
3月29日（土）発売
立川談春 独演会
４月２６日（土）１９:００/文化会館
小ホール/全席指定３,８００円/発
売初日に限り特別電話３9３‐
７１１１またはＷebのみの受付/

4月5日（土）発売
髙橋真梨子コンサート

６月１７日（火）１８:３０/文化会館 
大ホール/全席指定８,５００円/
発売初日に限り特別電話３9３‐
７１１１またはＷebのみの受付/

4月11日（金）発売
行徳名人会 桂米團治独演会
７月５日（土）14:00/行徳文化
ホールＩ＆Ｉ/全席指定1階席３,
５００円、２階席３,３００円/発売
初日に限り特別電話３9３‐
７１１１またはＷebのみの受付
/ ３００円引き/

文化会館

好評発売中
小曽根真 ＳＯＬＯ ＪＡＺＺ 
ＬＩＶＥ!

３月２１日（祝）１５:
００/大ホール/
全 席 指 定５,
０００円/ ５００
円引き １,０００
円引き/
市川をもっと知ろう
３月26日（水）13：30/東西線妙
典駅集合/当日先着30人/散
策：水閘

こ う も ん

門の桜見物
市川寄席
３月２９日（土）１4:００/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）、春風亭柳若/ １００
円引き/
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/曲目
＝花、おぼろ月夜、ビバルディ

「春」、他/ １００円引き/
歌舞伎フォーラム公演 応挙
の幽霊
５月１７日（土）１５:００/小ホー
ル/全席指定大人３,０００円、
高校生以下１,５００円/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」/ 大人のみ５００
円引き/
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、市川市民芸
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』」、
チャイコスフキー「ピアノ協奏曲
第1番」、他/ Ｓ席のみ５００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/

　妙典・本行徳・本塩・関ヶ島
周辺のお寺などを会場とした

「寺のまち回遊展」を開催しま
す。行徳地域の歴史や文化に
触れることができる郷土史講
演会などのイベントの他、座
禅体験、落語会、地元サーク
ル発表、音楽フェスティバル、
スタンプラリーがあり、どなたで
も楽しめます。 ３月２９日（土）午前９時３０分～午後３時３０分

☎３５７‐２３７２同実行委員会（徳願寺・飯島）

第７回 寺のまち回遊展第７回 寺のまち回遊展

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）行徳近郊緑地

3月15日（土）〜21日（祝）

特集 子育て支援

3月22日（土）〜28日（金）

特集 古代の村・ムラ
ー戸籍と遺跡ー

3月29日（土）〜4月4日（金）

特集
 〈広報広聴課〉
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 イベント
♦♦♦

いちかわの文化施設と花めぐり
バスツアー
文化施設の見学やお茶席体験など、バス
で市内を巡ります。
コース　行徳支所（午前９時１０分集合）
→市役所（午前９時３０分集合）→東山魁
夷記念館→文学ミュージアム→昼食（自
由行動）→郭沫若記念館→芳澤ガーデン
ギャラリー（お茶席）→市役所（解散）→行
徳支所（解散）

５月１日（木）、２日（金）午前９時１０分～
午後４時３０分

各日２０人
５００円（お茶席代）
往復はがきに必要事項（６面上段参

照）、参加希望日（はがき１枚に１日のみ）、
参加者人数（２人まで可・同行者の必要
事項）を書き、３月２５日（火）必着で、文化
振興課（〒２７２‐００２３南八幡４‐２‐５‐２０１
いちかわ情報プラザ）

☎３００‐８０２０同課
♦♦♦

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「桜並木を訪ねて」
当日集合時間までに集合場所へ
コース　ＪＲ市川大野駅改札口（午前１０
時集合）→万葉植物園→大柏川第一調
整池緑地（昼食）→妙正寺→ＪＲ船橋法
典駅（解散）※約８キロメートル

