
4月２0日（土）発売
市川市市民文化サポーター企画事業
午後のクラシック
～お箏・三味線・フルート～
６月１５日（土）１４：００開演/文化会
館ローズルーム/全席自由８００円
/ １００円引き/

4月２1日（日）発売
みんなで楽しむ邦楽コンサート
８月２４日（土）１４：００開演/行徳文

化ホールI&I/全席自由５００円/
３００円/3歳から入場可。未就学
児ひざ上鑑賞無料。

5月9日（木）発売
市川市市民文化サポーター企画事業
第６回ひまわりコンサート
７月２８日（日）１４：００開演/文化会館
ローズルーム/全席自由５００円/乳
幼児ひざ上鑑賞無料

好評発売中

文化会館
金子三勇士 ピアノ・リサイタル
５月１１日（土）１５：
００開演/小ホー
ル/曲目＝ベー
トーべン「ピアノソ
ナタ『悲愴』」、ほ
か/全席指定３,
０００円/ ５００
円引き、 １,０００
円引き/
室内楽の午後
５月１９日（日）１４：３０開演/小ホー
ル/出演：＝執行恒宏（バイオリン）、
ほか/曲目=シューマン「ピアノ五重
奏曲 変ホ長調 作品４４」、ほか/
全席指定３,０００円/

市川寄席
５月２５日（土）１４：００開演/出演＝
三遊亭萬窓、桂文雀/全席自由
１,３００円/ １００円引き/
アニソンBIG3 スーパーライブ
２０１３ in 市川
６月２日（日）１５：００開演/大ホール
／出演＝水木一郎、堀江美都子、
影山ヒロノブ/全席指定３,５００円
/ ５００円引き/ （中学生以下）
１,０００円引き/3歳未満の子どもは
保護者のひざの上鑑賞に限り入
場無料
HIROMI GO DISCOTHEQUE 
TOUR 2013 “LET’S GROOVE”
9月27日（金）18:30／大ホール
／全席指定前売7,000円、当日
7,500円／3歳未満入場不可。3
歳以上要チケット。

行徳文化ホールＩ＆Ｉ
技巧派ピアニスト’ロシア’を弾く！

【スクリャービンの日】永野英樹
７月１０日（水）１９：００開演/曲目＝
スクリャービン「ピアノソナタ第２
番嬰ト短調ｏｐ.１９幻想ソナタ」、
ほか/全席指定３,０００円/ ５００
円引き/大学生以下１,０００円引
き/

〈関連イベント〉
若林顕 ロシア音楽を語る
～演奏家だから可能な作品の魅
力と聴きどころ～
６月２８日（金）１５：００開講/文化
会館ローズルーム/本公演のチ
ケットをお持ちの方のみ入場可※
文化会館☎３７９-５１１１へ要事前
申し込み

発売初日は10:00から窓口販売開始、15:00から電話予約開始

公演案内 は主催公演

総合問い合わせ

☎379-5111
文化振興財団
http://www.tekona.net/

ローズメンバーズ友の会会員募集
中。スタンダード会員２,０００円、Ｗｅ
ｂ会員１,５００円の年会費で、お得な
会員割引や会員だけの先行予約情
報などをお送りします。詳しくは、財団
公式Ｗｅｂサイトをご覧いただくか、文
化会館までお問い合わせください。

♦♦♦
水木洋子邸（映像文化センター）
八幡５-１７-３☎３２０-３３３４
一般公開「水木洋子のテレビドラマ」

４月２７日（土）・２８日（日）・５月１１日
（土）・１２日（日）、いずれも午前１０時～午
後４時

☎３２０-３３３４同センター（月曜日休館）
♦♦♦
木内ギャラリー
真間４-１１-４☎３７１-４９１６
◆てこなの森　野鳥館　江東バードカー
ビング愛好会作品展

5月25日（土）～6月9日（日）午前9時30
分～午後4時30分
関連イベント
▼ 制作実演
6月1日（土）・8日（土）午前11時～正午・
午後1時～3時
▼ワークショップ「石ガモと鳥のブローチ
の色付け」

6月2日（日）・9日（日） 午前11時からと
午後2時から

各回5人※要事前申し込み
300円
5月1日（水）午前10時から☎371-4916

同ギャラリー
♦♦♦
映像文化センター（月曜日休館）
鬼高１-１-４☎３２０-３３３４
◆うたと映画で楽しむこどもの日
映像文化センターから誕生したＡ☆Ｂｕｎ合
唱団によるコンサートと、アニメ映画「ふし
ぎの国のアリス（アニメ作品・７３分）」を上
映します。

５月５日（祝）午後２時（開場は３０分前）
グリーンスタジオ
先着２２０人

◆８ミリフィルムをビデオに変換
８ミリフィルムで撮影した古い映像をＶＨＳ
テープに写し替えてみませんか。

５月２５日（土）午前１０時～午後５時
映像研修室
先着２０人（要事前申し込み）
撮影した８ミリフィルムと録画用ＶＨＳテープ
本日午前９時から☎３20-3334同センター

◆映文ナハトムジーク２０１２「しあわせの
達人」舞台映画上映
昨年、映像文化センターと一般市民キャス
ト・サポートスタッフが作り上げたオリジナル
ミュージカルの舞台映画「しあわせの達人

