
 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、Ｄ
ＶＤ、ブルーレイに写し替えてみませんか。

１月２８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
撮影した８ミリフィルムと録画用ＶＨＳテー

プまたはＤＶＤ-Ｒ・ＢＤ-Ｒ
☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）
♦♦♦
２０１７開園イベント
ミニ鉄道に恒例の蒸気機関車が登場
本物同様に石炭を燃やして蒸気の力で走
る本格的ミニ蒸気機関車（ミニＳＬ）の特別
運行を行います。新幹線Ｅ５系「はやぶさ」

（ミニ鉄道）も走ります。
１月３日（火）ミニＳＬ＝午前１０時３０分～

正午、午後１時～２時３０分。ミニ鉄道＝午
前９時４５分～正午、午後０時４５分～４時

動植物園内ミニてつ広場
入園料（高校生以上４３０円、小・中学生

１００円）と乗車券（１歳以上１回１００円）
☎３３８-１９６０同園

♦♦♦
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、新鮮なホンビノス貝、シ
ジミ、板ノリの直売を行います。

１２月１８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）
♦♦♦
視察研修会
江戸川第二終末処理場に行こう
江戸川左岸流域下水道事業の役割や仕
組みなどを学びます。

１月３１日（火）午前９時３０分（ 本庁舎

集合）～正午
江戸川第二終末処理場
先着30人
１月20日（金）までに☎７１２-６３０５環境

政策課（江戸川を守る会市川支部事務局）
♦♦♦
親子冬の天体観望会
冬の大町の豊かな自然を満喫しましょう。野外
での汁粉作り体験、天体観望会（天体望遠
鏡、双眼鏡使用）。天候によっては、プラネタリ
ウム鑑賞と講師による星の話に変更します。

１月１５日（日）午後３時３０分（受け付けは
３０分前）～６時３０分

少年自然の家
市内在住の小・中学生を含む家族、先着

１０組（１組８人まで）
汁粉材料など
１月１４日（土）までに必要事項（６面上段

参照）と参加人数を☎３３７-０５３３同施設
♦♦♦
速報展「新発見外環自動車道の遺跡」
第６回後通遺跡と関連講演会
外環自動車道建設に伴う発掘調査で確認
された遺跡を紹介する展示会です。今回は
須和田１丁目にある後通遺跡を展示します。

５月２８日（日）まで
考古博物館

◆関連講演会「後通遺跡の発掘成果」
１月２２日（日）午後２時～３時４０分
歴史博物館

講大久保奈奈氏（千葉県教育振興財
団）、他

先着６０人
☎３７３-２２０２考古博物館

♦♦♦
自然博物館の催し

☎339-0477同館（①、②は荒天中止）
①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。

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。

…発売初日は１０:００から下
記施設窓口またはＷｅｂで受け
付け。電話予約は１５:００から。
文化会館☎３７９-５１１１/行徳
文化ホールＩ＆Ｉ☎７０１-３０１１/芳
澤ガーデンギャラリー☎３７４-
７６８７。いずれも発売翌日からは

電話・窓口（上記３施設）・Ｗｅｂ
で受け付け。

１２月１７日（土）発売
市民文化サポーター企画事業
午後のクラシック
世界の音楽シリーズ ｖｏｌ.２
〜北米の音楽〜
２月１２日（日）１４：００/文化会館
ローズルーム/出演＝倉内理恵

（クラリネット）、大森健一（チェ
ロ）、山元香那子（ピアノ）/曲目
＝ラプソディー・イン・ブルー、テネ
シーワルツ、他/全席自由８００
円/ １００円引き/ /

１月５日（木）１０：００受付開始
芸術映画鑑賞会

「菩提樹」（１９５６年・西ドイツ）
「続・菩提樹」（１９５8年・西ドイツ）

３月１５日（水）１３：００（１６：３５終
演。休憩あり）/文化会館小ホー
ル/入場無料/ ☎３７９-５１１１
文化会館 （定員になり次第締
め切り）/

好評発売中

文化会館

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/
成田達輝＆萩原麻未 
デュオコンサート
２月１８日（土）１４：００/小ホー
ル/曲目＝ベートーベン「ソナタ
第9番クロイツェル」、他/全席
指定 ３,０００円/ １,０００円
/ 一般のみ５００円引き/
爆生お笑いｉｎ市川
２月１８日（土）①１１:００ ②１４:
００/大ホール/出演＝北陽、流
れ星、じゅんいちダビッドソン、ど
ぶろっく、ニッチェ、三四郎、厚
切りジェイソン、鬼ヶ島、平野ノ
ラ/全席指定３,６００円、当日
4,100円/３歳以上有料。３歳
未満入場不可

