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市川市 総合案内所：JR下総中山駅・清華園
10月15日（土）～16日（日）　10時～16時歴史と文化のまち「中山」

中山街回遊展 ２０１１
イベントガイド

各会場は駐車場が
ございませんので、

車でのご来場はご遠慮ください。

主　　　　催：中山街回遊展実行委員会・市川市
問　 合　 せ：実行委員会事務局（市川市文化振興課）
	 TEL047-300-8020
開催日問合せ：総合案内所・本部（清華園）	 TEL047-333-6147

10月15日（土）12時〜16時
10月16日（日）10時〜16時

　市川産の新鮮な野菜などの販売や市内で活動している作家や
愛好家のこだわりの手作り小物の販売、地域で活動している福
祉系の事業所も手作り品を販売します。思いがけなく出会った
品々は、生産者や制作者の愛情がたっぷりです。中山回遊展で
出会ったこだわりの品々をまた、どこかのマルシェで発見でき
るかも知れません。是非、貴方のお好みの逸品を探してください。

参加団体一覧（24団体）
ブース

No 団体名 販売する品目 P　　R

１ 市川レンコンの会 お菓子、ジャム 市川レンコンの会は行徳地区を拠点にする福祉事業所です。

２ ステップ レザークラフト品、ビーズアクセ
サリー、布製品 買いたいもの沢山の障がい者の作品。

3 koichimatsumoto
コウイチマツモト 陶芸作品 環境にローインパクトを考えた作品。

3 IRON WARM PLUS
アイアンワームプラス

鉄の店舗什器、看板、インテリア
什器、雑貨等  どこか懐かしくて温かみ が鉄の魅力です。

４ 社会福祉法人 いちばん星 手づくり品
地域にある福祉作業所としての存在をアピールしていくと共に、手づく
り製品の販売で日々の活動の成果を知ってもらい、交流を深める場にし
ていきたいと思います。

5 ＥＤＡ
エダ 古布バック＆アクセサリー 新しさよりも暖かさを感じてください。

5 mio craft
ミオ　クラフト

布小物、アクセサリー、スウィー
ツデコ　feedsackやレースなど

feedsackやリバティなど、大人可愛いシンプルな作品　レースや布の販
売など、店長こだわりの使いやすくて便利な資材もお楽しみに。

6 竹村良訓
タケムラヨシクニ 陶芸作品 水玉、縞々、カラフル。和なのにポップな作品。

6 竹平工務店
タケヒラコムテン 木工作品 建築端材を利用した机、いす、時計等

7 motif＊Y
モチーフ＊ワイ 布小物、革小物

大人かわいいナチュラルが大好きなママグループです。作品を手に取っ
てくださった方が、ほっこりとした気持ちになれたらいいな・・と思い
ながら一つ一つ作っています。

7 東京下町ブロカント
トウキョウシタマチブロカント

キャンドル・布小物・アクセサリー・
木工製品・布ナプキン

大人可愛いもの、素敵なものを手作りしています。皆さんのご満足いく
ように頑張ります。

8 Matiere
マティエール

布小物・ドライフラワー・木工製品・
アクセサリー

素材にこだわり、シンプル・ナチュラルテイストな雑貨を販売。作家の
方の心のこもった作品を是非手に取ってお楽しみください。

8 atelier moon
アトリエ　ムーン

子供服、大人服、布物、布小物、
ビーズアクセサリー、ドライフラ
ワー、木工品、布花など

普段はお教室の先生をされている作り手さんを中心に、活動しています。
ハンドメイド作品を中心に、手芸用品も取り扱い「手づくり」の喜びを
わかちあえたらと思っています。様々なジャンルの作品がそろっていま
す。ぜひ遊びにいらしてください。

9 toitori-ha
トイトリハ 子供服、雑貨、かばん

ママが着せたい子供服をメインに、可愛い雑貨やシンプルなかばんを作
っています。様々なテイストの作品をプチプライスでご用意しています。
どうぞお気に入りを見つけてください。

