
２月１日（土）発売
Ｅｖｅｒｙ Ｌｉｔｔｌｅ Ｔｈｉｎｇ Ｃｏｎｃｅｒｔ 
Ｔｏｕｒ ２０１４
４月２０日（日）１７:００開演/文化
会館大ホール/全席指定６,
９５０円/発売初日は特別電話
☎３９３‐７１１１またはＷｅｂサイト
のみの受け付け/３歳以上有
料。３歳未満は膝上鑑賞のみ
入場無料

２月７日（金）発売
市川市民芸術文化賞受賞記念 
クラシックファンに贈る室内楽
の楽しみ
５月２３日（金）１９:００開演/文
化会館小ホール/全席自由１,
５００円/出演＝青木高志（バ
イオリン、東京フィルコンサート
マスター、市川市民芸術文化
賞）、森川道代（フルート、同副

主席、同賞）、他/ ３００円引
/

好評発売中

文化会館
邦楽コンサート解説付き
１月２５日（土）１3:００開演/小
ホール/曲目＝都の春（箏曲）、
他/全席指定一般１,５００円、

１,０００円/ 一般のみ５００
円引き/
市川市市民文化サポーター事業 
ゴッホの旅路を追って
２月１６日（日）１４:００開講/ローズ
ルーム/講師＝竹内庸悦（洋画
家、２０１２年市川市民芸術文化
賞受賞）/入場無料※要事前申
し込み、先着１００人。申し込みは
文化会館まで電話

市川市市民文化サポーター事業
第６回いちかわ街かど美術展
２月１６日（日）～２３日（日）１０:００
～１７:００（最終日15：00）/展示
室/入場無料
関連イベント
街かど美術展コンサート
２月２２日（土）１１:００、１３:００、
１４:００（各回３０分）/ローズ
ルーム/入場無料/出演=県立
国分高等学校吹奏楽部
歌舞伎フォーラム公演
応挙の幽霊
５月１７日（土）１５:
００開演/小ホー
ル/出演＝千川貴
楽、一越和城、花
柳登貴太朗/演
目＝【第１部】歌
舞伎ワークショップ

「助六ができるまで」、【第２部】

歌舞伎舞踊「助六」、【第３部】
歌舞伎「応挙の幽霊」/全席
指定大人３,０００円、高校生以
下１,５００円/ 大人のみ５００
円引き/
ＮＨＫ交響楽団 ｉｎ Ｉｃｈｉｋａｗａ 
２０１４
６月２２日（日）１５:００開場１６:００
開演/文化会館大ホール/全席
指定S席６,０００円 A席５,０００
円/出演＝ダレル・アン（指揮）、
河村尚子（ピアノ）/曲目＝メン
デルスゾーン「交響曲第４番」、
他/ Ｓ席のみ５００円引き/

行徳文化ホールＩ＆Ｉ
おやこ寄席
１月２５日（土）１４:００開演/会
議室/全席自由/大人１,３００
円、 ５００円/ 大人のみ
１００円引き/

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

 〈広報広聴課〉
通常展「東山魁夷・聖夜　　
　　ー情景と郷愁の国へー」 給食特集

1月18日（土）〜24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）

1月25日（土）〜31日（金）

特集 特集
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２月１８日（火）午前8時45分（市役所前集合）～午後４時
コース 日鉄住金物流君津（株）市川リサイクル事業所（上妙典1618）→ク
リーンセンター→（株）ハイパーサイクルシステムズ（東浜１‐２‐４）

市内在住の高校生以上の方、抽選で３０人※初参加の方優先
往復はがき（１人１枚）に、必要事項（６面上段参照）を書き、２月３日（月）必

着で循環型社会推進課リサイクルツアー係（〒２７２‐００２３南八幡２‐１８‐９)
☎３２０‐３９７１同課

　普段の生活でどれくらいのごみ
が出されているか、そのごみがど
のように処理されているか、資源
物はどのようにリサイクルされてい
るのか、そんな疑問にお答えする
リサイクルツアーです。

