
 イベント
♦♦♦
自然博物館の催し

☎３３９-０４７７同館
いずれも荒天中止です。
◆湿地の環境整備のお手伝い        

20初参加の方は要事前問い合わせ。
１０月２７日（日）午前１０時（観賞植物園

入口集合）～正午
◆長田谷津散策会

１１月２日（土）午前１０時（動物園券売
所前集合）～１１時３０分
◆野草の名札付けのお手伝い
車をご利用の方は要事前問い合わせ。

１１月３日（祝）午前１０時（観賞植物園
入口集合）～正午
♦♦♦
お正月のハンギング・クリスマスの
寄せ植え受講者募集
里見公園バラ園内で聞く花の講座です。

１２月１７日（火）①お正月のハンギング＝
午前１０時～正午②クリスマスの寄せ植え
＝午後１時３０分～３時

里見公園（駐車場は河川敷駐車場を
利用）

市内在住・在勤の方、抽選で各３０人
各２,５００円
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、１１月１日（金）必着で（公財）市川
市花と緑のまちづくり財団お正月のハンギ

ング係またはクリスマスの寄せ植え係
（〒２７２-０８２７国府台３-９-１里見公園内）

☎３１８-５７６０同財団
♦♦♦
中央図書館秋の歴史講座

「戦国大名の実像～安房里見氏を中心に」
戦国時代に大名はどんな存在だったのか
概観します。講師：柴裕之（千葉県文書館）

１１月１５日（金）午後１時～3時
メディアパーク市川地下集会室
抽選で２５人
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、１０月２８日（月）まで（消印有効）に
中央図書館企画運営担当（〒２７２-００１５
鬼高１-１-４）

☎３２０-３３４６同館
♦♦♦
星野道夫写真展開催特別企画
◆「Ａｌａｓｋａ 星のような物語希望編晩秋
～冬、そして再び春」上映会

１０月１９日（土）午後２時（開場は３０分
前）

メディアパーク市川２階グリーンスタジオ
先着２２０人

◆星野道夫写真展
「星野道夫展悠久の時を旅する」

１０月３１日（木）まで、午前１０時～午後
６時

ニッケコルトンプラザ コルトンホール
☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜

日休館）

♦♦♦
水木洋子邸
八幡５-１７-３

☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜
日休館）
◆一般公開「水木洋子と女性作家」

１０月２６日（土）・２７日（日）、１１月９日
（土）・１０日（日）、２３日（祝）・２４日（日）、い
ずれも午前１０時～午後４時
◆ミニイベント：二胡の調べ「秋心映月―
秋の夜空に想いをよせて」

１０月２７日（日）午後２時
♦♦♦
博物館友の会見学会

「塩の道と水上交通を辿る」
宝塔寺（塩なめ地蔵）、中川船番所資料
館、逆井の渡し場跡などを見学。※雨天
中止。徒歩約６.５km

１１月４日（月）午前９時（都営新宿線本
八幡駅・京成側改札口）集合～午後0時
３０分※現地集合希望者は午前９時１５
分までに都営新宿線東大島駅西口

先着５０人
７５０円（資料代・入館料など）
往復はがきに必要事項（６面上段参

照）と現地集合の場合は東大島駅集合と
書き、１０月２６日(土)まで（消印有効）に歴
史博物館（〒２７２-０８３７堀之内２-２７-１）

☎０９０-９２３１-４３８３同館・博物館友
の会　　　　　　　　  （歴史博物館）

♦♦♦
【芸術祭・文化祭】
◆菊花大会
菊の展示会・大会。

１０月３０日（水）～１１月１７日（日）、午前
９時３０分～午後３時３０分

葛飾八幡宮境内（八幡４-２-１）
☎３３７-２５２１市川市菊華会（大崎）

◆市民合唱祭
市内合唱団の発表会。

１１月９日（土）午後0時１５分～５時１５分、１１
月１０日（日）午前１０時５５分～午後５時１５分

文化会館
☎３３４-７８３２市川合唱連盟（酒井）

◆三曲協会演奏会
琴・三絃・尺八の演奏会。

１１月２日（土）午前１１時～午後４時
文化会館
☎３３７-１４６３市川市三曲協会（柴田）

◆茶道会市民茶会
気軽で本格的なお茶席。

１１月３日（祝）午前１０時～午後３時
文化会館
☎３７２-８７５１市川市茶道会（泉澤）

（文化振興課）
♦♦♦
映像コンクール授賞式・上映会

１１月３日（祝）午後1時
メディアパーク市川2階グリーンスタジオ
☎320-3334文学ミュージアム（月曜

日休館）

１０月２５日（金）発売
おやこ寄席
落語はもちろん、落語にまつわ
るエトセトラ話や太鼓を披露しま
す/2014年1月25日（土）
14:00開演/行徳文化ホール
I&I会議室/全席自由  大人
1300円、子ども500円/ 大
人のみ100円引き/
和太鼓 東京打撃団
2014年2月15日（土）17:00開

演/行徳文化ホールI&I /全席指
定3,800円/ 500円引き/

１１月９日（土）発売
小曽根真 SOLO   
JAZZ LIVE！
2014年3月21日

（祝）15:00開演/
文化会館大ホー
ル / 全 席 指 定
5,000円/ 500
円引 1,000円引/

好評発売中

文化会館
第26回新人演奏家コンクール 
受賞記念演奏会
11月23日（祝）11:00開演、16：
00終演予定、昼休憩あり/小
ホール/全席自由500円/
クリスマス ジャズコンサート
12月11日（水）19:00開演/大
ホールホワイエ/出演=〈ピアノ〉
椎名豊、他/全席自由 2,000円
/ 300円引き/
青島広志とニューフィル千葉
クリスマスコンサート（クリニック付)
12月14日（土）15:35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/
邦楽コンサート 解説付き
2014年1月25日（土）13:00開
演/小ホール/全席指定一般
1,500円 1,000円/ 一般の

