
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

３(金) 19:00 武蔵野音楽大学ヴィルトゥオーソ学科有志　楢田

21:00 virtuoso_ototama@yahoo.co.jp

４(土) イザベル・ファウスト

◎ 第１部開演15:00　・第２部開演17:30

　

７(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

11(土) 15:00

◎ 17:00

12(日) 11:00 私はピアニストの会　

17:00 090(1535)3943　諸隈

16(木) 18:00 演奏会企画代表　都賀田

21:00 messiah20170316@gmail.com

17(金) 13:30 東京労音府中センター

◇ 15:30 042(334)8471

20

(月祝)

◎［託］

23(木) 18:30 明星学園高等学校音楽部　間宮

21:00 myojommc@me.com

24(金) 18:00 明星学園アンサンブル部

20:00 0422(43)2196　天野(顧問)

25(土) 18:00 大成高等学校合唱部

　～そのものの響きをもとめて～ 20:00 0422(43)3196　米田(顧問)

26(日) 14:00 聖徳学園中学高等学校吹奏楽部　関戸

17:00 michinari_sekido@shotoku.ed.jp

29(水) 17:30 都立西高等学校吹奏楽部

20:10 070(6466)0285　武藤

31(金) 18:00 カプリース・キッズ・アンサンブル　吉野

20:00 capricekidsensemble@gmail.com

１(土) 17:30 ムシカ・ポエティカ

Ｇ．Ｆ．ヘンデル　《ブロッケス受難曲》 20:20 03(3998)8162　淡野

２(日) 14:20 戸山高校ＯＢ会合唱団

第３８回定期演奏会 16:10 090(1033)5491　中村

22(土) 13:30 荻窪祝祭管弦楽団　中村

HP 15:30 ofofooff@gmail.com

23(日)

◎ 　開演14:00

［託］ 　

30(日) 14:00 フィルハーモニア・アンサンブル東京　志村

未定 pet-inqry@freeml.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。

・◎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。

　・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。　

４

月

　

一般　S席　\5,000 /A席 \4,000

＊U-23（23歳以下） \3,000

トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア　第７４回定期演奏会

第５１回　定期演奏会
無　　　料

14:00
全席指定

ヘンデル「メサイア」全曲演奏会

＊未就学児入場不可

明星学園アンサンブル部

16:00
一般（小学生以上）　\800

未就学児（４歳以上） \500

みたかジュニア・オーケストラ　第１７回演奏会

明星学園高等学校音楽部第３９回定期演奏会
無　　　料

混声合唱組曲「海の詩」、次元、曙など。ポップスも歌い踊る

３

　　　　　　　＊会員・一般券のご購入者と同伴の場合のみ適用

一般　S席　\5,000 /A席 \4,000　　＊U-23（23歳以下） \2,500

3/10(金) 14:00-15:00 リハーサル見学会（定員:60名) （要電話予約・本公演のチケットをお持ちの方は無料。見学会のみの場合は\500、当日現金精算）

月

＊14：30-みたかジュニア・オーケストラのプレ・コンサート 会員　S席　\4,500 /A席 \3,600

【ご注目！】市内在学または在住の小学生から高校生 \1,500

[指]第１部１回券 残席僅少（第２部１回券・通し券完売）

会員　S席　\4,500 /A席 \3,600

\6,000

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）。

会員　\720

催  し  物  名

全席指定

武蔵野音楽大学ヴィルトゥオーソ学科有志によるコンサート 全席自由

音の玉手箱ｖｏｌ．９ \1,000

いだきしんコンサート　Ｄｉｖｉｎｅ Ａｇｅｓ

全席自由

\2,000

秋川雅史コンサート　聴いてよく分かるクラシック ［指］\5,500

無　　　料
☆チャリティコンサート☆

第三十六回都立西高等学校吹奏楽部演奏会

私はピアニストの会　発表会
無　　　料

全席自由

ピアノＩｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ

アヴィ・アヴィタル(マンドリン)＆ヴェニス・バロック・オーケストラ 全席指定

会員　S席　\5,400 /A席 \4,500

ムシカ・ポエティカ公演～受難楽の夕べ２０１７

荻窪祝祭管弦楽団　第２回定期演奏会
無　　　料

L．ｖ．ベートーヴェン：交響曲第６番「田園」、ほか

大成高等学校合唱部　第１４回「春の演奏会」

心和むストリングスの世界～子どもたちによる音のおくりもの～

無　　　料

第２４回聖徳学園吹奏楽部定期演奏会
無　　　料

無　　　料

[自] 一般 ¥4,000

　　学生 \2,500　

戸山高校ＯＢ会合唱団
無　　　料

一般　S席　\6,000 /A席 \5,000

＊U-23（23歳以下） \3,500

14:00

16:00

フィルハーモニア・アンサンブル東京、第８回演奏会 全席自由

\3,000

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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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

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

三鷹市芸術文化センター

チケットカウンター

0422(47)5122

リハーサル見学会&入団説明会（定員：３０名）

３月１９日（日）14:00-16:00（要電話予約）

Tel：0422-29-9868 （ジュニア・オーケストラ担当）

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

http://mitaka-sportsandculture.or.jp/geibun/wind/event/2017022000107/
http://www.idaki.co.jp/
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/geibun/wind/event/2017022000114/
https://www.facebook.com/events/1868313326746606
http://www.ro-on.jp/
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/geibun/wind/event/2017022000121/
http://www.myojogakuen.ed.jp/
https://sites.google.com/site/nishiwindorchestra/
http://www.musicapoetica.jp/
http://www.ofo.tokyo/pdf/flyer02.pdf
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/geibun/wind/event/2017022000138/
http://phil-ensemble-tokyo.blog.so-net.ne.jp/


