
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

開催日 催　し　物　名 お問い合わせ先 連絡先

全席指定

一般 ¥6,000

アルテ友の会 ¥5,000
25歳以下 （要証明・枚数限定） ¥2,000

　

全席指定

　S席 ¥10,000

「楽劇の祭典」20周年記念特別公演 　A席 ¥8,000

楽劇　『ガラシャ』 　B席 ¥5,000 050-3635-0815

　C席 ¥3,000

D席（学生） ¥1,500

E席（小・中学生） ¥800

　　　　　　　　
0422-46-6649（TEL）

0422-46-7661（FAX）
info@okamoto-ballet.jp

全席指定

S席　一般　 ¥7,500

S席　アルテ友の会 ¥6,500

A席　一般　 ¥6,500

A席　アルテ友の会 ¥5,500

25歳以下 （要証明・枚数限定） ¥2,000

　

全席自由 03-3200-9755(平日11:00-16:00)　

一般 ¥4,000 asano@tokyo-concerts.co.jp

学生 ¥2,000

弦楽アンサンブル・コンフォルテ

（森下）

全席指定

一般 ¥5,000

アルテ友の会 ¥4,500

25歳以下 （要証明・枚数限定） ¥1,000

全席自由

一般 ¥4,000 090-6542-5868

学生 ¥2,000 tenoreniitsu@yahoo.co.jp

20(木） オリ・ムストネン　ピアノ・リサイタル 19:00 (公財）武蔵野文化生涯学習事業団 0422-54-2011

22(土）
YNO presents
作曲家　山田香の世界　２０２３

14:00 YNO（新津）

sugibaroque@gmail.com

15(土） 男声合唱団　ぶんだば 第12回コンサート 14:00 全席自由・整理券 無料 西村 042-580-0557

11(火）
大平健介×ウルリッヒヘルマン
デュオ・リサイタル

19:00 （株）東京コンサーツ（浅野）

14(金）
弦楽アンサンブル・コンフォルテ
第13回定期演奏会

14:00 入場自由

0422-32-4170

0422-54-2011

●小 ホ ー ル

7(金） 小川えみ　ソプラノ・リサイタル 19:00 全席自由 ¥4,000 オフィス・ドルチェ・エミ 080-5384-7765

29(土） ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団 13:30 (公財）武蔵野文化生涯学習事業団

21(金）
①14:00
②19:00

楽劇『ガラシャ』公演事務局

8(土） アンサンブルWINDS 第6回コンサート 14:00 入場自由 アンサンブルWINDS（佐藤）

当日券は各￥500増

22(土） 第24回アンリミテッド・チャリティ・コンサート 16:00
NPO法人アンリミテッド
知的障がい者支援の会

全席自由

●大 ホ ー ル

開演時間 入場方法

14(金） フランス国立オーヴェルニュ管弦楽団 19:00 (公財）武蔵野文化生涯学習事業団 0422-54-2011

¥3,000

愛の手帳をお持ちの方とご家族・
介助の方50組　無料

※このご案内は、3月10日時点での予定ですが、掲載内容が変更となる場合もございます。お問い合わせは、各主催者までお願いいたします。

2023年(令和5年) 4月【文化施設催し物ご案内】 公益財団法人 武蔵野文化生涯学習事業団

                               のお問い合わせは、各主催団体へお願いします。

　　　　　　　　　　　　　は、武蔵野文化生涯学習事業団文化事業部の主催・共催・提携・協力事業です。

武蔵野市民文化会館 〒180-0006東京都武蔵野市中町3-9-11 Tel.0422-54-8822

※毎週水曜日は休館日

mailto:info@okamoto-ballet.jp
mailto:asano@tokyo-concerts.co.jp
mailto:sugibaroque@gmail.com
mailto:sugibaroque@gmail.com
mailto:sugibaroque@gmail.com
mailto:tenoreniitsu@yahoo.co.jp
mailto:sugibaroque@gmail.com


　　

開催日 催　し　物　名 　　　お問い合わせ先 　　　　　　　連絡先

全席自由 080-3326-0710

一般 ¥2,500 info-tcmc@collegium.or.jp

学生 ¥1,000 https://tokyo.collegium.or.jp

高校生以下 ¥500

全席指定

一般 ¥2,000

アルテ友の会 ¥1,800

4歳以上中学生以下 ¥500

開催日 催　し　物　名 お問い合わせ先 連絡先

090-9364-2626
ttroudoku@yahoo.co.jp

武蔵野ジュニアジャズアンサンブル

(細井)

