
■　三鷹市芸術文化センター　風のホール ■　みたか井心亭

6月29日(土) オーケストラ・リベラ・クラシカ　第43回定期演奏会（共催） ◆ 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　

7月 7日(日) オカリナ七重奏団G.O.B.【ゴブ】

7月27日(土) トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア　第79回定期演奏会 ◆ ■　三鷹市山本有三記念館

　9月16日(月･祝)　ウィーン＝ベルリンブラス・クインテット（金管五重奏） 　9月　1日(日) まで開催中 企画展 女人哀詞の時代

9月28日(土) ブルガリアン・ヴォイス　アンジェリーテ 　5月10日(金) ･11日(土) 春の朗読コンサート

9月29日(日) アンサンブル・ウィーン＝ベルリン（木管五重奏） 　7･8･12月予定　アフタヌーン・ミニコンサート

10月12日(土) 吉井瑞穂（ob）& 鈴木大介（gt）デュオ・リサイタル 　9月　7日(土) - 3月　8日(日) 企画展 山本有三 翻訳ものの世界（仮称）

10月20日(日) みたかジュニア・オーケストラ　第5回オータム・コンサート 10月～12月 ガイドボランティア養成講座

11月17日(日) 福間洸太朗ピアノ・リサイタル 11月　3日(日･祝)  秋の朗読会

12月22日(日) クリスマスファミリーコンサート2019「小学生からのクラシック」
2020

年 　1月予定 スケッチコンテスト
2020

年 3月 8日(日) ネマニャ・ラドゥロヴィチ（vn） presents ドゥーブル・サンス 　3月から開催予定　企画展 「真実一路」の歩み（仮称）

3月14日(土) トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア　第80回定期演奏会 ◆  毎月1回開催（7・8・12月除く）　おはなし会

3月15日(日) アマンディーヌ・ベイエ（vn）& リ・インコーニティ≪オール・ヴィヴァルディ・プログラム≫
■　太宰治文学サロン

3月22日(日) みたかジュニア・オーケストラ　第20回演奏会 　6月23日(日) まで開催中 企画展示 太宰治と今官一～郷里から三鷹へ～

＊ほか2事業予定 　6月25日(火) - 12月15日(日) 企画展示 コピーライター 太宰治

12月17日(火)～ 企画展示 「トカトントン」（仮称）

■　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

4月14日(日) 柳亭市馬　独演会 ■　SUBARU総合スポーツセンター

4月20日(土) 桃月庵白酒・三遊亭兼好　二人会 　4月～6月 スポーツ教室事業（第1期）

　5月-10月　CINEMA SPECIAL 『名監督×名女優』 5/11(土)、6/8(土)、7/6(土)、9/28(土)、10/19(土) 　6月1日(土) - 6月2日(日) ちびっ子水遊び教室

5月12日(日) 春風亭一之輔・古今亭文菊　二人会 　7月～9月 スポーツ教室事業（第2期）

　5月25日(土)-6月2日(日) 太宰治作品をモチーフにした演劇公演 第15回 日本のラジオ 『カケコミウッタエ』 　9月22日(日) ･12月予定　障がい児サッカー教室

