
 イベント
♦♦♦
文学ミュージアムの催し
ABは本日９時から☎３２０-３３３４同施設

（月曜日休館）
A８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映像をＶＨＳ、ＤＶＤ、
ブルーレイに写し替えてみませんか。
３月１８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

Bデジカメ講座①基本的な使い方編②こ
だわり撮影編
①３月７日（火）・９日（木）・１１日（土）午後１

時３０分～５時②３月８日（水）・１０日（金）・１２
日（日）午後１時３０分～５時
文学ミュージアム

内①デジカメの機能や、オート撮影以外で
の撮り方②思い通りに撮影するテクニック
市内在住・在勤・在学の中学生以上の

方、各日１６人
１,０００円
カメラとテレビをつなぐケーブルなど

C水木洋子名作映画鑑賞会
水木洋子邸展示テーマ「水木洋子と音楽」
にちなみ、水木洋子脚本映画「ここに泉あり」
（１５０分）を上映します。
３月４日（土）午前１０時１５分、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４０人（申し込み不要）

♦♦♦
春風ウオーキング
～歴史的・文化的建築物を訪ねよう～
国登録有形文化財「日本福音ルーテル市
川教会会堂」、歴史的価値の高い「木内
ギャラリー」、皇室ゆかりの「化学療法研究
所附属病院恩賜館」、千葉県建築文化賞
を受賞した「回向院市川別院」などを、ボラン
ティアガイド市川案内人の会のガイドととも
に巡ります（高低差の多い場所を歩きます）。
３月９日（木）午前１０時（集合は１０分前に
京成線国府台駅）～午後３時（雨天決行）
小学生以上の方、抽選で２０人（小学生

は要保護者同伴）
１,１００円（昼食代、保険代含む）
往復はがきに参加者（２人まで）全員の

必要事項（６面上段参照）を書き、２月２８日
（火）必着で観光協会事務局（〒２７２-
００２１八幡３-３-２-４０８）。
☎７１１-１１４２観光交流推進課

♦♦♦
ＺＯＯワンポイントガイド 動物病院探検
普段は公開していない動物病院を案内しま

す。動物園の獣医の仕事についてお話しし
ます（緊急の治療が入った場合は中止）。
２月２６日（日）午後２時３０分
動植物園
先着２０人
入園料のみ
当日、同園管理棟１階窓口
☎３３８-１９６０同園

♦♦♦
春のオリジナルリースを作ってみませんか
毎日の生活に花を取り入れてみませんか。プ
リザーブドフラワーなど使って自分だけの季
節のリースを作ります。
３月５日（日）午後１時３０分
観賞植物園
先着２０人
１,０００円
☎３３８-１９６０同園

♦♦♦
歴史博物館出張展示会
市川市域では、１９４４年１１月～１９４５年３
月に、少なくとも１２回の空襲被害がありまし
た。被災写真、市域に落とされた焼

しょうい

夷弾空
筒などの実物資料を展示します。
３月２０日（祝）まで
中央図書館

◆関連行事「展示説明会」
２月２６日（日）午後２時～２時３０分／

中央図書館
☎３７３-６３５１歴史博物館

♦♦♦
春の火災予防運動
Ｓ
ス プ リ ン グ

ｐｒｉｎｇ Ｆ
ファイヤー

ｉｒｅ Ｆ
フ ェ ス テ ィ バ ル

ｅｓｔｉｖａｌ
消防業務への理解を深め、防火意識の高
揚を図るための催しです。消防音楽隊、妙典
中学校吹奏楽部による演奏と、子どもから
大人まで楽しめる企画があります。
３月４日（土）午前１０時～正午（雨天中
止）
東京メトロ東西線妙典駅前広場（妙典

４-１）
☎３９７-０１１９南消防署（当日は☎３３３-

３６３６消防局テレホンガイド）
♦♦♦
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　　
学芸員と一緒に長田谷津（大町自  20
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。
２月２６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。

発売開始情報
…発売初日は１０：００から

特別電話☎３９３-７１１１または
Ｗｅｂ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。
☎３７９-５１１１文化会館/☎
７０１-３０１１行徳文化ホールＩ＆
Ｉ/☎３７４-７６８７芳澤ガーデン
ギャラリー。いずれも発売翌日か

らは電話・窓口（上記３施設）・Ｗ
ｅｂで受け付け。

3月11日(土)発売
東京交響楽団
「親子で楽しむ木管5重奏」
6月18日(日)14:00（15:15から
ワークショップ。詳細下記）/文化
会館小ホール/出演＝東京交響
楽団メンバー/曲目＝久石譲（丸
山和範編曲）「魔女の宅急便より
『海の見える街』」、他/全席指定
一般2,000円 1,000円/ 一
般のみ200円引/ /
◆クラリネット＆フルート体験
ワークショップ
上記公演チケット購入の小

