
 イベント
♦♦♦
公民館の講座・催し
◆曽谷公民館「手軽に季節の家庭料理を
楽しもう」
楽しくエコクッキングを学びます。

２月２４日（金）、３月１０日（金）午前１０時
～午後１時

曽谷公民館
市内在住・在勤・在学の方、抽選で１６人
１,２００円
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、２月４日（土）必着で同館（〒２７２-
０８３２曽谷６-２５-５）

☎３７２-２８７１、ＦＡＸ３７２-２８７２同館
◆信篤公民館「親子で作ろう 祭り寿司」
アンパンマンの祭り寿司を作りましょう。

２月２３日（木）午前１０時３０分～午後12時３０分
信篤公民館
市内在住・在勤・在学の保護者と未就

園児、抽選で１２組
５００円
往復はがきに参加者全員の必要事項

（６面上段参照）を書き、１月３１日（火）必着
で同館（〒２７２-００１３高谷１-８-１）

☎３２７-６８０７、ＦＡＸ３２７-００４７同館
◆信篤公民館「スマートフォンを持って、
さっそうと街へ繰り出そう」
貸出機によりスマートフォンの基本操作や
便利な機能の安全な利用方法を学びます。

２月２日・９日・１６日、いずれも木曜日午前
１０時～正午（全３回）

信篤公民館
市内在住・在勤・在学の方、抽選で１２人

講ドコモショップ市川社員
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、１月２７日（金）必着で同館（〒２７２-
００１３高谷１-８-１）

☎３２７-６８０７、ＦＡＸ３２７-００４７同館
（社会教育課）

♦♦♦
行徳図書館リサイクルブック市
図書館で不要になった本を無料で差し上げ
ます（１人５冊まで）。

１月２８日（土）午前１０時（３０分前から整理
券配布）～午後３時（時間ごとの入場入替制）

行徳公民館
持ち帰り用の袋
☎３５８-９０１１行徳図書館 

♦♦♦
動物をつくろう
簡単なペーパークラフトをご家族でどうぞ。

１月２９日（日）午後２時３０分　
動植物園内（管理棟１階窓口で受け付け）
先着約４０人
入園料（高校生以上４３０円、小・中学生

１００円）
☎３３８-１９６０同園

♦♦♦
親子で火を囲もう
親子でたき火を囲んで火の暖かさや明るさ
を味わって楽しみましょう。

２月１９日（日）午後２時３０分（受け付けは
２０分前から）～５時３０分

少年自然の家
小学校４年生～中学生までを含む親子、

先着１０組（１家族５人まで）
５９０円（１組）
１月２１日（土）から☎３３７-０５３３同施設

（月曜日休所）
♦♦♦

〔芸術祭・文化祭〕市川市邦楽連盟演奏会
①２月４日（土）午後１時～３時３０分②２

月５日（日）午前１１時～午後０時３０分、午後
２時～３時３０分　

文化会館　
内 ①長唄演奏「末広狩」、他。日本舞踊

「娘道成寺」、他。出演=人間国宝 堅田喜
三久氏（はやし方）②演劇公演「瞼

まぶた

の母」
②のみ１,５００円
☎０９０-４５９２-２５１５同連盟（松島）

（文化振興課）
♦♦♦

「邦楽コンサート 三味線デュオ」
１月２２日（日）午前１１時（開場は３０分

前）～１１時４５分
郭沫若記念館　

出演 簑田弘大氏・都築かとれ氏
先着２０人

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。

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/
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
２月１２日（日）１４：００/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/
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「バイオリンソ
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/
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 
おとな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）