9 手づくり工房　ことり
テヅクリコウボウ　コトリ 羊毛フェルト雑貨・アクセサリー 羊毛フェルトの作品は、手にとった方のこころをほっこりさせることが

多いようです。私も、そのような作品が作れるように努力しています。

10 DEPOT LOVELIFE
ディーポ　ラブライフ

布小物、ガラス、器、木工、生活
雑貨、リサイクル素材を使った時
計、鏡等々

DEPOTの１Ｆは、明るく楽しく自由な自転車ライフを応援するお店で
す。２ＦLOVELIFEは、日々の生活を清く明るく楽しくする為のお手伝
いをしています。

10 ETERNA
エテルナ 革靴、革小物全般を作製 イタリアフィレンツェにてロベルトウゴリーニ氏に師事。

11 奈良鶏卵園（船橋） 奈良たまごＦ 地元船橋で愛され60余年鶏卵販売。

12 enfiar
エフィアール 天然石アクセサリー

天然石アクセサリーの専門店です。毎日着けたくなるようなネックレスやブ
レスレット、ご自身で制作できるキットなどの材料もご用意してお待ちして
います。世界でひとつだけの作品と出会う楽しみを是非味わってください♪
※15日（土）のみ販売します。

12 at one time
アット　ワン　タイム

DOLL・キッチン小物・生活雑貨・
服・アクセサリーなど

かわいくて、飾って楽しい・使って楽しい手作り雑貨を作っています。
ナチュラル・フレンチ・アメリカンなどのカントリーテイストです。
※16（日）のみ販売します。

12 漁業組合･青年部（船橋） 本場の本物「三番瀬の海苔」 本場の本物「三番瀬の海苔」などを販売します。
13 佃の匠やまと（船橋） 珍味あさり、惣菜類、ほか 船橋市内から、中山街回遊展に出店させていただきます。
14 茂原市農家 農産物直売　ほか 年２回の朝市でお馴染みの出店です。

15・16 JA市川 朝取り野菜　ほか 市内の農家が丹精込めて作った朝取り新鮮野菜など
※上記24団体の他に泰福寺では、福祉系団体の ｢コレット｣ が15日（土）にヘルシーな蒸しパンとソフトクリームを販売します♪　是非お立ち寄りください。

「なかやま賑わいマルシェ」
市川市などで採れた野菜やこだわりの手作り品の販売 ブース＆団体名

１ 市川レンコンの会

3 コウイチ　マツモト
アイアン ワーム プラス

5 エダ
ミオ　クラフト

7 モチーフ＊ワイ
東京下町ブロカント

9 トイトリ　ハ
手づくり工房　コトリ

11 奈良鶏卵園（船橋）

13 佃の匠やまと（船橋）

15 JA市川①：16日のみ

ブース＆団体名

２ ステップ

４ いちばん星

６ 竹村良訓
竹平工務店

8 マティエール
アトリエ　ムーン

10 ディーポ ラブ ライフ
エテルナ

12
エフィアール：15日のみ
アット ワン タイム：16日のみ
漁業組合･青年部（船橋）

14 茂原市農家

16 JA市川②：16日のみ

マルシェ
マップ



市川市 中山 街回遊展
ま ち か い ゆ う て ん

イベント一覧 2011年10月15日（土）〜16日（日）
10時〜16時

※開催日の記載のない催しは両日開催【15日（土）、16日（日）】、時間の
記載のない催しは終日開催（10時〜16時）です。

※イベント内容及び日時は都合により変更になる場合があります。

１ 大本山法華経寺 だいほんざんほけきょうじ

黒門〜祖師堂
◇中山法華経寺黒門及び参道完成式典
　黒門テープカット、黒門での演奏や祖師堂まで行列を行います！
　10：00〜11：30
◇完成式典記念演奏（中山小・若宮小・小栗原小・四中）＊堂内は招待者のみ
　11：30〜12：50
◇クラシックコンサート（文化振興財団）　先着300名
　・ヴァイオリン＆チェロ出演:木島絵里子・西方正輝　・電子ピアノ伴奏：伊東光介
　15：00〜16：00