学6年生まで。先着40人 チ
ケット購入時に申し込むか、文

化会館に電話。

３月４日(土)発売
芳澤ジャズライブ２０１７
６月４日（日）１４：００/芳澤ガーデ
ンギャラリー/出演＝佐山雅弘
（ピアノ）、藤原清登（ベース）、
他/全席自由２,２００円/ ２００
円引き/ /

好評発売中

文化会館

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/
全席指定一般３,０００円 １,０００
円/ 一般のみ５００円引き/

市川市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
2月19日（日）～26日（日）10:00
～17:00（最終日は15:00まで）
/展示室/入場無料
こまつ座 第116回公演
私はだれでしょう
４月８日（土）１５：００（プレトーク
１３：３０から。詳細下記）/大ホー
ル/作＝井上ひさし/演出＝栗山
民也/出演＝朝海ひかる、吉田
栄作、朴勝哲（ピアノ）、他/全席
指定5,000円/ 500円引/
◆こまつ座 井上麻矢代表によ
るプレトーク
4月8日（土）13:30／ローズルー
ム／ 上記公演チケット購入
者。先着200名／ 3月1日（水）
10：00から文化会館に電話。

午後のクラシック
４月９日（日）１４：００/ローズルー
ム/出演＝髙品綾野（ソプラ
ノ）、柴垣健一（ピアノ）/全席自
由８００円/ １００円引き/  
市川ろうそく能
5月6日（土）17:00/小ホール/出
演＝九世 橋岡久太郎（能「吉野
天人」）、九世 野村万蔵（狂言
「成上り」）/全席指定5,000円/

行徳文化ホールＩ＆Ｉ

ママも楽しい０歳からコンサート
2月27日（月）11:00（11:45終演
予定）/出演＝中村里奈（バイオリ
ン）、朝倉麻里亜（メゾソプラノ）、
田中優子（ピアノ）/全席指定600
円、子ども無料（座席必要の場合
チケット購入）/0歳から入場可

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/

３月４日（土）午前１０時（動物園券売所
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。
３月５日（日）午前１０時（観賞植物園入口
集合）～正午
♦♦♦
市川産のホンビノス貝、生ノリなどの直売
新鮮なホンビノス貝、生ノリ、焼ノリを直売し
ます。
２月１９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）
♦♦♦
親子漁場見学会
地元の漁師と漁船に乗り、ノリやアサリなど
の漁場を見学します。
３月１８日（土）午前９時３０分～１１時（荒
天中止）
行徳漁業協同組合前（塩浜１-１７-３）
市内在住の小学生と親（２人１組）、抽選

で１０組
１組５００円
往復はがきに親子の必要事項（６面上

段参照）を書き、３月３日（金）必着で市川市

魚食文化フォーラム実行委員会（〒２７２-
０１９２末広１-１-３１）
☎３５９-１１１１地域整備課

♦♦♦
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
～皇室ゆかりの恩賜館と梅をめでる～
申し込み不要。当日直接集合場所へ。
コース 国府台病院（国府台1-7-1）前（集
合）→じゅんさい池緑地→恩賜館→大河原
ハーブ園→矢切バス停（解散）
２月２４日（金）午前１０時～午後０時３０分

（小雨決行）
先着３０人
☎３２４-７７５１同会

（観光交流推進課）
♦♦♦
市川市ボランティア協会映画会
「筆子・その愛～天使のピアノ～」（１１９分）
を３回上映します。
３月２７日（月）①午前９時３０分②正午③
午後２時３０分
文化会館
前売り券大人５００円（当日８００円）、小

学生・障害者３００円
☎０８０-１２８４-２８５６同協会

（ボランティア・ＮＰＯ課）

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〉

2月18日（土）～24日（金） 2月25日（土）～3月3日（金）
和洋女子大学×市川市包括協定

今年一年を振り返る特集 平成29年度
施政方針・教育行政運営方針特集

　市民と消防とのコミュニケーションを築き、防
火思想の普及高揚を図るための催しです。消防
音楽隊による演奏や住宅用火災警報器及びＡ
ＥＤの展示・説明などを行います。

３月５日（日）午前９時
３０分～正午（雨天中
止。当日午前６時３０分
決定）
じゅん菜池緑地

☎３３３-２１１６消防
局予防課（当日は☎
３３３-３６３６消防局テレ
ホンガイド）

　春のうららかな陽気と梅の香りに誘われて、
じゅん菜池緑地のイベントを楽しみませんか。

じゅん菜池緑地梅まつり

▲今回はどんな曲を披露するのか、
楽しみですね

　緑と水が美しいじゅん菜池緑地は梅
の名所でもあり、梅の見頃に毎年梅ま
つりが行われます。バザーや出店が並
ぶ他、楽しい企画がたくさんあります。

３月５日（日）午前９時３０分～午後２時
じゅん菜池緑地
☎３７３-５７１１梅まつり実行委員会

（中国分自治会館内） 
（地域振興課）

梅に誘われて出掛けませんか

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

8お出かけ広報いちかわ　2017年（平成29年）2月18日　No.1562


