
■　三鷹市芸術文化センター　風のホール ■　三鷹市美術ギャラリー

平成
30年 4月21日(土) レ・ヴァン・フランセ

平成
30年 　6月16日(土) -　　7月16日(月･祝) 太宰治 三鷹とともに－太宰治没後70年－

6月23日(土) オーケストラ・リベラ・クラシカ　第41回定期演奏会（共催） 　8月　4日(土) -　10月14日(日) 横山操展 ～アトリエより～（仮称）

6月27日(水) ザ・クラリノッツ 12月　8日(土) -　　2月17日(日) タータン展（仮称）

7月28日(土) トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア　第77回定期演奏会 ■　三鷹市山本有三記念館

9月23日(日) ジャン=ギアン・ケラス（vc） & フレンズ
平成
30年 　4月　1日(日) -　　9月　2日(日) 企画展 山本有三、作家の遍歴

10月14日(日) みたかジュニア・オーケストラ　第4回オータム・コンサート 　5月18日(金)･19日(土) 春の朗読コンサート

10月21日(日) キャロリン・サンプソン（ソプラノ） & フライブルク・バロック・オーケストラ 　7月予定 アフタヌーン・ミニコンサート

11月24日(土) ジョルディ・サヴァール & エスペリオンⅩⅩⅠ 　9月～3月 企画展 三鷹と有三－ステンドグラスの洋館から－

12月 9日(日) 須川展也サクソフォン・リサイタル 11月　3日(土･祝)  秋の朗読会

12月22日(土) ファミリーコンサート（小学生からのクラシック）
平成
31年 　2月予定 スケッチコンテスト

平成
31年 2月23日(土) ワーヘリ（外囿祥一郎/ユーフォニアム & 次田心平/チューバ） 時期未定 おはなし会

3月17日(日) みたかジュニア・オーケストラ　第19回演奏会 ■　太宰治文学サロン

3月23日(土) 朴 葵姫ギターリサイタル
平成
30年 　9月17日（月･祝）まで開催中 企画展示 太宰治の“愛の言葉”

　3月予定 トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア　第78回定期演奏会 　9月～2月 企画展示 太宰治の戯曲

■　三鷹市芸術文化センター　星のホール  毎月第3金曜日開催　太宰治作品朗読会
平成
30年 4月14日(土) 柳亭市馬　独演会 ■　ワークショップ、体験企画、リハーサル見学会 など

4月15日(日) 桃月庵白酒・三遊亭兼好　二人会
平成
30年 6月10日(日) 美術ギャラリー ワークショップ　ジャングルへようこそ（小学生対象）

　4月21日(土)-30日(月･休) 太宰治作品をモチーフにした演劇公演 第14回 劇団 CHAiroiPLIN 『ERROR』 6月23日(土) オーケストラ・リベラ・クラシカ　リハーサル見学会

　5月-11月　CINEMA SPECIAL 『世界の名優』 7月15日(日) こども寄席関連 ホールのお仕事体験(小学4-6年生対象)

　5/12(土)、6/9(土)、7/21(土)、9/22(土)、10/13(土)、11/17(土) 7月28日(土) トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア　リハーサル見学会

5月13日(日) 桂 宮治・神田松之丞　二人会 　7月･3月予定 風のホールでピアノを弾こう

　5月18日(金)-27日(日)　劇団 小松台東 『消す』 8月 1日(水) 芸術文化センター 全部見てくださいツアー

6月10日(日) 春風亭一之輔・古今亭文菊　二人会 8月23日(木) 公会堂 見学 & 探検ツアー

6月15日(金) 第18回 『太宰を聴く』　朗読：松重 豊 11月予定 活版印刷ワークショップ「路傍の石」吾一体験！

6月23日(土) 柳家さん喬　独演会 11月～　3月 井心亭 茶道体験教室

7月14日(土) 古今亭菊之丞　独演会
平成
31年 　3月予定 トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア　リハーサル見学会