五重塔前・信行殿
◇お茶席（市川市茶道会）
　五重塔前庭園、信行殿（本院脇）にてお茶会を行います。（300円）

境内（けいだい）

　◇「ガーデニング・シティ・いちかわ」ブース（健康都市推進課）
　事業PR及びサポーターの募集を行います。

6 智泉院（仁受堂）ちせんいん

◇子ども落語（中山小）
　13：30〜14：00
◇三遊亭円福独演会（文化振興財団）
　14：00〜14：30

7 泰福寺（本堂）たいふくじ

◇中山周辺の民話と文学を聴くつどい
　中山周辺の民話や、梶山俊夫、小島貞二など中山の文化人のエッセイを、
　朗読や語りで聞いていただきます。（市川民話の会＆朗読「和」の会）
　13：30〜14：00／14：15〜14：45／15：00〜15：30

境内（けいだい）

◇蒸しパンとソフトクリーム販売のコレット号（社会福祉法人一路会　コレット）
　和洋女子大学の学生や教授とコラボして作ったヘルシーな蒸しパンです。

14 中山会館（中山町会）なかやまかいかん

◇朗読（朗読の会「連」）
　　①作者：平岩弓枝「ちっちゃなかみさん」老舗料理の一人娘お京、担ぎ豆腐売りの信吉、

二人の恋の行方は…　朗読者：松丸圭子
　　②作者：小泉八雲「耳なし芳一」盲人の芳一は琵琶法師として平家と源氏の物語を語る

ことで有名になった。朗読者：中村節子
　14：30〜15：30

15 東山魁夷記念館 ひがしやまかいいきねんかん

◇１階多目的室　マンドリンとアルパのアンサンブル
　（マンドリン：山室繁央、アルパ：倉品真希子）
　14：30〜15：30

18 下総中山駅・京成中山駅・中山参道
◇市民マナー条例駅前啓発（市民マナー条例担当室）
　鬼越・中山地域づくり協議会によるチラシ・ポケットティッシュの配布を行います。
　15：00〜16：00

１ 大本山法華経寺 だいほんざんほけきょうじ

本院・頂経之間（ほんいん･ちょうきょうのま）

◇寺宝公開　・国宝 立正安国論（複製）　・国宝 観心本尊抄（複製）他

本院・客殿廊下（ほんいん・きゃくでんろうか）

◇「俳見」写真と俳句で綴る市川（市川写真家協会・市川市俳句協会）
境内（けいだい）

◇【下総中山法華経寺界隈】《法華経寺・手拭絵双紙》＆原画作家・牧野圭一描く
　「つるや伊藤店主似顔絵展」（船橋市観光協会会員）
◇スタンプラリー　対象14会場（市川市観光協会）
　スタンプを10個以上集めた方に、景品（お菓子など）をさしあげます！

なかやま賑わいマルシェ（手づくり品販売）

　市川産の朝取り新鮮野菜直売など約24団体のブースを用意します！
　15日＝12：00〜16：00　16日＝10：00〜16：00　詳細は、最終面を見てください。

2 浄光院 じょうこういん

◇寺宝公開　・重要文化財　絹本着色日蓮聖人像（複製）　・お曼荼羅本尊（複製）

4 遠寿院 おんじゅいん

◇「遠寿院の歴史と伝統」−祈祷と大荒行の原点−
　《僧侶による解説》15日＝13:15〜　16日＝11:30〜
　※境内入口でNPO法人ふるさと往来クラブによる野菜等を販売します。