 イベント
♦♦♦

大人の竹細工 工房
竹の自然な形を取り入れたり、小刀で細工
したりしながら置物などを作ります。

２月１１日（祝）午後１時３０分（受け付け
は１５分前から）～４時

少年自然の家　
２０歳以上の方、先着４０人
１月２６日（日）までに☎３３７‐０５３３少年

自然の家※20日（月）を除く
♦♦♦

曽谷公民館主催講座「そや 早春寄席」
落語・漫才を楽しみましょう。
出演　めずらし家芝楽他

２月１５日（土）午後１時３０分～３時３０分
曽谷公民館
市内在住・在勤・在学の方、抽選で４０人
往復はがき（１枚２人まで）に、全員の必

要事項（６面上段参照）を書き、１月３１日
（金）必着で曽谷公民館（〒２７２‐０８３２曽
谷６‐２５‐５）

☎３７２-２８７１同館
♦♦♦

鬼高公民館主催講座
「美しい日本語にふれる『南水ひとり語
り』」
市内在住の朗読家、熊澤南水氏の語りを
聞きます。

２月２２日（土）午後1時３０分～３時３０
分

鬼高公民館
内 第１部＝現在（いま）を輝いて／第２部
＝山本周五郎作「日本婦道記」より「不断
草」

市内在住・在勤の方、抽選で５０人
往復はがき（１枚２人まで）に、全員の必

要事項（６面上段参照）を書き、２月１日
（土）まで（消印有効）に同館（〒２７２‐
００１５鬼高２‐１２‐２３）

☎３３４‐２６１２同館
♦♦♦

詩歌実作講座「名句・迷句・メーク」
川柳の実作講座。

２月１１日（祝）午後２時～３時３０分
メディアパーク市川ベルホール

講 秋山忠弥氏 （江戸史研究家）
先着４６人

５００円
☎３２０‐３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）
♦♦♦

デジカメ講座
（機能編・撮影編・アルバム編）

内 ①２月１１日（祝）・１４日（金）午後１時
３０分～５時／デジタルカメラの機能をわか
りやすくひも解く「機能編」②２月１２日

（水）・１５日（土）午後１時３０分～５時／基
本的な撮影セッティングを学ぶ「撮影編」
③２月１３日（木）・１６日（日）午後１時３０分
～４時／撮影した写真をパソコンに取り込
み、オリジナルアルバムの作り方を学ぶ

「アルバム編」
メディアパーク市川文学ミュージアム
市内在住・在勤・在学の中学生以上の

方、各日先着１２人
１,０００円
☎３２０‐３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）
♦♦♦

水木洋子脚本テレビドラマ上映会
２月４日（火）、１６日（日）　

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

２月１日（土）、１５日（土）　　

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）
♦♦♦

文学ミュージアム企画展
水木洋子展関連イベント
水木洋子脚本映画上映会

内 ◆２月１２日（水）①午前１１時／「純
愛物語」（１９５７年／１３０分）②午後２時

「にごりえ」（１９５３年／１３０分）◆２月２６日
（水）③午前１１時／「キクとイサム」（１９５９
年／１１７分）④午後2時「ここに泉あり」

（１９５５年／１５０分）
メディアパーク市川ベルホール
各回抽選で４６人
往復はがき（１枚２人まで）に、必要事項

（６面上段参照）・映画名（上映日も記入）・
参加人数を書き、①②は１月２４日（金）ま
で、③④は２月７日（金）までに文学ミュージ
アム「水木洋子展」関連イベント係（〒２７２
‐００１５鬼高１‐１‐４）
※参加には水木洋子展の観覧券が必要
です（観覧済みも可）。ただし、展示室への
入室は当日の観覧券が必要です。
※定員に余裕がある場合は、締め切り後
に電話で申し込み受け付け。

☎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／
懐かしい昭和の道具」

２月８日（土）・９日（日）・２２日（土）・２３日
（日）、いずれも午前１０時～午後４時

♦♦♦

長田谷津散策会
荒天中止。

２月１日（土）午前１０時（動物園券売所
前集合）～１１時３０分

☎３３９‐０４７７自然博物館
♦♦♦

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。荒天中止。
１月２６日（日）午前１０時（観賞植物園

入口集合）～正午
☎３３９‐０４７７自然博物館

♦♦♦

博物館友の会見学会
「赤塚城址及び東京大仏等周辺寺社」
武蔵千葉氏の拠点となった地の周辺寺社
を見学します。小雨決行。徒歩３km。

２月11日（祝）正午～午後4時30分
JR市川駅改札口集合～諏訪神社解散

※希望者は午後7時30分まで重要無形
民俗文化財徳丸北野神社「田遊び」見学

6００円
往復ハガキに必要事項（６面上段参照）

を書き、２月１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

リサイクル施設見学ツアー