全席指定

一般 ¥2,300

アルテ友の会 ¥2,000

見切れ席 ¥1,000
25歳以下(要証明・枚数限定) ¥1,000

全席指定

前売 ¥3,500

当日 ¥3,800

小中学生 ¥2,000

全席自由
29(土・祝) ［1日券]　       一般 ¥2,500

学生・若者 ¥1,500 042-406-0502

[1回券（1作品or1講演）] hanasaki33@me.com

30(日) 一般 ¥1,000

学生・若者 ¥500
子ども(小中学生) ※29日のみ 無料

開催日 催　し　物　名 　　　お問い合わせ先 　　　　　　　連絡先

新宿銀次　十六夜 最終章 1日 18:00

・ ～東京新宿歌舞伎町・昭和任侠花吹雪恋歌物語～ 2日 ①14:00

②18:00

6日 ①14:00★◎ 全席自由

②19:00★ 前売 ¥4,000

7日 ①14:00☆◎ 高校生以下 ¥1,500

②19:00☆ ◎公開ゲネ・一般 ¥3,000

8日 ①14:00☆ ◎公開ゲネ・高校生以下 ¥1,000

②19:00★

9日 ①12:00★

②17:00☆

6（木）

劇団宇宙キャンパス
（小林）

chu-can@live.jp劇団宇宙キャンパス32nd act「メランコリーにさ
よならを/LOOKING FOR A RAINBOW」

～

9（日）

★…「メランコリーにさよならを」

☆…「LOOKING FOR A RAINBOW」

1（土）

全席自由 ¥4,000
ＦＧＩエンターテインメント
（松本）

fgi.postmaster@gmail.com

2（日）

武蔵野芸能劇場
〒180-0006  東京都武蔵野市中町1-15-10  Tel.0422-55-3500

※毎週水曜日は休館日

●小劇場

開演時間 入場方法

憲法映画祭２０２３
29日

・
30日

10:30 憲法を考える映画の会(花﨑)
・

22(土) 第149回　武蔵野寄席《春》 14:00 (公財)武蔵野文化生涯学習事業団 0422-54-2011

27(木) 第２回　ど根性ひまわり環境寄席
①13:00

②18:00 RK企画(林家カレー子) 070-6552-4565

15(土)
第17回 武蔵野市地域医療連携フォーラム
地域で支える終末期医療

14:00 入場自由 武蔵野赤十字病院医療連携センター 0422-32-3111(内線7501)

9(日) 第２６回　定期演奏会 13:30 入場自由 090-7287-2973

6(木)
武富太郎の朗読会　2023年春
泉鏡花　「伊勢之巻」（いせのまき）

19:30 全席自由 ¥3,000 リチェッタ(武富)

武蔵野公会堂
〒180-0003  東京都武蔵野市吉祥寺南町1-6-22  Tel.0422-46-5121

　※毎週月曜日は休館日
●ホール

開演時間 入場方法

29(土）

第21回 風琴サロン ファミリー・コンサート
「風の楽器あつまれ！」
第1部 コンサート

14:00

(公財）武蔵野文化生涯学習事業団 0422-54-2011

第2部　ワークショップ 15:15
30組限定　1組　　　¥500

第2部は第1部申し込みの方限定。
詳しくはHP参照

武蔵野市民文化会館  　　 

●小ホール

開演時間 入場方法

23(日）
東京コレギウム・ムジクム合唱団
第25回定期演奏会

14:30 横井

当日券は各￥300増

mailto:info-tcmc@collegium.or.jp
https://tokyo.collegium.or.jp/
mailto:ttroudoku@yahoo.co.jp
mailto:hanasaki33@me.com


　　

開催日 催　し　物　名 　　　お問い合わせ先 　　　　　　　連絡先

13日 ①14:30

②19:00

14日 ①14:30 一部指定席

②19:00 プレミアム席（特典付き） ¥5,000

15日 ①12:30 自由席 ¥4,800

②17:30

16日 ①12:30

②17:30

20日 19:00

21日 ①15:30

②19:00

22日 ①12:00

②15:30 全席指定 ¥5,000

③19:00

23日 ①12:00

②15:30

③19:00

8(土)

・

9(日)

開催日 催し物名 お問い合わせ先 連絡先

全席自由

前売 ¥3,000

当日 ¥3,500

全席自由

前売 ¥2,500

当日 ¥3,000

全席自由

一般 ¥3,000

学生 ¥2,000

全席自由

前売 ¥3,000

当日 ¥2,000

実施日： 4月22日　(土） QRコードは、こちらから⇒

      詳細は、武蔵野スイングホールHPをご覧ください。

　"未来のピアニスト"支援事業   「私のスタインウェイ時間」
会場：武蔵野スイングホール

対象：武蔵野市内在学の方、もしくは武蔵野市内在住の25歳以下の方（１～3名)  

　　　※グループの場合は、上記の条件の方一名以上を含むこと

時間：9：30～10：20／10：30～11：20／14：30～15：20／15：30～16：20 ／17：30～18：20／18：30～19：20

料金： 1区分（50分）￥2,000

090-3757-1757
（平日10時～17時）

春の歌声
～ソプラノとバリトンが奏でる歌曲の世界～

19:00 新井 spring.concert.0425@hotmail.com

28(金) ピアノトリオコンサート 19:00 小澤 090-5759-0402

25（火）

モーニングコンサート 10:15 全席自由 ¥1,500 シェパードムーン音楽事務所

14(金) アフタヌーン・ジャズ 14:00 完売御礼 （公財）武蔵野文化生涯学習事業団 0422-54-2011

1(土) Spring Concert フルート・ピアノ・ギターコンサート 15:00
森口九喜子フルート教室
（森口）

090-7993-6922

8(土) 様々な編成を楽しむ　室内楽の夕べ 14:00 川本 070-3513-9077

武蔵野スイングホール
〒180-0022  東京都武蔵野市境2-14-1  Tel.0422-54-1313

※毎週月曜日は休館日
●スイングホ-ル(北棟2階)

