
 イベント
♦♦♦
ウォーキング～紅葉を訪ねて～
当日直接、集合場所へ。（約７ｋｍ）
コース　ＪＲ市川大野駅→万葉植物園→
大野城跡→法蓮寺→駒形大神社→もみじ
山→観賞植物園（昼食）→礼林寺→天満
天神宮→ＪＲ市川大野駅（解散）

１２月３日（火）午前１０時（ＪＲ市川大野駅
改札口周辺集合）～午後３時※小雨決行

昼食、飲み物
☎３３４-５７１０ボランティアガイド市川案

内人の会（八幡市民談話室）
　　　　（観光交流推進課）

♦♦♦
【芸術祭・文化祭】
◆吟剣詩舞道大会

１２月１日（日）午前１０時３０分
文化会館
☎４４０-２６０３市川市吟剣詩舞道連盟（梶）

（文化振興課）
♦♦♦
ＺＯＯワンポイントガイド「トキ類」
３種類のトキについてお話しします。

１２月８日（日）午後２時
動植物園
高校生以上４２０円、小・中学生１００円
☎３３８‐１９６０動植物園

♦♦♦
もみじ観賞会
もみじ山を一般開放します。

１１月２３日（祝）～１２月８日（日）午前９時
～午後４時※月曜日、雨天時は休み

動植物園
☎３３８‐１９６０同園

♦♦♦
しめ縄を作り、お正月に飾ろう
正月用にしめ縄を手作りしましょう。

１２月２１日（土）午前１０時～午後０時３０分
鬼高公民館
市内在住・在勤の大人、親子（または祖

父母と孫）、抽選で２０組
一般３００円、親子４００円
往復はがきに全員の必要事項（６面上

段参照）を書き、１１月３０日（土）まで（消印
有効）に鬼高公民館（鬼高２‐１２‐２３）

☎３３４-２６１２同館
♦♦♦
災害ボランティア体験学習会

１１月３０日（土）午後１時３０分（受け付け
は３０分前）～４時３０分

勤労福祉センター本館
内講義、体験学習会、模擬体験

☎３２０‐４００２社会福祉協議会地域福
祉・ボランティアセンター
♦♦♦
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　　
初参加の方は要問い合わせ。

１１月２４日（日）午前１０時
（観賞植物園入口集合）～正午
◆長田谷津散策会

１２月７日（土）午前１０時（動物園券売
所前集合）～午前１１時３０分
♦♦♦
心に響く音楽劇「ＧＩＦＴをあなたに」
心の奥で深く考えさせられる素敵な物語です。

１２月１日（日）午後２時～４時
文化会館
イープラス、ローソン、文化会館、行徳文

化ホールＩ＆Ｉでチケット発売中
☎03-５３８８‐９５８８ ＧＩＦＴ実行委員会

（健康支援課）
♦♦♦
市民環境講座「水鳥と川の観察会」
大柏川第一調節池緑地と大柏川の水鳥
を観察し、水の循環と自然環境のつながり
について考えます。

１２月７日（土）午後１時３０分（１０分前に大
柏川ビジターセンター集合）～３時３０分ごろ

市内在住・在勤・在学の１５歳以上の
方、先着で３０人

１１月１８日（月）から☎３２０‐３９７６環
境政策課
♦♦♦
水木洋子脚本のテレビドラマ上映会

１１月２３日（祝）、１２月４日（水）、２０日（金）
作品名 上映時間

１ 女が職場を去る日（1979年）１０:３０～１１:５０
２こぎとゆかり（1978年） １３:００～１３:４８
３なぎ（1962年） １４:２０～１５:４４

１１月１９日（火）、２７日（水）、１２月１３日（金）
作品名 上映時間

１出会い（1973年） １０:３０～１１:４５
２ 灯の橋（1974年） １３:００～１３:４８
３ 五月の肌着（1970年） １４:２０～１５:０８
４ 竜馬がゆく 第１６回（1968年）１５:４０～１６:２５