行徳文化ホールＩ＆Ｉ

ピアノジャック
Ｃｉｎｅｍａ Ｐｏｐｃｏｒｎ Ｔｏｕｒ ２０１７
1月１４日（土）１７：００/全席指定
５,０００円、当日６,０００円/小学
生以上有料。未就学児童は無
料 （大人1人につき子ども1人
まで膝上可。席が必要な場合
は要チケット）
東京シティ・フィル 子どもの
ためのクラシック音楽劇
くるみ割り人形
チャイコフスキー作曲
２月２５日（土）１１：００/全席指
定大人１，０００円/子ども５００
円（２歳～小学生）/１歳以下
無料（膝上鑑賞に限る）

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/

１２月２５日（日）午前１０時（観賞植物園
入口集合）～正午
②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。

１月７日（土）午前１０時（動物園券売所
前集合）～１１時３０分
◆自然講座
内①１月２１日（土）「花屋の花を観察す

る」②１月２８日（土）「街かど自然探訪を取
材して」、いずれも午後６時～８時（室内講
座）

八幡市民談話室
♦♦♦
中央図書館主催

『おんな城主直虎』関連講座
平成２９年ＮＨＫ大河ドラマ放映にあわせ、

『おんな領主井伊直虎』の著者が、調査研究
のために図書館をどのように利用してきたか
など、図書館の活用方法について話します。

１月２７日（金）午後２時～４時
メディアパーク市川地下集会室
抽選で２６人

講渡邊大門氏（株式会社歴史と文化の
研究所代表）

往復はがきに必要事項（６面上段参照）
を書き、１月１０日（火）必着で中央図書館

（〒２７２-００１５鬼高１-１-４）
☎３２０-３３４６同館

♦♦♦
平和映画会
平和の大切さを考える機会として、子どもに
も分かりやすい平和に関するアニメ映画の
上映会を開催します。

１２月２７日（火）午後１時３０分（開場は
３０分前）～３時２０分

メディアパーク市川グリーンスタジオ
上映作品　「はらぺこあおむし」「青い目の
人形物語」「クリスマスキャロル」

先着２２０人
☎７０４-４１２９総務課

♦♦♦
ニューイヤーコンサート
バイオリン・チェロ・ピアノのトリオ「アラベス
ク」による生演奏をお楽しみください。

１月２７日（金）午後２時～３時３０分
男女共同参画センター
先着１００人
☎３２６-５５４８ナルク市川

（男女共同参画課）

　コミュニティバス１日乗車券を使って、和菓子作りやお寺
見学など、大柏地区を中心に広く市内をまち歩きします。

　クリスマスを彩る「イルミネーションとお花」の作品が集まります。期間中、来
場者の投票で、イルミネーション・フォト部門、フラワーリース部門、寄せ植え部門
の3部門の大賞を決めます。

コース 文学ミュージアム→大柏出張所→昼
食（自由行動）→峰月堂→本光寺→JR市
川大野駅（解散）。高低差のあるコースを歩
きます。

１月２０日（金）午前１０時～午後３時３０分
（小雨決行）

小学生以上の方、抽選で２０人

７００円
はがき（１枚２人まで）に参加者全員の必

要事項（６面上段参照）と参加人数を書き、
１２月２６日（月）必着で観光協会事務局

（〒２７２-００２１八幡３-３-２-４０８グランドターミ
ナルタワー本八幡）

☎７１１-１１４２観光交流推進課

コミュニティバスを使ったまち歩き

イルミ・フラワーコンテスト２０１６開催

12月21日（水）～25日（日）午前10
時～午後5時（25日は正午まで）

メディアパーク市川エントランスホール
☎７０４-０００３まち並み景観整備課

色とりどりのリースと寄せ植えを見に来てください▶

押絵羽子板「お祭り佐七」▼

　羽子板は、女の子の健やかな成長を願う贈り物で、初正月に
羽子板を贈る習わしは、古くから魔

ま よ

除けや厄払いの意味があると
されています。今回は明治から平成にかけて制作された押絵羽子
板を展示します。同時開催の和洋女子大学文化資料館サテライ
ト展示「服飾ひな形」では、同大学前身の和洋裁縫女學校・和洋
女子専門学校で裁縫技術の習得のために制作された明治から
昭和初期のひな形作品を展示します。

１月７日（土）～２月５日（日）の金・土・日曜日、１月９日（祝）、午前
９時３０分～午後４時３０分（正午～午後１時は入館不可）

清華園　　 ☎３００-８０２０文化振興課

光と花の競演

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〉

12月17日（土）〜23日（金） 12月24日（土）〜31日（土）

みんなで実践 生ごみダイエット特集 梨丸と振り返る  市川ダイジェスト2016特集

和菓子作り体験 ＆ お寺見学

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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