
 イベント
♦♦♦
バス見学会「大洗の古墳と周辺の史跡
をめぐる」
埴輪を焼いた窯の数が日本一の小幡北山
埴輪製作遺跡公園や日下ヶ塚（常陸鏡塚）
古墳、車塚古墳、大串貝塚をめぐります。

１０月２２日（火）午前７時３０分市役所集
合→８時出発→午後５時４５分市川駅付
近及び市役所で解散

抽選で５０人
３,５００円（保険代含む）
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、９月２８日（土）必着で考古博物館
（〒２７２- ０８３７堀之内２-２６-１）

☎３７３-２２０２同館
♦♦♦
遺跡見学会「印旛の古墳を歩く」
印旛沼南側の地域の古墳を中心に各地
の文化財を歩いて見てまわる講座。※１回
に昼から夕方まで約８キロ歩きます

１０月１０日～１２月１２日、いずれも毎月第
２木曜日、全３回

健康な方、抽選で４０人
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、９月２８日（土）必着で考古博物館
（〒２７２- ０８３７堀之内２-２６-１）

☎３７３-２２０２同館
♦♦♦
組紐ボランティア養成講座
古代の組紐や勾玉を作り、来館者への普
及活動を楽しみながら手伝っていただける
方を募集します。

１０月５日～１２月７日、いずれも毎月第１土
曜日午後１時～４時、全３回

考古博物館
☎３７３-２２０２同館

♦♦♦
自然博物館の催し

☎３３９-０４７７同館
いずれも荒天中止です。
◆湿地の環境整備をお手伝い
初参加の方は要事前問い合わせ。20

９月２９日（日）午前１０時（観賞植物園入
口集合）～正午
◆長田谷津散策会

１０月５日（土）午前１０時（動物園券売所
前集合）～午前１１時３０分
◆野草の名札付けをお手伝い
車をご利用の方は、要事前問い合わせ。

１０月６日（日）午前１０時（観賞植物園前
集合）～正午
◆おやこ自然観察会「どんぐりひろい」

１０月１３日（日）午前１０時（動物園券売

所前集合）～正午
親子、先着２０人
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、自然博物館（〒２７２-０８０１大町
２８４）
♦♦♦
Ｈａｐｐｙ Ｍｅｄｉａ Ｘ’ｍａｓ２０１２

「サンタクロースラビリンスアンドムー
ン」舞台映画上映
オリジナルミュージカルの舞台映画をリバイ
バル上映します。（１２３分）

１０月１２日（土）午後２時（開場は３０分
前）

メディアパーク市川２階ベルホール
先着４６人
☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）
♦♦♦
ミュージアム・シネマ

内１０月１９日（土）①午前１１時「キング・
コング」（１００分）②午後２時アニメ文学館、
堀辰雄原作「風立ちぬ」（２５分）、いずれも
開場は３０分前

メディアパーク市川２階ベルホール
各回先着４６人
☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）
♦♦♦
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。

１０月26日（土）午前10時～午後5時
メディアパーク市川 2階文学研修室
先着20人（要申し込み）
本日午前９時から電話申し込み
☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）
♦♦♦
曽谷縄文まつり
曽谷貝塚出土品等の展示、火おこし、縄文
アクセサリー作り、縄文輪投げ、弓矢、フリー
マーケットなど多数のイベントが楽しめます。

１０月１３日（日）午前９時３０分～午後３時
※雨天時は翌日に延期

史跡曽谷貝塚（曽谷２-１５）
☎３７４-２０４０曽谷縄文まつり実行委員

会事務局　　　　　 （生涯学習振興課）
♦♦♦
ふれあいコンサート
オペラ歌手と菅野小学校合唱部によるコン
サート。

１０月５日（土）午後１時３０分（開場は３０
分前）

菅野小学校体育館
２００人

上履き・スリッパなど
☎３２６-８３４７地域ケア菅野須和田

（社会福祉協議会）
♦♦♦

【芸術祭・文化祭】
◆市響「合唱の集い」
バッハ「マタイ受難曲」抜粋他

１０月６日（日）午後２時開演（開場３０分前）
文化会館
☎３３９-３５５４市川交響楽団（篠田）

◆第36回市川民話のつどい
市川民話の会、根っこの会、和の会、すが
の会による民話の語り・紙芝居・朗読。

１０月５日（土）午後２時～４時
メディアパーク市川２階グリーンスタジオ
２２０人　　　　　　　 （文化振興課）

♦♦♦
八幡市民談話室
八幡２-４-８☎３３４-５６５６
◆花の写真展「つくし」

９月２４日（火）～２９日（日）午前１０時～午
後５時※２９日（日）は午後４時まで
◆第１９回市川南フォトクラブ写真展

１０月１日（火）～6日（日）午前１０時～午後
５時※１日（火）は正午から、６日（日）は午後４
時まで

☎３００-８０２０文化振興課
♦♦♦
東山魁夷記念館コンサート
絵画に囲まれ、村治奏一氏の美しいギター
の調べをお楽しみください。（未就学児の同
伴不可）

１０月１１日（金）午後６時３０分～７時４５分
抽選で１２０人
１,０００円
往復はがき（１枚につき２人まで）に必要

事項（６面上段参照）を書き、９月３０日（月）
必着で同館（〒２７２‐０８１３中山１-１６-２）

☎３３３-２０１１同館

♦♦♦
ちょっと江戸川へ
～コウノトリと共生する地域づくり～
コウノトリとの共生を目指し、取り組んでいる
地域を見学します。

１０月２日（水）午後０時３０分～４時３０分
野田市江川地区ビオトープ（野田市三ツ堀）
先着１０人
９月２４日（火）午前９時から☎３２０-３９７６

江戸川を守る会（環境政策課内）
♦♦♦

「駅からウォーキング」秋の味覚、栗拾いコース
コース　ＪＲ市川大野駅集合→万葉植物
園→法蓮寺→駒形大神社→動植物園（昼
食）→竹之内果樹園（栗拾い）→礼林寺→
天満天神社→ＪＲ市川大野駅解散
※栗の生育状況によっては、栗拾いができ
ないことがあります。

