
 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、
ＤＶＤ、Ｂｌｕ-ｒａｙに写し替えてみませんか。

１１月26日（土）午前１０時～午後４時
メディアパーク市川 文学研修室
先着１４人
１０月１５日（土）午前９時から☎３２０-

３３３４文学ミュージアム（月曜日休館）
♦♦♦
自然博物館の催し

☎３３９-０４７７同館　荒天中止
◆長田谷津散策会
毎月１回、長田谷津（大町自然観察園）の
四季折々の風景を楽しみます。

１１月５日（土）午前１０時（動植物園券売
所前集合）～１１時３０分
◆野草の名札付けをお手伝い
学芸員と一緒に長田谷津（大町自然観察
園）の野草に名札を付ける作業です。
車を利用の方は要問い合わせ。

１１月６日（日）午前１０時（観賞植物園入
口集合）～正午
◆湿地の環境整備をお手伝い   　

20学芸員と一緒に長田谷津（大町自
然観察園）で環境整備作業を行います。初
参加の方は要問い合わせ。

１０月３０日（日）午前１０時（観賞植物園
入口集合）～正午
♦♦♦
考古・歴史博物館 博物館オータムフェスタ
焼き芋、組ひも、わらリース作りなど、昔の秋を楽
しむ体験を行います。焼き芋は無くなり次第終
了。駐車場に限りがあるため、公共交通機関で
ご来場ください。飲み物は各自持参してください。

１１月３日（祝）午前１０時～午後２時（荒天中止）
歴史博物館、他
焼き芋のみ１個１５０円
☎３７３・６３５１歴史博物館

♦♦♦
博物館友の会「拓本表装①」
拓本の表装（寸法出し、裏打ち、増し裏）を行
います。初心者には表装道具は会で用意。

１１月１３日（日）午前１０時～午後３時３０分
歴史博物館講堂
抽選で２０人
５,３００円（材料代、他）
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、１１月３日（祝）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
♦♦♦
ＺＯＯワンポイントガイド～ヤギ～
秋田の動物園から来た若いヤギ三姉妹の
紹介を中心にお話しします。

１０月２３日（日）午後２時３０分
動植物園
入園料のみ（高校生以上４３０円、小・中

学生１００円）
☎３３８-１９６０同園

♦♦♦
芸術祭・文化祭
◆市川市菊花展

１０月３０日（日）～１１月１５日（火）午前９時
３０分～午後３時３０分
葛飾八幡宮（八幡４-２-１）
☎３３７-２５２１市川市菊華会（大崎）

◆市川市茶道会　市民茶会
１１月６日（日）午前１０時～午後３時
文化会館
３席２,０００円
☎３２３-２６６６市川市茶道会（横山）

◆市川市三曲協会定期演奏会
「春の海」など古典音楽２１曲を箏

こ と

・三
さ ん げ ん

弦・尺八
で演奏します。

１１月６日（日）午前１１時～午後４時
文化会館　
☎３３７-１４６３市川市三曲協会（柴田）

（文化振興課）
♦♦♦

「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～柏井の歴史を訪ねて～
申し込み不要。当日直接集合場所へ。
コース 万葉植物園→浜道→水神社→天
満宮→子安神社→柏井公民館→姥山貝塚

（昼食）→唱行寺→ＪＲ船橋法典駅
１０月１８日（火）午前１０時（ＪＲ市川大野

駅改札口に集合）～午後３時（小雨決行）
昼食、飲み物
☎３３４-５７１０同会

（観光交流推進課）

発売開始情報
…発売初日は１０：００から特

別電話☎３９３-７１１１またはＷｅ
ｂで受け付け。

１０月２３日(日)発売
森山良子コンサートツアー２０１６～２０１７
～Ｔｏｕｃｈ Ｍｅ!～ デビュー５０周年記念
２０１７年２月１９日（日）１６：００/
文化会館大ホール/全席指定
６,５００円/ 500円引き/ /

１０月２９日（土）受付開始
中山忠彦 デッサン教室
１２月１０日（土）①１０：３０②１３：
３０/芳澤ガーデンギャラリー/①
小・中学生対象。参加費１,０００
円②高校生以上・大人対象。
参加費３,０００円/ ☎３７４-
７６８７同ギャラリーへ電話後、
申込用紙に参加費を添えて郵
送または持参

１１月１２日(土)発売
ピアノジャック
Ｃｉｎｅｍａ Ｐｏｐｃｏｒｎ Ｔｏｕｒ ２０１７
２０１７年１月１４日（土）１７：００/
行徳文化ホールＩ＆Ｉ/全席指定
５,０００円 当日６,０００円/小学
生以上有料/

好評発売中

文化会館

芸術講座 １時間でオペラ〈カ
ルメン〉～日本語上演～
１０月２８日（金）１９：００/小ホール/全
席指定１,２００円/ ２００円引き/
ＮＨＫ交響楽団 ｉｎ Ｉｃｈｉｋａｗａ
１１月３日（祝）１６：００（１５：１５プレコ
ンサート）/大ホール/出演＝渡邊一
正（指揮）、小曽根真（ピアノ）/全
席指定Ｓ席６,０００円 Ａ席５,０００円 
大学生以下各席３,０００円/ Ｓ・
Ａ席のみ５００円引き/
第２９回新人演奏家コンクール受賞記念演奏会
１２月３日（土）１３：００/小ホール/
全席自由５００円/

行徳文化ホールＩ＆Ｉ

映画「パディントン」日本語吹替版
１１月５日（土）①１１：００ ②１３：３０
③１６：００各回入れ替えあり/全
席指定８００円 中学生以下５００
円/３歳以下の膝上鑑賞無料
家族の週間 ママも楽しい０歳からコンサート
１１月１７日（木）１１：００（１１：４５終
演予定）/全席指定６００円、子ど
も無料/０歳から入場可

