
好評発売中

文化会館
市川市市民文化サポーター企画事業 
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/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
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〉
２月２１日（金）１９:００/大ホール
/全席指定一般４,０００円、高
校生以下２,０００円/出演＝佐
藤宏充（指揮）、直井研二（演
出）、大隅智佳子（ネッダ）、内
山信吾（カニオ）、今井俊輔（ト

ニオ）、横山慎吾（ペッペ）、岡
昭裕（シルビオ）、市川交響楽
団メンバーと新人アーティスト
によるオーケストラ（管弦楽）、
オペラ「道化師」市民合唱団

（合唱）、市立菅野小学校合
唱部（合唱）/ 一般のみ５００
円引き/
ママも楽しい０歳からコンサート
３月５日（水）１１:００（12：00終演
予定）/大ホールホワイエ/出演
＝平中麻貴（ソプラノ）、山﨑友
香子（マリンバ）、山元香那子

（ピアノ）/全席自由大人５００
円、子ども無料
午後のクラシック～弦楽三重奏～
三味線・バイオリン・ピアノのコラボ
４月２６日（土）１４:００/ローズ
ルーム/全席自由８００円/出演
＝簑田弘大（三味線）、河西絢子

（バイオリン）、村山響（ピアノ）
/ １００円引/
特撰花形落語会　春風亭昇太・
林家たい平・柳家三三三人会
５月６日（火）１４:００/大ホール/全
席指定 Ｓ席４,０００円 Ａ席３,
０００円/ Ｓ席４００円引き、Ａ席
３００円引き/ / ☎０３‐６２４０‐
１０５２エイフル企画（株） 
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/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、市民芸術文化
賞）、森川道代（フルート、同副首
席、同賞）、他/ ３００円引き/
ＮＨＫ交響楽団 ｉｎ Ｉｃｈｉｋａｗａ 
２０１４
６月２２日（日）１５:００開場１６:００

開演/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『 イタリ
ア』」、他/
Ｓ席のみ５００
円引き/
きかんしゃトーマス
ファミリーミュージカル

「ソドー島のたからもの」
6月7日（土）①11:00②14:00

（約1時間公演・休憩無）/大ホー
ル/全席指定2,700円/ 200
円引/0歳から入場可。2歳以上
有料。2歳未満は膝上鑑賞のみ
無料/ ☎03-6276-3070きか
んしゃトーマスミュージカル実行
委員会

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。

　中山地区では、「であい・ふ
れあい・めぐりあい」を合言葉
に、中山法華経寺、奥之院、
清華園、地域の商店会、町会
など、約８０会場に七段飾り雛
やつるし雛などを展示する
「第4回中山のおひなまつり」
を開催します。

２月１５日（土）～３月３日（月）
午前１０時～午後４時※時間
は会場によって異なる場合あり

中山のおひなまつり
～歴史と文化のまちがひな祭り一色に～

関連イベント
◆おひなさまツアー ２月２１日（金）午前
１０時/清華園/3０人2組（要予約、雨天中止）
◆スタンプラリー 内２月１６日・２３日・３月２
日、いずれも日曜日/中山町会ブース（景品交換）
◆お琴演奏会 ３月２日（日）午後１時/中山
法華経寺本院（中山2-10-1）
◆清華園呈茶 ３月１日（土）・２日（日）午前１１
時～午後３時

☎０８０‐５５１８‐７６１６中山まちづくり協議会（松
丸）、☎３３３‐６１４７中山清華園　

（文化振興課）

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〉
永井荷風特集 施政方針

2月15日（土）〜21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）

2月22日（土）〜28日（金）

特集 特集
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 イベント
♦♦♦
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。

３月２２日（土）午前１０時～午後５時
メディアパーク市川文学研修室
先着２０人
☎３２０‐３３３４文学ミュージアム（月曜

日休館）
♦♦♦
ボランティアガイド市川案内人の会に
よるウォーキング「梅を訪ねて」
当日集合時間までに集合場所へ。
◆コース（約７キロ）  ＪＲ市川大野駅改
札口周辺（午前１０時集合）→万葉植物
園→大野城跡→法蓮寺→小川再生親
子ふれあい農園→動物園梅林（昼食）→
駒形大神社→礼林寺→天満天神宮→Ｊ
Ｒ市川大野駅（解散）

２月２６日（水）午前１０時～午後３時
（小雨決行）

420円（市内居住の６５歳以上の方は
証明書持参で無料）

昼食、飲み物
☎３３４‐５７１０同会（八幡市民談話室内）

（観光交流推進課）
♦♦♦
脚本家水木洋子のラジオドラマ朗読劇
水木洋子が手がけたラジオ作品「雪っこ」
などを市民による朗読で上演します。

３月１日（土）午後２時（開場は３０分前）
メディアパーク市川ベルホール
先着４６人
☎３２０‐３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）
♦♦♦
行徳の生ノリで手すきノリ作り
行徳で採れた地元産の生ノリを使い、昔
ながらの手すきの方法でノリ作りを体験し
ます（１人３枚まで）。小雨決行。