み500円引き/
地域の芸術環境づくり助成事業
オペラ「道化師」全幕〈字幕付〉
2014年2月21日（金）19:00開演
/大ホール/全席指定一般4,000
円、高校生以下2,000円/演出=
直井研二/出演=〈指揮〉佐藤宏
充、〈合唱指揮〉小林昭裕、〈ソプ
ラノ〉大隅智佳子、〈合唱〉オペラ

「道化師」市民合唱団、他/ 一
般のみ500円引き/
芳澤ガーデンギャラリー

「第1回いちかわ未来の画家コン
ク―ル」作品募集
公募展「市川未来の画家コン
クール」に展示する作品を募集し
ます/募集期間＝10月31日（木）
必着/対象＝市内在住、在学の
中高生及びそれに相当する年
齢の学生/審査員＝中山忠彦、
宮田亮平、村松秀太郎/詳しい
応募方法は文化振興財団Web

サイトをご覧ください
◆第1回未来の画家コンクール
11月9日（土）～24日（日）9:30～
16:30（入館は16:00まで、最終
日は15:00まで）/入場無料
行徳文化ホールＩ＆Ｉ

家族の週間 ファミリーコンサート
ママも赤ちゃんも楽しくなる「音楽
と楽しむファミリーコンサート」/11
月11日（月）11:00開演/入場無
料/0歳から入場可
ミュージカル落語　背中に輝く大
きな星～親子で大笑い!～
12月7日（土）
14:00開演/全
席自由1,000
円、 500円/
作・演出・出演=
三遊亭亜郎/3
歳から入場可。
未就学児膝上無料。ただし保護
者1人につき子ども1人まで。

ローズメンバーズ募集中。詳しくはWebサイト、また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。

©篠山紀信

文学ミュージアム企画展 「水木洋子展 映画ー脚本家のアングル」

前期＝１０月２６日（土）～１２月２３日（祝）、後期＝平成
２６年１月５日（日）～３月２日（日）、午前１０時～午後７時３０
分（土・日曜日、祝日は午後６時まで、入室は閉館の３０分
前まで）※10月25日（金）までと、月曜日（祝日の場合は翌
日）、10月31日（木）、11月29日（金）、１２月２４日（火）～平
成２６年１月４日（土）、1月31日（金）、2月28日（金）は休室

一般３００円（２４０円）／６５歳以上２４０円／高校生・
大学生１５０円（１２０円）／中学生以下無料※（ ）内は２５
人以上の団体料金。障害者手帳をお持ちの方と付き添
いの方１人無料。エコボ満点カード1枚につき1人無料。

イベントごとに往復はがきに必要事項（６面上
段参照）、イベント名（映画上映会は映画名も記
入）、参加人数（１枚２人まで）を書き、各締切日必
着で文学ミュージアム「水木洋子展」関連イベント
係（〒２７２-００15鬼高１-１-４）※参加には観覧券
が必要（観覧済みでも可。ただし、展示室への入
室は当日の観覧券が必要）。

☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜日休館）

  脚本家水木洋子の世界
  「映画とトークの会」
映画「山の音」上映終了後、学芸
員によるギャラリートークを開催

１２月７日（土）午後２時
メディアパーク市川２階グリー

ンスタジオ
２２０人
１１月１５日（金）まで

水木洋子の手がけた映画を中心に、そのシナリオ制作過程を紹介します。

  映画上映会
※午後２時の回の上
映終了後、ギャラリー
トークを開催

メディアパーク市川
２階ベルホール

各４６人

▼①「安宅家の人々」②「純愛物語」
１１月２０日（水）①午前１１時②午後２時
１１月１日（金）まで

▼③「にごりえ」」④「キクとイサム」
１２月１８日（水）③午前１１時④午後２時
１１月２９日（金）まで

  秋の文学散歩
  「水木が愛した八幡をめぐる」

１１月１４日（木）午後１時～４時
コース　ＪＲ本八幡駅改札集合
～旧八幡横丁～水木邸～文学
ミュージアム

３０人
１１月１日（金）まで

（水木洋子市民サポーターの会
／市川案内人の会）

関連イベント ※要申し込み。申し込み多数の場合は抽選。

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〉
みんなでスポーツをたのしもう 市川市の経済振興

10月19日（土）〜25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）

10月26日（土）〜11月1日（金）

特集 特集

8お出かけ

第６５回人権週間（１２月４日～１０日）記念事業

ハートフルヒューマンフェスタ
いちかわ２０１３

木山裕策コンサート
　名曲「ｈｏｍｅ」で知られる木山裕
策氏の素敵なトークと甘くせつな
い歌声をお楽しみください。コン
サート前に中学生人権作文コンテ
スト入賞作品の朗読とハンドベル
の演奏あり。

１２月７日（土）午後１時３０分
（開場は午後１時）～３時３０分

文化会館※車での来場
不可

先着４５０人※未就学児参
加不可

往復はがきに必要事項（６
面上段参照）を書き（２人まで
連名可）、11月30日（土）必着
で男女共同参画課（〒２７２-
００３４市川１-２４-２）

☎３２２-６７００同課
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