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/

☎３７４-７６８７芳澤ガーデンギャラリー
（文化振興課）

♦♦♦
季節の展示「冬 辻切り」
歴史博物館にある辻切りの大蛇に関する
展示を行います。

１月２０日（金）～２月２８日（火）。ただし、２月
１４日（火）～１７日（金）は館内整備のため臨
時休館。

歴史博物館
☎３７３-６３５１同館

♦♦♦
ふれあいフェスタ
県立市川特別支援学校中学部・高等部の
作業・学習製品の展示・販売、同校の紹介。

２月４日（土）
中学部＝ホームセンターコーナン（午

前１０時～午後１時１０分）、高等部＝ホーム
センターコーナン・信篤公民館（いずれも午
前１０時～午後３時３０分）

☎３２７-４１５５同校高等部（午
ご

来
らい

）
（障害者支援課）

♦♦♦
気象庁出前講座

「異常気象」と「地球温暖化」をテーマに、講
演会を開催します。

２月４日（土）午後１時３０分～３時３０分
ニッケコルトンプラザ コルトンホール（鬼

高１-１-１）
先着６０人
２月１日（水）までに☎７１２-

６３０６またはＥメール（QR
コード参照）で環境政策課
♦♦♦
東山魁夷記念館「冬のワークショップ」
日本画の画材（岩絵具）で色紙におひな様を
描きます。

２月１１日（祝）正午～午後４時　
東山魁夷記念館及び第四中学校
抽選で３０人（小学生は保護者の参加

が必要）未就学児、見学だけの入場不可

高校生以上１,０００円、小・中学生５００円
往復はがきに参加者全員の必要事項

（６面上段参照） を書き、１月３０日（月）必着
で同館（〒２７２-０８１３中山１-１６-２）

☎３３３-２０１１同館
♦♦♦
自然博物館の催し

☎３３９-０４７７同館（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。

１月２９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。

２月４日（土）午前１０時（動物園券売所
前集合）～１１時３０分
♦♦♦
クリーンスパ市川に抽選で無料招待
隣接するクリーンセンターの余熱を利用し、
プールや温浴施設などを運営するクリーン
スパ市川に抽選で無料招待します（一部、
飲食など有料）。詳しくは、市公式Ｗｅｂサイト
をご覧ください。

２月９日（木）～10日（金）、２月13日（月）～
15日（水）

抽選で５００組１，０００人
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、１月30日（月）まで（消印有効）にクリー
ンスパ市川（〒２７２-００１２上妙典１５５４）

☎３２９-６７１１同施設
 （クリーンセンター）

 訂正
１２月１７日号８面、中央図書館主催『おんな
城主直虎』関連講座における、講師・渡邊
大門氏の著作が『おんな城主直虎』とある
のは『おんな領主井伊直虎』の誤りでした。
おわびして訂正します。

　みなさんは普段出しているごみがどのように処
理されているか知っていますか。疑問にお答えす
るツアーを開催します。

　バスで行く宮内庁新浜鴨場の見学会を開催します。
２月２１日（火）・２４日（金）見学時間＝午前

１０時～１１時３０分
宮内庁新浜鴨場（新浜２-５-１）
市内在住の方、抽選で各３５人
往復はがき（１枚４人まで）に参加者全

員の必要事項（６面上段参照）と希望日、
希望集合場所（市役所または行徳支所）

を書き、２月３日（金）必着で広報広聴課
（〒２７２-８５０１※住所不要）。返信者を代
表者とし、記載もれ・重複申し込みは無効
です。宮内庁に参加者名簿を提出します。
公開抽選 ２月７日（火）午後０時２０分／

第１-２委員会室 
☎３３４-１１０７同課

１月２１日(土)発売
４月８日（土）１５：００/文化会館大ホール/敗戦後の混
乱期。消息不明の肉親・知人を探すラジオ番組「尋
ね人」を舞台に描かれる井上ひさし渾

こ ん し ん

身の音楽劇/
全席指定５,０００円/ ５００円引き/ /

こまつ座井上麻矢代表によるプレトーク
３月１日(水)10：00受付開始

４月８日（土）１３：３０/文化会館ローズルーム/
上記チケット購入者対象。先着２００人/ ☎
３７９-５１１１文化会館へ電話

 市民限定の特別公開

２月１６日（木）午前８時４５分～午後４時
市役所集合⇒日鉄住金物流君津株

式会社市川リサイクル事業所⇒クリーン
センター⇒株式会社ハイパー・サイクルシ
ステムズ

市内在住の方、抽選で３０人

３６０円（弁当注文者）
往復はがきまたはＦＡＸ７１２-６３２０で

必要事項（６面上段参照）とお弁当を持
参するか注文するかを書き、２月１日（水）
必着で循環型社会推進課（〒２７２-
００３３市川南２-９-１２）

☎７１２-６３１７同課

朝海ひかる

吉田栄作

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〉

1月21日（土）〜27日（金） 1月28日（土）〜2月3日（金）

ちょっとこわ～い  市川ふしぎ話特集 子育て応援施設に行こう特集

ごみ処理施設
見学ツアーを開催

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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