芳澤ガーデンギャラリー

姫路市立美術館所蔵
ポール・デルボー版画展
１０月２２日（土）～１１月２７日（日）９：
３０～１６：３０（入館は１６：００まで）/月
曜日休館/入場料＝一般５００円、他

募 集
市民文化サポーター企画事業
第９回 いちかわ街かど美術展

展示作品を募集/受付期間＝
１１月１日（火）～３０日（水）/ 展
示期間＝2017年２月１９日（日）
～２６日（日）/ 文化会館展示
室/ 市内在住・在勤・在学の
方
市川よみっこ運動10周年記念講演会
11月27日（日）13：30/菅野小学
校/講 柳田邦男/無料（要事前
申し込み。多数の場合は抽選）
/ 10月31日（月）までに文化会
館へ電話
市民文化サポーター企画事業
プリザーブドフラワー アレン
ジメント 体験教室
12月4日（日）13：00/ローズルー
ム/ 講 洲崎須美子/参加費
2,000円（材料代含む）/ 11
月25日（金）までに文化会館へ
電話

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/

♦♦♦
ぶらり市川さんぽ
コース アイ・リンクタウン展望施設、弘法
寺、芳澤ガーデンギャラリー、須和田遺跡、
市川稲作発祥の地、里見公園、他

１１月１３日（日）午前９時３０分（ＪＲ市川駅
南口アイ・リンクタウン３階 ペデストリアン
デッキ集合）～午後３時

先着１００人
５００円（参加費。食べ歩き費用を含む）
いちかわ観光・物産案内所などで配布の

申込書に必要事項を書き、ＦＡＸ３７７-１０４８
で市川商工会議所

☎３７７-１０１１同会議所青年部
（観光交流推進課）

♦♦♦
市川産のホンビノス貝、板ノリなどの直売
市川の海で採れたホンビノス貝や板ノリの
直売を行います。

１０月１６日（日）午前１１時～午後３時
いちかわ観光・物産案内所
☎３２４-７７５１同案内所

（地域整備課）
♦♦♦
市川のおさかなグルメフェア
市内の漁師が水揚げした新鮮なスズキを使
い、市内の飲食店でグルメフェアを開催しま
す。バラエティ豊かなメニューで「市川のおさ
かな」をご賞味ください。スズキがなくなり次
第終了。

寿司フェア＝１０月２９日（土）～１１月１日
（火）、洋食フェア＝１１月５日（土）・６日（日）、
和食中華フェア＝１１月１２日（土）・１３日（日）
天候により日程変更の場合あり。

参加店は、市役所や公民館などで配
布のチラシまたは市公式Ｗｅｂサイトをご覧

ください。
☎３７７・１０１１市川商工会議所

（商工振興課）
♦♦♦

千葉盲
もう

祭
さい

盲学校の文化祭として、作品展示、マッサー
ジ体験、吹奏楽演奏などを行います。

１０月２９日（土）午前９時１０分～午後３時
県立千葉盲学校（四街道市大日４６８-１）
☎０４３-４２２-０２３１同校

（障害者支援課）
♦♦♦
筑波大学附属聴覚特別支援学校 
文化祭バザー

１１月３日（祝）午前１０時～正午（雨天決行）
同校（国府台２-２-１）
☎３７１-４１３７、ＦＡＸ３７３-９１１３同校

（障害者支援課）
♦♦♦
サンワーク祭り
バザー、模擬店、講演会、舞台発表などを行
います。

１０月２２日（土）午前１０時～午後２時（雨
天決行）

南八幡ワークス（南八幡５-２０-３）
☎３７６-６３３５同施設

（障害者支援課）
♦♦♦
やまぶき祭
屋台、ゲームコーナー、フリーマーケットなどを
行います。

１０月１６日（日）午前１１時～午後２時（雨
天中止）

やまぶき園（奉免町１９１-２）
☎３２０-７２４１同施設

（障害者支援課）

　メディアパーク市川、県立現代産業科学館、ニッ
ケコルトンプラザの“さんしゃ”による感謝祭です。
３施設を巡るスタンプラリーもあります。

午前10時～午後4時
メディアパーク市川、県立現代産業科学館、ニッケコルトンプラザ

メディアパーク市川
 バックヤードツアー（中央図書館）

午前１０時３０分～１１時３０分／午後３
時～４時（同内容で２回開催）

市内在住・在勤・在学で、当ツアーに初め
て参加する方、各回先着１０人

中央図書館カウンターへ
 秋空えほんの会（こどもとしょかん）

午後２時～２時３０分
 工作・さかなつり・変身コーナー（中央こども館）

午前１０時～午後４時（工作コーナーは
午前１０時３０分からと午後２時から約１時
間開催）
 企画展「山本高樹展」関連イベント
（文学ミュージアム）
▼ワークショップ「ペーパークラフトで昭和を
感じよう」

午前１０時～午後３時
▼写真撮影イベント「ジオラマの世界に入ろう」

午後１時～４時　協力：千葉商科大学

県立現代産業科学館
 パフォーマンスライブ

午前１1時～午後4時
コルトンプラザ
 ふれあい動物園

午前１０時～午後４時

☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜日
休館）、☎３７９-２００５現代産業科学館、☎
３７８-３５５１ニッケコルトンプラザ

10/23●日

J：COM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。

9：00 12：00
20:00 23：00

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）野菜パワーで健康に

10月15日（土）〜21日（金）

特集 いちかわを歩く6
黒松の路地探訪

10月22日（土）〜28日（金）

特集 多数傷病者が発生
消防・警察・東京メトロ合同訓練

10月29日（土）〜11月4日（金）

特集
 〈広報広聴課〉

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
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