
 イベント
♦♦♦
もみじ観賞会
普段は開放していない大町公園のもみじ山
を期間限定で一般開放します。イロハモミジ
など約５００本の紅葉をお楽しみください。

１２月４日（日）まで、いずれも午前９時～午後４時
大町公園内もみじ山
☎３３８-１９６０動植物園

♦♦♦
市川産花の展示会
市内の花農家が生産しているシクラメン・ユ
リなどを、市内３カ所で展示します。花の直
売所マップも配布します。

１１月２５日（金）～１２月２日（金）、アイ・
リンク情報コーナー、行徳支所、南行徳市
民センター

☎７１１-１１４１市川市農産物等普及協
議会（農政課内）
♦♦♦
市川産のホンビノス貝、シジミ、板ノリの直売
市川の海で採れた、新鮮なホンビノス貝や
シジミ、板ノリを販売します。

１１月２０日（日）午前１１時～午後３時
いちかわ観光・物産案内所
☎３２４-７７５１同施設

（地域整備課）
♦♦♦
市川の干潟と水鳥観察
親子連れにも好評のバスツアーです。市内
の砂浜で珍しい海鳥を見た後、市の農水産
まつりを見学し、自然の恵みを体感します。

１２月１０日（土）午前８時１５分～午後０時
３０分（集合・解散は市役所本庁舎）

東浜、弁天公園
先着３０人
☎７１２-６３０７自然環境課

♦♦♦
防災ウォーク
市内を巡り、紅葉を楽しみながら災害の備え
について考えてみましょう。約１０キロメートル
のウォーキングです。

コース 法華経寺→東山魁夷記念館→
大柏川第一調節池緑地→姥山貝塚→
礼林寺→少年自然の家

１２月３日（土）午前９時（法華経寺集合）
～午後１時（少年自然の家解散）

先着５０人
３００円（中学生以下無料）
１１月２１日（月）～３０日（水）に☎３２６-

１２８４ボランティア・ＮＰＯ課
♦♦♦
博物館友の会・拓本表装②
掛け軸またはパネル作りを行います。表装
は、基本を学べばどなたでもできます。

１２月１８日（日）午前１０時～午後３時３０分
歴史博物館
抽選で２０人
５,３００円（掛け軸材料代）
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、１２月８日（木）まで（消印有効）に同
館（〒２７２-０８３７堀之内２-２７-１）

☎０９０-９２３１-４３８３博物館友の会
（同館）

♦♦♦
グリーンシアター

１２月９日（金）午後２時（開場は３０分前）
メディアパーク市川グリーンスタジオ
先着２２０人

内「西部戦線異状なし」（１９３０年 米・モノ
クロ・有声・字幕・１３１分）

☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜日
休館）
♦♦♦
ベルホールシネマ

１２月１０日（土）①午前１１時②午後２時
（いずれも開場は３０分前）

メディアパーク市川ベルホール
各回先着４６人

内①「ＮＨＫこどもにんぎょう劇場」（カラー・
４５分）②「キング・コング」（１９３３年 米・モノ
クロ・有声・字幕・１００分）

☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜日
休館）

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。

１１月１９日（土）発売
成田達輝＆萩原麻未 
デュオコンサート
２月１８日（土）１４:００/文化会館 
小ホール/全席指定３,０００円 

１,０００円/ 一般のみ５００円

引き/曲目＝ドボルザーク「バイ
オリンとピアノのためのソナチネ 
ト長調Op.100」、他/ /

好評発売中

文化会館

菅谷公博 バリトンリサイタル Vol.2
１月１９日（木）19:00/小ホール/全
席自由３,０００円、大学生以下１,
５００円/ 一般のみ３００円引き/曲
目＝Ｊ.Ｓ.バッハ「カンタータ８２番『私
は満ち足りています』ＢＷＶ８２」、他
第5回 市川フレッシュフェスティバル
１月21日（土）13：00/大ホール
/全席自由800円/ 1００円引
き/出演=サックスカルテット、和
楽器アンサンブルユニットBob’
ズ、市民文化サポーター音楽第
3期企画ピアノ2台デュオ、他

市川寄席
１月２８日（土）１4:００/ローズルー
ム/出演＝立川談四楼、三遊亭
全楽、春風亭ぴっかり、他/全席
自由１,８００円/ ２００円引き/

「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～がやってきた
１月２９日（日）①１３:００ ②１５:
３０/大ホール/出演＝チョロ
ミー・ムームー・ガラピコ/速水け
んたろう・つのだりょうこ/全席指
定２,６００円/１歳以上有料。１
歳未満は保護者１人につき１人
まで膝上無料。
行徳文化ホールＩ＆Ｉ

東京シティフィル木管五重奏/
子どものためのクラシック音楽劇
くるみ割り人形
２月２５日（土）１１:００/出演＝木

管五重奏（東京シティ・フィル 
ピックアップメンバー）、ダンスユ
ニット ピーターズ２０１７/プログ
ラム＝第１部 音楽劇「くるみ割
り人形」、第２部 木管五重奏の
演奏を聴いてみよう/全席指定 
大人１,０００円 子ども（２歳～小
学生）５００円/１歳以下無料

（席が必要な場合は要チケット）
芳澤ガーデンギャラリー

姫路市立美術館所蔵
ポール・デルヴォー版画展
１１月２７日（日）まで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
いちかわ街かど美術展 作品

市内在住、在学、在勤のい
ずれかの方/ 文化会館/受け
付け期間＝１１月３０日（水）まで
/ 市内各文化施設で配布の
所定申込書にて同会館へ/展
示期間＝２月１９日（日）～２６日