メディアパーク市川ベルホール
各回先着４６人
☎３２０‐３３３４文学ミュージアム（月曜日休館）

♦♦♦
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たち」

１１月２３日（祝）・２４日（日）、１２月１４日（土）・
１５日（日）、いずれも午前１０時～午後４時
◆ミニイベント：電蓄コンサート「第九を聴く」

１１月２３日（祝）午後２時～３時
♦♦♦
岩絵具でオリジナル絵馬をつくろう

１２月７日（土）午後１時～４時
東山魁夷記念館、他
抽選で３０人※小学生は要保護者同

伴、未就学児は入場不可
高校生以上１,０００円、小・中学生５００円
往復はがきに参加者全員の必要事項（６

面上段参照）を書き、１１月２５日（月）必着で
東山魁夷記念館（〒２７２‐０８１３中山１‐１６‐２）

☎３３３‐２０１１同館
♦♦♦
東山魁夷記念館「特別展観覧料の割引」
１２月1日（日）まで特別展「東山魁夷 芸術
創生のあゆみ」を開催しています。１１月１９
日（火）からは第２章の後期展示がはじまり
ます。前期観覧券の提示で後期観覧料の
割り引きや特典があります。

☎３３３‐２０１１同館
♦♦♦
博物館友の会「拓本表装②」 掛軸とパネル作り

１２月１５日（日）午前１０時～午後３時３０分
歴史博物館
５,３００円
採拓作品、表装道具、カッター、雑巾、

弁当
はがき（１人１枚）に必要事項（６面上段参

照）を書き、１２月７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同会
（歴史博物館）

♦♦♦
博物館友の会見学会

「鎌倉歴史散歩・吾妻鏡の舞台を歩く・その３」
滑川沿いに中世の史跡を探訪します。※
雨天中止、徒歩距離７㎞

１２月１日（日）午前８時（ＪＲ市川駅改札
口集合）～午後０時３０分

抽選で１５人
６００円
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、１１月２２日（金）まで（消印有効）に
歴史博物館（〒２７２‐０８３７堀之内２‐２７‐１）

☎０９０‐９２３１‐４３８３同会
（歴史博物館）

♦♦♦
八幡市民談話室
◆行徳写真同好会作品展

１１月２６日（火）～１２月１日（日）午前１０
時～午後５時※１１月２６日（火）は午後１時
から、１２月１日（日）は午後４時まで。
◆ガンバ作品展

１２月３日（火）～８日（日）午前１０時～午
後５時※１２月８日（日）は午後４時３０分まで

☎３００‐８０２０文化振興課
♦♦♦
飲み食べ歩きイベント「ALL市川バル」
飲んで食べて、仲間を作って、3,000円で４
軒はしご。この機会に、地元の魅力を知っ
てみませんか。

１1月28日（木）～30日（土）
市川・八幡・行徳エリアの飲食店
前売り券 3,000円、当日券 3,500円
☎377-1011市川商工会議所

（商工振興課）

１1月２2日（金）発売
市川フレッシュフェスティバル
２０１４年１月１３日（祝）１３:００開
演/文化会館大ホール/全席自
由５００円/３歳から入場可。未
就学児膝上鑑賞無料

１１月30日（土）発売
市川寄席
２０１４年３月２９日（土）１３:００

開演/文化会館ローズルーム/
全席自由１,３００円/出演＝古
今亭今輔、神田松之丞（講
談）、他/ １００円引き/

１2月9日（月）発売
市川市市民文化サポーター企画事
業チェンバロとフラウト・トラベルソ
の古楽器レクチャーコンサート
２０１４年３月１５日（土）１4:００開
演/文化会館ローズルーム/全

席自由５００円/出演＝菊池香苗
（フラウト・トラベルソ）、黒川文子
（チェンバロ）/

１2月13日（金）発売
行徳名人会 柳家小三治独演会
２０１４年３月９日

（日）１４:００開演/
行徳文化ホールＩ
＆Ｉ/全席指定 １
階席３,８００円 ２
階席３,５００円/
3００円引き/
発売初日は特別
電話☎393-7111またはイン
ターネットからのみの受け付け