１０月８日（火）午前１０時～午後３時
抽選で２５人
５００円＋栗代
往復はがき（１枚につき２人まで）に必要

事項（６面上段参照）を書き、９月２７日（金）
必着で、観光協会事務局（〒２７２-８５０１※
住所不要）

☎７０４-００５７観光協会事務局
♦♦♦
芳澤ガーデンギャラリー
京成電鉄展

10月14日（祝）まで午前9時30分～午後
4時30分（入館は午後4時まで）

300円、ローズメンバーズ240円、中学
生以下無料、 障害者手帳をお持ちの方と
その介護者（１人）は無料
関連イベント
◆ギャラリーコンサート「スギテツミニコンサート」

１０月６日（日）①午前１１時～１１時３０分
②午後2時～2時３０分、２回公演　
出演　ＳＵＧＩＴＥＴＳＵ

５００円（入館料別）チケット好評発売中

9月２8日（土）発売
藤井フミヤ30TH 
ANNIVERSARY TOUR 
vol.1 青春
12月7日（土）18:
0 0 開 演 、8日

（日）16:00開演/
文化会館大ホー
ル/ 全 席 指 定
7,500円/発売
初日は特別電話
047-393-7111
もしくはWebのみの受付。

9月２9日（日）発売
さだまさしコンサートツアー
2013－天晴－
12月5日（木）18:00開演/文化
会 館 大ホール/ 全 席 指 定
8,400円/ /発売初日は特別
電話047-
393-7111
もしくはWeb
のみの受付

10月5日（土）発売
SPITZ JAMBOREE TOUR 
2013-2014 “小さな生き物”
11月1日（金）18:30開演/文化
会 館 大ホール/ 全 席 指 定
5,900円/発売初日は特別電
話047-393-7111もしくはWeb
のみの受付/チケットは1人2枚
まで。

好評発売中

文化会館
宝くじ文化公演　聖ソフィア・
シュトラウス・オーケストラ
2014年1月18日（土）14:00
開演/大ホール/出演：指揮＝ミ
ハイロ・モロズ、ソプラノ＝オル
ガ・フォミチョワ/曲目＝ウィーン
気質（バレエ付）、春の声（ソプ
ラノ）、他/全席指定3,000円、
高校生以下1,500円/ ※宝

くじの助成により、特別料金と
なっております。
古今亭菊之丞独演会
9月27日（金）18:30開演/小
ホール/全席指定2,500円/
500円引き/
みのわ会サロンコンサート
あなたに贈る音楽の花束Part5
10月27日（日）14:30開演/曲
目：ラフマニノフ「プレリュード
op .32 -12」他/全席自由
2,500円/
青島広志とニューフィル千葉
クリスマスコンサート

（ワークショップ付)
12月14日（土）15:00開演/小
ホール/全席指定 一般3,500
円 1,000円/ 一般のみ
500円引き/4歳から入場可
劇団四季ミュージカル『裸の王様』
12月26日（木）16:00開演/大
ホール/全席指定一般S席
5,000円、A席3,000円、小学

生以下S席3,000円、A席
2,000円/3歳以上有料、3歳
未満の着席鑑賞は有料。

行徳文化ホールＩ＆Ｉ
沖仁 CONCERT TOUR 
2013-14 "Guitarra 
Flamenca ～Dialogo～"
9月28日（土）17:00開演/全
席指定1階席5,800円 2階席
5,300円※1階席完売間近
/ 500円引
そうだ、行徳へ行こう
SUGITETSU EXPRESS
10月12日（土）17:00開演/曲
目=美しき青きドナウ河のさざな
み殺人事件、線路は続くよどこま
でも、他/出演=ピアノ：杉浦哲
郎、ヴァイオリン：岡田鉄平/特別
出演：市川学園高等学校管弦
学部/全席指定一般3,000円、

1,000円/ 500円引き（一
般のみ）/3歳未満入場不可

ローズメンバーズ募集中。詳しくはWebサイト、若しくはお問い合わせください。

公演案内 は主催公演

総合問い合わせ

☎379-5111
（公財）市川市文化振興財団
http://www.tekona.net/

（公財）市川市文化振興財団公式
Webサイト「てこなどっとねっと」がリ
ニューアルしました。デザイン性も高
く、情報はダイレクトに、操作はシンプ
ルに。スマートフォンにも対応。公演
情報、施設利用情報の詳細はWeb
サイトをご覧ください。

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〉
大町の自然 読書の秋

9月21日（土）〜27日（金） いちかわエフエム
83.0MHz「いちかわイブニングインフォメーション」
 毎日午後6時30分～35分（5分間）

9月28日（土）〜10月4日（金）

特集 特集
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　野菜や果物、花き、乾物、食肉、鶏卵
などの食料品や日用雑貨の販売を行い
ます。また、模擬セリや屋台、ゲームなど
の出店、各種イベントあり。

９月２９日（日）午前８時３０分～正午
地方卸売市場
☎３７８-３６１１地方卸売市場

（農政課）
※敷地内工事中につき、車両でご来場の場合、入

場制限を行うことがありますのでご了承ください。

２０１３
し　　　じょう