7月15日(日) 林家たい平のこども寄席 ＊ホールのお仕事体験企画あり 時期未定 音楽ワークショップ 音楽のとびら

8月18日(土) 柳家喬太郎　みたか勉強会 ＊美術ギャラリーの展覧会には、別途それぞれワークショップ・講演会などが開催されます。

　8月-10月　MITAKA “Next” Selection 19th（若手劇団フェスティバル） ■　三鷹市生涯学習センター

平成
30年 　4月27日(金) -　3月22日(金) 花壇サポーター養成講座

　5月　8日(火) -　7月10日(火) 子育てストレスフリー講座

9月23日(日) 桃月庵白酒　独演会 　5月11日(金) -　3月15日(金) 市民大学総合コース（金曜日コース）

9月29日(土) 立川志らく　独演会 　5月12日(土) -　3月16日(土) 市民大学総合コース（土曜日コース）

9月30日(日) 柳家権太楼　独演会 　5月15日(火) -　3月　5日(火) むらさき学苑

10月 6日(土) 三遊亭兼好　独演会 　6月　9日(土) -　7月　8日(日) チャレンジ陶芸講座

10月14日(日) 柳亭市馬　独演会 　6月13日(水) -　7月11日(水) 楽しく話し、分かりやすく伝える講演術

11月22日(木)･23日(金･祝)　春風亭一之輔　独演会 　6月予定 市民大学（総合コース）分野検討委員会

11月29日(木)-12月9日(日)　劇団 iaku 『逢いにいくの、雨だけど』 　6月予定 みたか学（農業）

12月22日(土) 柳家さん喬　独演会 　7月20日(金) -　8月31日(金) 夏休み学習スペース開放
平成
31年 1月27日(日) 林家たい平　独演会 　9月20日(木) -　3月　7日(木) 市民大学（総合コース）企画委員会

2月 2日(土) 柳家喬太郎　みたか勉強会 10月～11月 楽しむ子育て（仮題）

3月 9日(土) 柳家花緑　独演会 12月　1日(土)･2日(日) 生涯学習センターフェスティバル

3月10日(日) 柳家権太楼　独演会 ■　SUBARU総合スポーツセンター

3月17日(日) 瀧川鯉昇　独演会
平成
30年 　4月～6月 スポーツ教室事業（第1期）

3月23日(土) 立川志らく　独演会 　6月　2日(土)･3日(日) ちびっ子水遊び教室

■　三鷹市公会堂　光のホール 7月28日(土) 障がい児サッカー教室
平成
30年 4月 1日(日) 柳家小三治　独演会 　7月～9月 スポーツ教室事業（第2期）

　5月 3日(木・祝)　野村家・茂山家　東西狂言の会 　8月～9月 スポーツボランティア養成講座

7月 1日(日) 立川志の輔　独演会 　9月予定 ゆるスポーツ教室（障がい者スポーツ教室事業）

9月 2日(日) ファミリーコンサート（赤ちゃんからのクラシック） 10月　7日(日) みたかスポーツフェスティバル（三鷹市共催）

　9月24日(月･休)　カニサレス・フラメンコ・カルテット 10月～12月 スポーツ教室事業（第3期）

12月16日(日) 春風亭昇太　独演会 11月予定 ランニングクリニック（仮題）
平成
31年 1月19日(土) 春風亭小朝　独演会 12月予定 スポーツボランティア養成講座

■　みたか井心亭 平成
31年 　1月～3月 スポーツ教室事業（第4期）

寄席井心亭(12回)　立川志らく､柳家花緑､林家たい平、柳家喬太郎　 　1月予定 親子バスケットボール教室

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団　平成30年度事業一覧

　　8/24(金) - 　9/　2(日)　　　（劇）ヤリナゲ『みのほど』
　　9/　7(金) - 　9/17(月･祝) ぱぷりか『きっぽ』
　10/19(金) - 10/28(日)　　　かわいいコンビニ店員飯田さん『父（仮称）』

＊発売・申込日等の詳細は情報誌ＭＡＲＣＬ＋にて順次お知らせします。＊平成30年3月31日現在の予定で作成しております。事業予定は変更になる場合もございますのでご了承ください。