好評発売中

文化会館
市川市文化振興財団第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/小
ホール/全席自由５００円/
市川寄席
１１月３０日（土）１4:００開演/
ローズルーム/全席自由１,３００
円/出演＝立川左談次/
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＝椎名豊

（ピアノ）、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/曲目＝チャイコフスキー

「バレエ『くるみ割り人形』よ
り」、他/全席指定一般３,５００
円、 １,０００円/ 一般のみ
５００円引き/  

市川市市民サポーター
企画事業 いちかわ街かど
美術展 作品募集

申込期間11月30日（土）まで/
展示期間 2014年2月16日

（日）～23日（日）/展示室/
市内在住、在勤、在学の方/詳
しい出品方法はお問合せ下さ
い / 文 化 会 館 ☎ 3 7 9 -
5111、FAX370-0180

行徳文化ホールＩ＆Ｉ
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。ただし保護者一人に
つき子ども1人まで。

20

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。

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

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）クリーンセンター

11月16日（土）〜22日（金）

特集 動物園

11月23日（祝）〜29日（金）

特集 障害者施設

11月30日（土）〜12月6日（金）

特集
 〈広報広聴課〉
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１２月～平成２６年３月

ＩＳＧ国府台 冬の健康教室

往復はがき（１人１枚）に必要事項（６面上
段参照）、参加希望教室を第３希望まで書き、
１１月２１日（木）必着でＩＳＧ国府台健康教室

（〒２７２‐０８２７国府台１‐６‐４）※体育館事務所
の窓口及びＩＳＧクラブハウスにある申請書で
の申し込みも可（要返信用はがき）※１人１教
室のみ当選
抽選日 １１月２２日（金）※教室に余裕がある

場合は、１１月２５日（月）午前９時から電話予
約（先着順）を受け付けます。
参加費　当選通知を持参の上、１２月３日

（火）午後１時までにＩＳＧ国府台へ納付※事
前一括納付

☎３７１‐７８００ＩＳＧ国府台※電話と入金の
受け付けは月～土曜日午前９時～午後１時

　（スポーツ課）

教室名 定員 開催期日 時間 参加費
始めよう エアロビクス ６０ 毎週水曜日

全１４回
 ９:３０～１０:２０ ４,９００円

楽しもう エアロビクス ６０ １０:３０～１１:２０ ４,９００円
ハタヨガで 元気長生き ６０ 毎週水曜日

全１２回 １１:３０～１２:４５ ６,０００円
フィジカルストレッチ ５０ 毎週水曜日

全１４回
１１:００～１１:５０ ４,９００円

リズムウォーク&フットコンデ ５０ １２:００～１２:５０ ４,９００円
さわやか シルバー体操 ５０ 毎週木曜日

全１４回
 ９:００～９:５０ ５,６００円

はつらつ シルバー体操 ５０ １０:００～１０:５０ ５,６００円
ポールウォークでめざせ －１０歳 ３０ 第3・4木曜

全６回 １３:５０～１４:５０ ３，０００円
（ポールレンタル代１回１００円）

歌謡曲 ｄｅ 健康ビクス ５０ 毎週土曜日
全１４回

 ９:１５～１０:０５ ４,９００円
有酸素運動でリフレッシュ ５０ １０:１５～１１:０５ ４,９００円
チェアロビクスで骨盤運動 ５０ １１:１５～１２:３０ ７,０００円

♪新春議場コンサート♪
若手奏者による邦楽・
クラシック演奏会

　邦楽とクラシックのコラボレーションです。市議
会議場に響く、華やかな演奏をご堪能ください。

平成２６年１月６日（月）午後０時３０分開演
市議会議場
市内在住・在勤・在学の方、抽選で１９０人
往復はがき（１枚で２人まで）に全員の必要

事項（６面上段参照）を書き、１２月７日(土)必着
で文化振興財団議場コンサート担当（〒２７２-
００２５大和田１‐１‐５）

☎3７９‐５１１１文化振興財団
 （文化振興課）