（１７１分）」をリバイバル上映します。
５月１１日（土）午後２時（開場は３０分前）
グリーンスタジオ
先着２２０人

◆ＡＢ-ＣＩＮＥＭＡＳ（映文シネマズ）
①５月４日（祝）世界の昔ばなし「おやゆ

び姫／いばら姫」・偉人紹介「キュリー夫
人／レントゲン」アニメ作品（４４分）②５月
１８日（土）名作劇場「メトロポリス」１９２７
年・ドイツ映画・実写作品・無声（９４分）③５
月２５日（土）アニメワールド「小公女セー
ラ」アニメ作品（３０分）

５月４日（祝）・１８日（土）・２５日（土）１回目
＝午前１１時から、２回目＝午後２時から

（開場は３０分前）
ベルホール
各回先着４６人

◆市川・荷風忌文学ミュージアムプレ事業
市民の呼びかけを基に、文豪・永井荷風の
顕彰事業を開催。７月下旬開館予定の文
学ミュージアムのプレ事業です。
講演　秋山征夫氏「小西茂也と荷風」
ビデオ上映　「荷風のいた街」（2007年
市民映像制作グループ）

５月３日（祝）午後２時30分（開場は３０
分前）

グリーンスタジオ
先着２２０人

♦♦♦
清華園の催し
◆白石美智子 染・織展
～くらしを彩る手仕事～

4月21日（日）～28日（日）午前10時（初
日は午後1時）～午後4時

◆市川をもっと知ろう
江戸時代の名刹「総寧寺のお話」。

［講座］
5月22日（水）午後1時30分～3時30分
先着30人
☎333-6147清華園

 講座
♦♦♦
甲種防火管理新規講習

５月２８日（火）・２９日（水）、いずれも午前
１０時～午後５時

消防局
市内在住・在勤の方、先着１３０人名

※ただし、５月１４日（火）時点で定員に達し
ない場合は、市外の方も可

受講料４,０００円（修了証カード料含む）
４月２３日（火）から各消防署※郵送・電

話不可
☎３３３-２１１６消防局予防課

♦♦♦
乙種防火管理講習

５月３０日（木）午前９時～午後４時
消防局
先着５０人
受講料４,０００円（修了証カード料含む）
４月２５日（木）から各消防署※郵送・電

話受け付け不可
☎３３３-２１１６消防局予防課

♦♦♦
江戸千家茶道サークル
茶道を通して楽しみながら日本の伝統文化
を学び、美しい所作を身につけましょう。

毎週水曜日、午後７時～９時
勤労福祉センター
３４歳まで、５人
月４,０００円
☎３７０-５２０１同センター

▲金子三勇士
©Kei Uesugi

申し込み・応募 問い合わせ ローズメンバーズ 高校生以下 未就学児入場不可 市役所

JCN 市川（CATV）

デジタル11ch 「マイタウンいちかわ」
「マイタウンいちかわ」のバックナンバーは、

 市公式 Web サイト「インターネット放送局」でご覧になれます。

10：00 12：30
19:00 22：00

放送
時間

 〈広報広聴課〉
平成25年度 当初予算 初夏の動植物園

4月20日（土）〜26日（金） 4月27日（土）〜5月3日（祝）

特集 特集

8

６月～平成26年２月までの年10回、１回90分
昭和学院短期大学（東菅野２-17-１）、和洋女子大学（国府台２-３-１）、千葉

商科大学（国府台１-３-１）
市内在住・在勤・在学の方、抽選で２１０人（各コース70人）
１コース（10回）、４，２００円（名札代など含む、実習材料費別）
往復はがきに必要事項（6面参照）・性別・勤務先または学校名・第１～第２希

望までのコース名を書き、５月７日（火）必着で社会教育課（〒272-0015鬼高１-１-
４メディアパーク市川内）※抽選結果は、５月15日（水）までに通知

☎３２０-３３４３社会教育課

　市内にある3つの大学で、
市民向けの通年講座を行い
ます。各大学の専門性を生
かした魅力的な講座があり、
新たな知識の習得や仲間づ
くりなど、人生をより豊かに
するヒントやきっかけが得ら
れます。
　詳しくは、社会教育課（メ
ディアパーク市川内）などで
配布のパンフレットか市公式
Webサイトをご覧ください。

①昭和学院短期大学コース
テーマ「心豊かに生きる～スローライフ～」
日本の伝統的な食生活や天然染料を使う

「渋柿染め」の体験など
②和洋女子大学コース

テーマ「道草のすすめ」
歴史や文学・ファッション・料理など
③千葉商科大学コース

テーマ「市川学（その３）～市川ゆかりの企業～」
市川ゆかりの企業の方による、経営の秘訣
や商品開発など

学ぶ喜びをもう一度
いちかわ市民アカデミー講座

受講者募集

５月６日（月）午後１時（京成八幡
駅改札口集合）（現地集合者は２
時までに東武小菅駅改札口）～４
時頃京成堀切菖蒲園駅解散

６００円

往復はがきに必要事項（6面参照）と現地
集合の方はその旨を書き、４月２７日（土）まで

（消印有効）に（〒２７２-０８３７堀之内２-２７-１）
☎０９０-９２３１-４３８３博物館友の会　

（歴史博物館）

　小菅御殿敷地、煉瓦工場、明神灯篭、堀切菖蒲園を
訪ねます（徒歩約５キロ）。

「小菅地域と
　堀切菖蒲園を訪ねる」
「小菅地域と
　堀切菖蒲園を訪ねる」

博物館友の会見学会
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