演

無　　　料
都立西高等学校管弦楽部第３４回定期演奏会

[指] Ａ席 \3,000第３９回　小さな小さな音楽会

14:30～ みたかジュニア・オーケストラのプレ・コンサートがあります。

４

月

［指］会員 \3,500

一般 \4,000／学生 \2,000

　　三鷹市内在住・在学の

小・中学生／\1,000　

全席指定

 指揮：鈴木秀美　　ハイドン：交響曲第４５番「告別」

14:00

　コンサートグランドピアノを625席の「風のホール」とともに独り占め！

みたかジュニア・オーケストラ(MJO) 第13回スプリング・コンサート

　  　　　ベートーヴェン：交響曲第１番　ほか

16:00

会員 \720

一般 \800

未就学児(4歳以上) \500

◎

申込は終了いたしました。

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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0422(47)5122 
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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 

三鷹市芸術文化センターの会議室は、芸術文化に関するセミ

ナー、打ち合わせ等にご使用いただけます。第1・2会議室のみ

連結して使用することが可能です。 

第3会議室 

■ 三鷹市芸術文化センター 会議室 

歌詠みや朗読会での活動場所としても お勧めです。 

第1・2会議室（連結） 

http://mitaka.jpn.org/geibun/seminar.php
http://www.idaki.co.jp
http://homepage2.nifty.com/shige-kun/kbe/
http://www2s.biglobe.ne.jp/~chiisana/
http://vocalensemble-kabuki.jimdo.com
http://paraman.web.fc2.com
http://www.myojogakuen.ed.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1503220/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1503180/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1503150/
http://ranocchio.web.fc2.com


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

１(日) 柳家権太楼　独演会 三鷹市芸術文化センター チケットカウンター

　14：00　開演 0422(47)5122

６(金) 17:30 高和学院

19:00 0422(44)5209　髙麗

７(土) 三鷹市生活環境部コミュニティ文化課

0422(45)1151　内線2515　花岡・小菅

８(日) 13:00 三鷹市生活環境部生活経済課　　

16:00 0422(45)1151　内線2543　佐藤

12(木) 「ＲＥ：ＩＡＭ」 18:30 神山正和

20:00 tendosouji77@gmail.com

14(土) 柳家花緑　独演会

◎ 　昼の部14：00／夜の部18：00　開演

柳家花緑さんの落語で、心の暖を！

15(日) 瀧川鯉昇　独演会

[託] 　14：00　開演

18(水) 19:30 フライブルク室内楽団

21:15 093(883)1548　浦野

21 ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ　　男はつらいよ

(土祝)

◎

22(日) 16:00 こばやし音楽教室

18:30 0422(40)7710　小林

26(木) 18:00 都立田無高等学校

21:00 042(463)8511　濵口

27(金) 18:30 テオブロマカカオ　小野寺

20:30 concert327@gmail.com

28(土) 15:00 オフィス　カワイ

　　「すべての山に登れ」 17:00 0422(43)4282

３(金) 13:30 Ｄａｖｉｓ

18:00 0422(48)8013　伊達

12(日) 11:00 Ｍｉｙｏｋｏ歌謡教室

18:30 0422(31)2914　髙野

14(火) 13:30 0422(55)9358　稲垣

　　２０周年記念 17:00 0422(45)2077　斉藤

18(土) ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ　　男はつらいよ

19(日) 柳亭市馬　独演会

[託] 　14:00　開演

25(土) 桃月庵白酒　三遊亭兼好　二人会

[託] 　14:00　開演

・　　　　        　帯は財団主催事業です。 ・[指]は全席指定、[自]は全席自由です。

・[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）。

・◎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。 

・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。

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

高校生以下 \1,000

完売御礼

一般 \3,000／学生 \2,000

Ｍｉｙｏｋｏ歌謡教室成果発表会

[自]一般 \2,000

    学生 \1,000

月

３

全席自由

\2,000

完売御礼

無　　　料

一部 短編映画　二部 思い出のマーニー上映　監督講演会

三鷹の森アニメフェスタ　～アニメーション古今東西その１２～ 無　　料　　　　※ 事前申し込み制

第1部13:00～15:00／第2部15:30～18:30

無　　　料

音楽発表会

三鷹の森アニメフェスタ　～第１３回インディーズアニメフェスタ

ノミネート作品上映と表彰式

学生 \800

無　　　料

[自]前売　\1,000 

　　当日　\1,500

無　　　料

第１回　フライブルク室内楽団　演奏会

全席自由

４

入 場 方 法催  し  物  名

[指]会員 \2,700

～Ｓｕｎｄａｙ à ｌａ ｃａｒｔｅ～

月

\2,000

第５作 『男はつらいよ　望郷篇』

第６作 『男はつらいよ　純情篇』

各回２本立て　昼夜入替制　昼の部11:00/夜の部16：00 上映開始

全席指定・各回

会員 \900

河井恵美コンサート

各回２本立て　昼夜入替制　昼の部11:00/夜の部16：00 上映開始

第７作 『男はつらいよ　奮闘篇』

第８作 『男はつらいよ　寅次郎恋歌』

全席指定・各回

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

完売御礼

完売御礼

一般 \1,000

明日への音色　～東日本大震災復興応援コンサート～

第２４回　エレクトーン発表会

第３１回田無高校吹奏楽部定期演奏会

無　　　料
マロニエの会　シャンソン発表会

無　　　料

無　　　料

伊達佑介“うたのスクール”音楽会　２０１５

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 
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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 

HP 

昼の部完売   

夜の部発売中                   

 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 

    

チケットカウンター 

 

0422(47)5122 

チケット発売日   

会員  3/19（木）  

一般  3/20（金） 

HP 

HP 

HP 

http://mitaka.jpn.org/ticket/1504250/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1504190/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1504180/
http://atvxqmk325.wix.com/tohokucharity
http://www.melody1.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1503210/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1503151/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1503140/
http://ameblo.jp/sayumimskz
http://www2.m-sohot.com/iafesta/
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1503010/