３月２７日（木）午前１０時～午後３時※
小雨決行

昼食、飲み物
☎３３４-５７１０同会（八幡市民談話室）

（観光交流推進課）
♦♦♦

自然博物館の催し
☎３３９‐０４７７自然博物館

いずれも荒天中止です。
◆湿地の環境整備をお手伝い
初参加の方は要問い合わせ。　　

20
３月２３日（日）午前１０時（観賞植物園

入口集合）～正午
◆長田谷津散策会

４月５日（土）午前１０時（動物園券売所
前集合）～１１時３０分
◆野草の名札付けをお手伝い
車をご利用の方は要問い合わせ。

４月６日（日）午前１０時（観賞植物園入
口集合）～正午
◆おやこ自然観察会「お花さがし」

４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）を書き同館（〒２７２‐０８０１大町２８４）
♦♦♦

博物館友の会講演会「真間国府台略図
（成田参詣記）の寺社と地名について」

４月１３日（日）午後２時３０分～４時
歴史博物館

講菅野洋介(歴史博物館学芸員)
３００円（資料代）
往復はがきに必要事項（６面上段参

照）を書き、４月２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）

♦♦♦

みのり家庭教育学級特別公演
劇団ヒラガナ（）による公演「初恋ロボッ
ト」。

３月２４日（月）午後２時３０分開演（開場
は30分前）

行徳文化ホールＩ＆Ｉ
先着４００人
☎３７９‐２４８０生涯学習振興課

♦♦♦

春休みシアター「ピーターパン」
アニメ作品・カラー・７５分。

３月２７日（木）午後２時（開場は３０分
前）から

メディアパーク市川文学ミュージアム
先着２２０名
☎３２０‐３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）
♦♦♦

ビデオ編集講座
パソコンで楽しく編集操作を学びます（ハイ
ビジョン対応）。

４月３日（木）～６日（日）午後１時３０分～
５時

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８人
１,０００円
本日午前９時から☎３２０‐３３３４文学

ミュージアム（月曜日休館）
♦♦♦

【芸術祭・文化祭】
第３１回市川市洋舞踊協会合同公演
踊りで見る「つるの恩返し」他

３月２９日（土）午後３時（開場は３０分

前）～５時３０分
文化会館
☎３７３‐１００２同協会（荒木）

（文化振興課）
♦♦♦

デジカメ講座
（機能編・撮影編・アルバム編）
【機能編】４月８日（火）・１１日（金）午後１時
３０分～５時
【撮影編】４月９日（水）・１２日（土）午後１時
３０分～５時
【アルバム編】４月１０日（木）・１３日（日）午
後１時３０分～４時

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、各講座・各日１２人
１,０００円
本日午前９時から☎３２０‐３３３４文学

ミュージアム（月曜日休館）
♦♦♦

水木洋子邸一般公開
「水木洋子と女性作家たち／懐かしい昭
和の道具」

４月１２日（土）、１３日（日）、２６日（土）、
２７日（日）、午前１０時～午後４時

☎３２０‐３３３４文学ミュージアム（月曜日
休館）
♦♦♦

文化の広場サークル展
◆市川写友会写真展

４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。

八幡市民談話室
☎３００‐８０２０文化振興課

♦♦♦

ＺＯＯワンポイントガイド「ニホンザル」
人工哺育で育ち、昨年メスの赤ちゃんを出
産したオトメの子育ての様子や、人工哺育
中のナナコが群れに戻るための奮闘ぶり
を飼育員が話します。

３月２３日（日）午後３時
動植物園
入園料のみ（高校生以上４２０円、小・

中学生１００円）
☎３３８‐１９６０同園

♦♦♦

雪割草展示即売
市川山野草愛好会による展示即売です。

３月１４日（金）～１６日（日）
動植物園
入園料のみ（高校生以上４２０円、小・

中学生１００円）
☎３３８‐１９６０同園

♦♦♦

クリーンスパ市民サービスデイ
より多くの市民のみなさんが利用できるよ
う、年３回だった開催を４月から年５回に増
やします。
開催日　４月２１日（月）～２５日（金）※次回
は１１月、平成２７年１月、２月、３月に募集。

往復はがきに必要事項（６面上段参照）
を書き、４月５日（土）まで（消印有効）にクリー
ンスパ市川（〒２７２‐００１２上妙典１５５４）
※消費税の改正により４月から、施設利用
料金、メンバー料金などが変更となります。
詳しくは、クリーンスパ市川のＷｅｂサイトを
ご覧ください。

☎３２９‐６７１１クリーンスパ市川、☎３２８‐
２３２６クリーンセンター

©篠山紀信