　

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

２(木) 15:00 三鷹ハープクラブ　岡野

16:00 okano7na@i.softbank.jp

４(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

５(日) 13:30 三鷹市生活環境部生活経済課

ノミネート作品上映と表彰式 16:00 0422(45)1151　内線2544　芝田・倉橋

８(水) 19:00 前進座附属養成所

『夜の辛夷』 未定 0422(49)2588　西山

11(土) 立川志らく　独演会

　開演　昼の部14:00/夜の部18:00

12(日) 柳家権太楼　独演会

　開演14:00

15(水) 12:00 ＮＰＯ日本朗読人協会

17:00 03(5722)6192　石原

18(土)

[託]

19(日) 13:00 ＮＡＯＫＯピアノ教室

16:20 050(3528)5506　若月

25(土) 各回　全席指定

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

26(日)

[託]

29(水) 16:00 レッツ・ゴー・イングリッシュクラブ

19:00 0422(51)4103　小西

31(金) (株)チューリップ企画

0120(97)5551

２(日) 13:30 Ｄａｖｉｓ

～Ｓｕｎｄａｙ à ｌａ ｃａｒｔｅ～ 18:00 0422(48)8013　伊達

８(土) 17:00 髙倉智子

HP 19:30 090(7847)3626

９(日) 11:00 Ｍｉｙｏｋｏ歌謡教室

18:30 0422(31)2914　髙野

15(土) 各回　全席指定

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

16(日) 柳亭市馬　独演会

[託] 　開演14:00

20(木) 14:00 井の頭シニアアンサンブル

16:00 090(6492)6832　吉田

22(土) 桃月庵白酒 三遊亭兼好 二人会

[託] 　開演14:00

29 13:00 きりとうピアノ教室

(土祝) 16:00 0422(42)4095　桐藤

30(日) 11:00 三鷹現代日本舞踊連盟

16:00 0422(46)5738　畔上

・　　　　       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。   ・[自]は全席自由です。

・◎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。　

第２９回　現代日本舞踊発表会
無　　　料

４

月

無　　　料
三鷹の森アニメフェスタ2017　～第15回インディーズアニメフェスタ～

第３回　新・武蔵野朗読館 全席自由

３

月

入 場 方 法

春の子ども英語ミュージカル
無　　　料

三鷹の森アニメフェスタ2017　～アニメーション古今東西その14～

一部短編映画・二部レッドタートル ある島の物語　特別上映とゲストのトークショー 

　一部 11:00～12:30 ／ 二部 14:30～17:00　　 応募方法掲載。当日席あり。（先着50席）

前進座附属養成所　第３０期生修了公演 全席自由

◎
第23作『翔んでる寅次郎』　マドンナ 桃井かおり

第24作『寅次郎春の夢』　マドンナ 香川京子

　＊ 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。

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

\2,000

※2/5号広報みたか及び三鷹市ＨＰに

催  し  物  名

「Ｔｈｅ Ｓｗｅｅｔ Ｃｏｎｃｅｒｔ ｉｎ みたか」 全席自由　*茶菓付

フルート・コントラバス・ハープのコンサート 前売￥2,000　当日￥2,500

[自]一部、二部とも事前申込制

\2,700

完売御礼

第25作『寅次郎ハイビスカスの花』　マドンナ 浅丘ルリ子

第26作『寅次郎かもめ歌』　マドンナ 伊藤蘭

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　

完売御礼

完売御礼

いずみハーモニー
無　　料

完売御礼

柳家花緑　独演会

昼の部14:00 / 夜の部18:00　開演 完売御礼

伊達佑介“うたのスクール”音楽会２０１７
無　　　料

トモコバレエアカデミー第３回三鷹教室発表会

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　

完売御礼
瀧川鯉昇　独演会

　14：00開演

Ｍｉｙｏｋｏ歌謡教室成果発表会
無　　　料

「なぜ生きる　～蓮如上人と吉崎炎上～」映画上映会 全席自由

\1,000　①10:30～12:00　②14:00～15:30　③19:00～20:30

第２回シニアアンサンブル合同演奏会
無　　　料

第９回きりとうピアノ教室ピアノ発表会
無　　　料

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

無　　　料

(入場チケット必要）

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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３月 ４月
2017年

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

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

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

チケット発売日

会員3/23（木）

一般3/24（金）

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

チケットカウンター

0422(47)5122

HP

HP

HP

http://www.stellamusica.com/
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/
http://www2.m-sohot.com/iafesta/
http://www.zenshinza.com/
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/geibun/star/event/2017021600155/
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/geibun/star/event/2017021600162/
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/geibun/star/event/2017021600179/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1703250/
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/geibun/star/event/2017021600193/
https://www.letsgoenglishclub.com/
http://www.tulip-k.co.jp/
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/geibun/star/event/2017022000176/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1704160/
http://inogashirase.web.fc2.com/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1704220/
https://kiritomusic.jimdo.com/