（日）
第4回「いちかわ未来の画家
コンクール」作品

芳澤ガーデンギャラリー/
市川市、浦安市、鎌ケ谷市、船
橋市、松戸市に在住・在学の中
学生・高校生及びそれに相当す
る年齢の生徒/受け付け期間＝
１２月１日（木）～１１日（日）必着
/ 市内文化施設で配布の申
込用紙を添えて同ギャラリーへ/
展示期間=１２月２４日（土）～１
月１５日（日）（12月28日（水）～1
月4日（水）は休館）

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/

♦♦♦
「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
本八幡の名所・名店を巡る街歩きです。申し
込み不要。当日直接集合場所へ。小雨決行。
コース ＪＲ本八幡駅→本八幡駅南口の名
店→藪知らず→県立現代産業科学館（入
場は無し）→一番街の名店→葛飾八幡宮
→本八幡駅北口の名店→永井荷風終焉
の地→大黒家→ＪＲ本八幡駅

１１月３０日（水）午前１０時（９時５５分ＪＲ
本八幡駅南口改札下集合）～午後０時３０
分（ＪＲ本八幡駅解散）

☎３３４-５７１０同会
（観光交流推進課）

♦♦♦
自然博物館の催し

☎３３９-０４７７同館（いずれも荒天中止）
◆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。

１１月２７日（日）午前１０時（観賞植物園
入口集合）～正午
◆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。

１２月３日（土）午前１０時（動物園券売所
前集合）～１１時３０分
♦♦♦
煌 ｋｉｒａｍｅｋｉ２０１６
国指定天然記念物 千

せ ん ぼ ん い ち ょ う

本公孫樹をライトアップ
江戸時代からの名所で、市内唯一の国指
定天然記念物である「千本公孫樹」をライト
アップします。子どもたちが作った灯籠を参
道に置き、雅楽やお囃

は や し

子、フルートや太鼓の
演奏を行う他、甘酒の配布やフォトコンテス
トなどを行います。

１１月２５日（金）～２７日（日）午後６時～9時
葛飾八幡宮（八幡４-２-１）
☎３３２-４４８８千本公孫樹ライトアップ実

行委員会（葛飾八幡宮社務所）
（観光交流推進課）

♦♦♦
国府台病院祭・市民公開講座
市民公開講座では「胃がん・大腸がん治療
最新事情～今どきの内視鏡・腸内環境って
～」と題し、下記３つのテーマについて講座
を行います。

１２月３日（土）①病院祭＝午前１０時～
午後３時３０分②市民公開講座＝午後１時
３０分（受付は３０分前から）～３時
内 講①健康相談、各種測定、院内紹介ツ
アー、作品展示など②（１）がんの早期発見・
早期治療のための内視鏡検査・内視鏡手
術について知ろう／赤澤直樹氏（消化器
内科医師）（２）検診の必要性～がんになら
ないためには～／山﨑美穂氏（がん化学療
法看護認定看護師）、津國志保氏（がん性
疼痛看護認定看護師）（３）がん予防のため
の腸内環境を整える食生活を知ろう／阿部
裕二氏（管理栄養士）

国立国際医療研究センター国府台病院
（国府台１-７-１）

市民公開講座のみ当日先着１００人
☎３７２-３５０１同病院

（保健医療課）
♦♦♦
市川児童合唱団コンサート「ＬＯＶＥＬＹ ＣＯＮＣＥＲＴ」
同合唱団とチェコの少女合唱団イトロの
ジョイントコンサートを行います。

１２月３日（土）午後３時～５時
メディアパーク市川グリーンスタジオ
先着５０人
☎７１１-２４０５同合唱団（神田）

（国際交流課）

「冬の流星群」と題したクラリネットとピアノに
よるコンサートや、冬の星座についてのプラ
ネタリウム投影をお楽しみください。

　地上１５０メートルのアイ・
リンクタウン展望施設から初
日の出を見て、新年の門出を
祝いましょう。

▲富士山も見える絶景スポットです

１２月４日（日）午後２時（受
け付けは３０分前）～3時30分

少年自然の家
小学生以上、先着２００人

１２月３日（土）までに、代表
者氏名・電話番号・参加人数
を☎３３７-０５３３同施設（月曜
日を除く）

平成29年1月1日（祝）午前６時～７時３０分
アイ・リンクタウン展望施設展望ロビー及び屋上階

（強風の際は屋上階への入場を中止する場合があります）
市内在住の方、抽選で７０組（１組５人まで）
はがき（１枚に１組５人まで、２枚目以降の申し込み

は無効）に参加人数と、参加者全員の住所・氏名・電
話番号を書き、１１月２９日（火）必着で観光交流推進課

「初日の出特別観覧」係（〒２７２-００２１八幡３-３-２-
４０８グランドターミナルタワー本八幡）１２月２日（金）午
後２時にアイ・リンクタウン展望施設交流ラウンジで公
開抽選会を行った後、当選者のみ封書で通知。

☎７１１-１１４２同課

抽選で
７０組

音楽と星空のコラボレーション
プラネタリウムコンサートで幻想的なひとときを

アイ・リンクタウン展望施設
初日の出特別観覧にご招待

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

 〈広報広聴課〉
いちかわふらり　まち歩き

行徳の歴史探訪
冬を彩る

花の産地いちかわ

11月19日（土）〜25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）

11月26日（土）〜12月2日（金）

特集 特集

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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