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特集 1 特 集 1

平成26年の市制施行80周年において、名誉市民に
なった洋画家 中山忠彦氏にちなみ、「中山メモリアル
ギャラリー」と名付けました。主に市の収蔵作品の展
示スペースとして、年数回の企画展を開催します。

▲ステージから見た客席

▲座席とステージを収納した状態

施設概要　八幡４-２-１ ☎ ３３５-１５４２（この番号は３月１日（水）以降使用できます）
開館時間 午前9時～午後9時
休 館 日 毎月第2・4月曜日（祝日の場合、翌平日）、年末年始（12月28日～1月4日）
アクセス ・ＪＲ総武線本八幡駅・都営新宿線本八幡駅から徒歩約８分
 ・京成線京成八幡駅から徒歩約５分
 ・駐車場17台（20分100円）

３月１１日（土）午後１時３０分～３時３０分
ホール
出演 海宝 直人（俳優・シンガー）
国府台女子学院合唱部、市川交響楽団
市内在住・在勤・在学の方、抽選で200人
往復はがき（1枚で2人まで）に参加者全員の必要事項

（6面上段参照）を書き、２月20日（月）必着で文化振興課
（〒272‐0023南八幡4-2-5いちかわ情報プラザ2階）

主な貸し出し施設の使用料

市が誇る名誉市民の方々の作品をお楽しみください。
3月14日（火）～５月28日（日）
午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで）
中山メモリアルギャラリー（第１展示室）
一般（高校・大学生を含む）２００円、団体料金（25人以

上）１６０円、65歳以上１６０円、中学生以下は無料、障害
者手帳をお持ちの方とその付き添いの方（1人）は無料

　合唱団の創設当初から
市民会館を使用していまし
た。全日警ホールは、駅か
ら近いという利便性や定員
326人という、合唱の練習
や小規模なコンサートを行
うのにちょうどいい大きさ
で、開館したらぜひまた使
用したいと考えています。

モーツァルト記念合唱団　
指揮者 津田 雄二郎さん

市民の文化活動を
行うことのできる会議室

出会い、交流する施設

歴史ある周辺の景観との
一体感のある外観

歴史を継承する施設

一時避難場所としても可能な耐震性と
防災倉庫（備蓄倉庫）を備える

災害時は避難所として使用できる施設

市民の文化活動の練習と発表の場
芸術を身近に感じられる展示室

市民の文化力を高める施設

1階
2階

施設を使用できる方 （1）市民等…市内在住、在勤、在学の方、半数以上がこれらの方で
構成される団体又は市内に事業所を有する法人（営利を目的とした事業を行うものを除く）。
（2）市民等以外…上記の「市民等」に該当しない方。

使用者登録申請書は市公式Wｅｂサイトのほか、文化振興課で配布しています。団体名簿（書式自
由、氏名、住所記載）を添えて申し込みください。※展示室は１日当たりの使用料となります。

❶使用者登録
❷施設予約システムによる抽選
❸予約

・抽選に参加するには、使用者登録を行ってください。
・抽選後の空き時間帯は、窓口や電話でも随時予約
できます。

市民等の使用方法の流れ

使用区分と料金（1時間あたり※別途消費税相当額加算）

※市民等以外の方は使用方法が異なりますのでお問い合わせください。

インタビュー

開館が待ち遠しいです

利用にあたり施設を自由に見学できます。申し込みは不要です。
３月１日（水）～９日（木）午前10時～午後5時（土・日曜日も行います）
■施設案内ツアー 午前11時、午後3時（1日2回。40分程度）

施設内覧会

開館記念演奏会

開館記念 名誉市民作品展

第18回
市川の文化人展
髙橋甲

き

子
ね

男
お

展

▲髙橋甲子男 「宙から」

　全日警ホールの開館に合わせて、芳澤ガーデン
ギャラリーでは、ゆかりの文化人や芸術家を紹介
する「市川の文化人展」を開催します。今回は、現
代美術を追求する抽象画家 髙橋甲子男の世界
をお楽しみください。
2月11日（祝）～3月20日（祝）

午前9時30分～午後４時30分（入館は午後4時まで）
休館日 月曜日（3月20日（祝）は開館）
芳澤ガーデンギャラリー
一般（高校・大学生を含む）300円、団体料金（25

人以上）240円、65歳以上240円、中学生以下は無
料、障害者手帳をお持ちの方とその付き添いの方1
人は無料、文化人展の会期中に限り、東山魁夷記
念館との利用者相互割引を実施

区分 定員  市民等の使用料 市民等以外の使用料 市民等の予約の抽選申込
ホール（全面） 326人 4,940円 5,920円 13カ月前
ホール（半面） ― 2,470円 2,960円 ３カ月前
第2展示室※ （73m2） 8,640円 10,360円 ７カ月前

練習室（第1・第2一体）（120m2） 1,180円 2,380円

4カ月前

第1練習室 （60m2） 590円 1,190円
第2練習室 （60m2） 590円 1,190円
第１会議室 41人 590円 1,190円
第２会議室 41人 590円 1,190円

第３会議室（全面） 110人 1,520円 3,040円
分割 第3会議室-1 49人 740円 1,480円
分割 第3会議室-2 61人 780円 1,560円

受付時間 月曜～金曜日午前９時～午後５時（３月14日（火）以降は開館時間内）
受付場所 ２月28日（火）まで＝文化振興課（南八幡4-2-5いちかわ情報プラザ2階）
 3月１日（水）以降＝全日警ホール

▲藤田喬
きょう

平
へ い

「飾
かざり

筥
ば こ

 紅白梅」

▲モーツァルト記念合唱団のみなさん（前列が津田さん）

海宝 直人
市川市出身・国分高校卒業
ミュージカルで活躍中

壁面にバレエのバーや鏡を備えています。
可動間仕切りを外すことにより、2部屋を一
体で使用できます。防音機能を備えています。

第1・2練習室
県内産の木材を使い、自然光
も多く取り入れるなど、周囲の
景観との調和を図っています。

階段

ステージと座席は壁面に収
納し、段差のない状態で使
用することができます。半面
での利用も可能です。 プロジェクターとスクリーンを備

えています。可動間仕切りによ
り二分割で使用できます。

各会議室にはプロジェクターと
スクリーンを備えています。

市民ギャラリーとして
利用できます。

ホール

第３会議室

第1・2会議室

第２展示室

中山メモリアルギャラリー（第1展示室）

施設の
コンセプト

「　　　　       」は市民の多様な
文化芸術活動の場に

　全日警ホールは、地域の文化振興・交流の拠点
として、多目的に利用できるホールと、練習室、会
議室、展示室からなる施設です。１階にある展示室
では、主に市の収蔵美術作品や市川ゆかりの芸
術家の作品などを、年間を通して展示します。本
ホールでは、市民のみなさんが幅広く交流し、文化
と地域コミュニティを育む場としていきます。
　3月1日（水）から9日（木）までは内覧会を実施し、
3月14日（火）から施設の利用を開始します。また、
11日（土）に開館記念イベントを行います。

☎ ３００-８０２０文化振興課

３月１日水から９日木までは内覧会を実施
14日火から施設利用を開始