３月２日（日）午前９時３０分～正午
本行徳公民館
先着５０人
☎３５９‐１３５１同館

♦♦♦
講演会

「道
ど う め

免き谷
や つ

津遺跡と周辺の縄文遺跡群」
考古博物館や堀之内貝塚のすぐ南側の
低地にあり、縄文時代の遺物を多量に出
土した道免き谷津遺跡と周辺の縄文時
代の貝塚群に関する講演会です。

３月２日（日）午後２時～４時３０分
歴史博物館
先着６０人

＜関連イベント＞
速報展「新発見外環自動車道の遺跡‐第
３回道免き谷津遺跡」を５月１８日（日）まで
考古博物館にて開催中。

☎３７３-２２０２考古博物館
♦♦♦
市川エンジョイスポーツ
誰でも気軽に参加できるミニバレーボール
や、ふわドッジボールなどの新しいスポーツ
を体験してみませんか。

３月９日（日）午前１０時～午後３時
スポーツセンター
運動できる服装、シューズ（屋内用・屋

外用）、など
大会参加は当日午前９時３０分～１０

時に受け付け。チーム・個人いずれも可。
体験・記録会は当日受け付け。

☎３７３‐３１１２スポーツ課
♦♦♦
市民環境講座「市川の巨樹・古木への
旅」真間～菅野編
市川から菅野周辺の巨樹やクロマツな
ど、人と身近な自然との関係などを考えな
がら観察します。

３月１１日（火）午後１時３０分～３時３０
分
コース　ＪＲ市川駅改札口集合、市川か
ら平田緑地周辺

先着２０人
２月１７日（月）午前９時から☎３２０‐

３９７６環境政策課
♦♦♦
湿地の環境整備のお手伝い  　

20初参加の方は要問い合わせ。
荒天中止。

２月２３日（日）午前１０時（観賞植物園
入口集合）～正午

☎３３９‐０４７７自然博物館
♦♦♦
菅野公民館主催講座「菅野 さくら咲く
コンサート～Ｈｐトリオ・Ｓｏｓｐｉｒｉ～」
クラシックやポップスの名曲をハープとバ
イオリンとチェロのトリオで楽しみましょう。

３月１５日（土）午後２時～３時３０分
菅野公民館

出演　Ｈｐトリオ・「Ｓｏｓｐｉｒｉ」、立田祥子（バ
イオリン）、福原耕二（チェロ）、大木理恵

（ハープ） 
市内在住・在学・在勤の方、抽選で６０

人
往復はがき（１枚２人まで）に応募者全

員の必要事項（６面上段参照）・性別を書
き、２月２６日（水）必着で菅野公民館

（〒２７２‐０８２４菅野３‐２４‐２）
☎３２２‐７７６１同館

♦♦♦
長田谷津散策会
荒天中止。

３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
♦♦♦
博物館友の会土偶・土面作り
縄文時代のまつりやまじないの道具、土
偶や土面を作ります。

２月１６日・２３日、３月３０日の全３回、い
ずれも日曜日、午前１０時～午後３時

考古博物館他
抽選で２５人（会員１５人、一般１０人）
８００円
☎０９０‐９２３１‐４３８３博物館友の会

（考古博物館）
♦♦♦
博物館友の会見学会

「バスで行く、石垣山一夜城跡と山中城
跡を訪ねる」
コース　小田原城址公園、石垣山一夜
城跡歴史公園、山中城跡を見学します。
雨天決行。

３月２日（日）午前７時３０分～午後７時
集合時間・場所　午前７時３０分、ＪＲ市
川駅北口より国道１４号線交差点そば

抽選で１５人
４,０００円
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２１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博物館友の会
（歴史博物館）

♦♦♦
博物館友の会見学会「日蓮聖人入滅の
地・池上本門寺を訪ねる」

３月１５日（土）午前８時（ＪＲ市川駅改
札口集合）～正午（池上本門寺五重塔
解散）※オプション霊宝殿見学午後１時
～２時（参加費別途３００円）

６００円（資料代）
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、３月５日（水）まで（消印有効）に歴
史博物館（〒２７２‐０８３７堀之内２‐２７‐１）

☎０９０‐９２３１‐４３８３博物館友の会
（歴史博物館）

♦♦♦
文学ミュージアム企画展「水木洋子展
映画―脚本家のアングル」映画上映会
◆映画上映会
内 ①２月２６日（水）午前１１時／「キク

とイサム」（１９５９年／監督今井正／１１７
分）②２月２６日（水）午後２時／「ここに泉
あり」（１９５５年／監督今井正／１５０分）
※午後２時の回の上映終了後、学芸員に
よるギャラリートークを開催

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

※参加には水木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。
♦♦♦
野草の名札付けのお手伝い
車をご利用の方は要問い合わせ。荒天中
止。

３月２日（日）午前１０時（観賞植物園入
口集合）～正午

☎３３９‐０４７７自然博物館