開演時間 入場方法

●小 ホ－ル

プラモデル展示会
12:00～17:00

(最終日10:00～
16:00)

入場自由
武蔵野三鷹模型クラブ
(MMC)(山口)

phe-beta60apr10@kub.biglobe.ne.jp

https://mixseed.wizart.jp/

16（日）

20(木)

麗和落語～二〇二三春の陣～　第二陣
株式会社ILLUMINUS
(小宮山)

～ info@illuminus-creative.net

23(日)

武蔵野芸能劇場　●小劇場

開演時間 入場方法

13（木）

舞台公演「混血脈 - MIXSEED - 詠声」 WizArt(川崎)～

https://mixseed.wizart.jp/
mailto:info@illuminus-creative.net
mailto:info@illuminus-creative.net
mailto:phe-beta60apr10@kub.biglobe.ne.jp
mailto:phe-beta60apr10@kub.biglobe.ne.jp
mailto:spring.concert.0425@hotmail.com
mailto:spring.concert.0425@hotmail.com
mailto:spring.concert.0425@hotmail.com
mailto:spring.concert.0425@hotmail.com
mailto:spring.concert.0425@hotmail.com
mailto:phe-beta60apr10@kub.biglobe.ne.jp
https://mixseed.wizart.jp/
mailto:info@illuminus-creative.net


　　

開催日 催　し　物　名 お問い合わせ先 連絡先

15日（土）

～

5/28（日）

（浜口陽三記念室）

虹色のきらめき　光のプリズム

～ （萩原英雄記念室）

5/28（日） 虹の女神　イリスのほほ笑み

開催日 催　し　物　名 お問い合わせ先 連絡先

2(日) NEW MOON SAXOPHONE QUARTET 全席自由 New moon saxophone quartet newmoon.saxqt@gmail.com

『SAXOPHONIC Dancing SHOW!』 一般 ¥3,500 (渡辺)

学生 ¥2,500

8(土) 深作組 8日 19:00●A 全席指定 株式会社MAパブリッシング 03-5791-1812

～

『火の顔』『アンティゴネ』 9日 19:00★　 一般 ¥8,000

16(日) 10日 19:00●B 2作品セット券 ¥15,000

● 『火の顔』(A・Bキャストあり) 11日 13:00●A

★ 『アンティゴネ』 19:00★　

12日 13:00★　

19:00●A

13日 13:00●B

19:00★　

14日 13:00●B

19:00★　

15日 12:00★　

17:00●A

16日 12:00●B

17:00★　

20(木) dope A dope 20日 19:00 全席指定 dopeAdope(どーぷあどーぷ) info@dopeadope.com

～

step.8　『ホリデースナッチ』 21日 14:00 前売 ¥7,000

24(月) 19:00 当日 ¥7,500

22日 13:00

18:00

23日 13:00

18:00

24日 ★13:00 ★＝アフタートークあり

27(木) 劇団enji 27日 19:30 全席自由 劇団enji 042-480-5322

～

第36回公演　『福子、福ちゃんの夜明けに飛べ』 28日 14:00 前売 ¥4,000 enjiproduct@yahoo.co.jp

30(日) 19:30 当日 ¥4,200

29日 14:00

18:00

30日 14:00

開催日 催　し　物　名 お問い合わせ先 連絡先

珈琲とポートレート。

『おもかげ松露庵』 070-1399-7028

  ―珈琲片手に“松露庵”で過ごす、ご褒美時間― kissnaokichi@gmail.com

※　おもかげ松露庵の予約サイトのQRコードは、こちらから→

27（木）

①10:00～11:30

事前予約制 ¥5,000 カフェ吉祥なおきち②12:00～13:30

③14:30～16:00

①14:00

②18:00

松露庵
〒180-0021  東京都武蔵野市桜堤1-4-22（市立古瀬公園内）Tel.0422-36-8350

※毎週水曜日は休館日
開演時間 入場方法

吉祥寺シアター
〒180-0004　東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-33-22　Tel.0422-22-0911

※休館日: 25(火）
●劇場

開演時間 入場方法

0422-22-0385

●常設展示室

開催中

10:00～19:30

入館料　￥100
小学生以下・
65歳以上・

障がい者は無料

吉祥寺美術館 0422-22-0385

開館時間 入場方法

吉野祥太郎―立てる記憶― 10:00～19:30

入館料　￥300
中高生　￥100
小学生以下・
65歳以上・

障がい者は無料

吉祥寺美術館

吉祥寺美術館
〒180-0004  東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-16 FFビル7階  Tel.0422-22-0385

※休館日: 26（水）※展示室は１（土）～14（金）休室
●企画展示室

mailto:newmoon.saxqt@gmail.com
mailto:shintaichizu@gmail.com
mailto:info@dopeadope.com
mailto:enjiproduct@yahoo.co.jp
mailto:kissnaokichi@gmail.com