6月 9日(日) 桂 宮治　独演会 10月～12月 スポーツ教室事業（第3期）

6月22日(土) 柳家さん喬　独演会 10月13日(日) みたかスポーツフェスティバル（三鷹市共催）

7月 7日(日) 柳家花緑のこども寄席 ◆ 10月予定 ランニングのためのコンディショニング講座

7月21日(日) 古今亭菊之丞　独演会 11月2日(土) ･ 2月1日(土) 忍者学校

　8月　1日(木)-4日(日) 劇団 MONO
2020

年 　1月～3月 スポーツ教室事業（第4期）

8月10日(土) 柳家喬太郎　みたか勉強会  時期未定 スポーツボランティア養成講座

　8月-10月　MITAKA “Next” Selection 20th（若手劇団フェスティバル）  時期未定 ゆるスポーツ教室（障がい者スポーツ教室事業）

■　三鷹市生涯学習センター

　4月26日(金) - 3月27日(金) 花壇サポーター養成講座

9月21日(土) 立川志らく　独演会 　5月　7日(火) - 3月10日(火) 市民大学一般教養コース

9月22日(日) 桃月庵白酒　独演会 　5月17日(金) - 3月13日(金) 市民大学総合コース（金曜日コース）

9月29日(日) 柳家権太楼　独演会 　5月18日(土) - 3月14日(土) 市民大学総合コース（土曜日コース）

10月20日(日) 三遊亭兼好　独演会 　5月19日(日) - 3月　8日(日) 三鷹の古文書を読む（実践編・初級）

10月22日(火･祝)　神田松之丞　独演会 5月29日(水) 初めての方向け 薬膳料理で健康長寿！

10月27日(日) 柳亭市馬　独演会 　6月19日(水) - 7月17日(水) 市民講師になるためのどんな人にも分かりやすく伝える話し方

11月28日(木)-12月8日(日) 劇団 小松台東 　6月予定 市民大学（総合コース）分野検討委員会

12月14日(土) 春風亭一之輔　独演会 　7月20日(土) - 8月25日(日) 夏休み学習スペース開放

12月21日(土) 柳家さん喬　独演会 　7月～8月予定 チャレンジ陶芸講座
2020

年 1月26日(日) 林家たい平　独演会 　9月19日(木) -　3月　5日(木) 市民大学（総合コース）企画委員会

2月 1日(土) 柳家喬太郎　みたか勉強会 10月　8日(火) -11月19日(火) 楽しむ子育て（仮称）

3月14日(土) 柳家花緑　独演会 12月　7日(土) ･8日(日) 生涯学習センターフェスティバル

3月15日(日) 柳家権太楼　独演会 ◆　関連企画、見学会、ワークショップ など

3月28日(土) 立川志らく　独演会 　5月･時期未定 風のホールでピアノを弾こう

3月29日(日) 瀧川鯉昇　独演会 6月28日(金) オーケストラ・リベラ・クラシカ リハーサル見学会

7月 7日(日) こども寄席 ホールのお仕事体験(小学4-6年生対象)

■　三鷹市公会堂　光のホール 7月24日(水) 公会堂 見学 & 探検ツアー

4月13日(土) 野村家・茂山家　東西狂言の会 　7月26日(金) ･3月13日(金) トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア リハーサル見学会

8月25日(日) ファミリーコンサート in 光のホール「赤ちゃんからのクラシック」 ◆ 8月 7日(水) 芸術文化センター 全部見てくださいツアー
2020

年 1月18日(土) 春風亭小朝　独演会 8月25日(日) 赤ちゃんからのクラシック 親子対象ワークショップ（仮称）

2月 8日(土) 春風亭昇太　独演会 　8月予定 活版印刷ワークショップ 「路傍の石」吾一体験！（仮称）

10月 5日(土) 太宰治 生誕110年展 記念講演会

■　三鷹市美術ギャラリー  時期未定 美術ギャラリー ワークショップ こどもアートクラブ（小中学生対象）

　6月29日(土) - 　9月　8日(日) 日日是アート～ニューヨーク、依田家の50年！～（仮称）  時期未定 音楽ワークショップ 音楽のとびら

　9月21日(土) - 10月20日(日) 太宰治 生誕110年展 ◆  時期未定 井心亭 茶道体験教室

12月　7日(土) - 　2月16日(日) 吉田穂高展（仮称） ＊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。

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団　2019年度事業予定一覧

　　8/23(金) - 　9/　1(日)　　　第27班
　　9/　6(金) - 　9/16(月･祝) 犬飼勝哉
　10/　4(金) - 10/14(月･祝) ゆうめい

＊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。＊2019年3月27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。