5 陽雲寺（客殿）よううんじ

◇丹野木目込創作人形教室・戸村梅朗池坊華道教室
　作品展示と実演、子供達等に前庭にてお花に触れ合う遊びもあります。

7 泰福寺 たいふくじ

１階部屋
◇手工芸展秀作展（市川市手工芸連盟）
◇若宮公民館活動サークル展
　（ハーダンガー刺繍：若宮ハーダンガークラブ、沖縄紅型染：ちゅらうみ会）

8 岩城氏駐車場 いわきしちゅうしゃじょう

◇ポップコーンなどを子供達に提供します。休憩イスもご用意。（中山子ども会）
◇市川地域ブランド協議会
　（アランチャドレッシング･魁ジェラート・中華料理梨花・味禅・モンペリエほか）

9 たんぽぽ
◇お休み処（中山まちづくり協議会）
　中山の歴史や文化、「ちぎり絵」などの展示や名産品の紹介。案内所、休憩所としてもご利用ください。

10 旧マルヤ酒店空店舗（中山参道商店会）きゅうマルヤさけてん

◇中山お散歩コンシェルジュ（千葉商科大学朽木ゼミ）
　〜参加者の要望に応じた散歩地図を作成します〜
　《ガイドツアー》集合場所：赤門前　※所要１時間程度
　15日＝12：00／15：00　16日＝11：00／13：00／15：00

11 吉澤野球博物館 よしざわやきゅうはくぶつかん

第１展示室
◇野球資料展示（戦前の東京六大学野球中心）
　〜野球界の頂点に君臨していた戦前の六大学リーグ戦について〜
　《ギャラリートーク》15日＝13：00〜13：20　16日＝10：30〜10：50

第２展示室
◇所蔵美術品展　〜所蔵品の中から選ぶ逸品〜「美人画の流れについて」
　上村松園、伊東深水、鏑木清方ほか
　《ギャラリートーク》15日＝13：30〜13：50　16日＝11：00〜11：20
　※入場料割引300円

12 ギャラリー樹 ギャラリーたつき

◇渡辺雅代個展（油絵・パッチワーク）

13 ギャラリーうえくさ
◇「市川写真百選　見つけた！私の市川」第６回入選作品展（市川写真家協会）

15 東山魁夷記念館 ひがしやまかいいきねんかん

◇通常展「四季の詩・秋 −彩りの時−」
　※期間中入館料２割引（団体を除く）

16 清華園 せいかえん

◇（総合案内所・本部）救護室　五重塔模型展示ほか中山地区の紹介をします。
　清華園に行って中山のことを知ろう！（市川案内人の会）

17 鐵の家ギャラリー てつのいえギャラリー

◇八幡学園作品展
　・山下清やその仲間達の才能を育てた「八幡学園」造形教室。学園園児達のあじわいあ

る造形作品をお楽しみ下さい。
　11:00〜16:00

18 JR下総中山駅構内
（総合案内所）中山街回遊展プログラム等を配布します。

市川市中山参道商店会・船橋市中山商店会協賛セール
◇対象店舗で、1,000円以上お買上げの方に「手拭地図帳」（両商店会の地図が載

っている）を１枚プレゼント！各店舗に置いています。

１ 大本山法華経寺（祖師堂）だいほんざんほけきょうじ

◇完成式典記念コンサート　声明と東儀秀樹　〜悠久の調べ〜
　（法華経寺＆文化振興財団）　※前売りチケット購入者の方のみ入場できます。
　14：00〜16：00

3 蓮行寺 れんぎょうじ

◇圭鳳流野立席茶会（圭鳳流狭霧会）
　　お寺の庭にて、気軽に本格的なお茶会を行います。第四中学校の茶道部の生徒が参加し

ます。（300円）
　11：00〜15：00

7 泰福寺 たいふくじ

本堂
◇琴・尺八・三味線演奏（市川市三曲協会）
　12：30〜13：30

境内（けいだい）

◇和太鼓演奏会（北一太鼓）
　『見て楽しい、叩いて楽しい』メインは小中学生の演奏パフォーマンス！
　13：30〜14：00

14 中山会館（中山町会）なかやまかいかん

◇救急講習会（日本赤十字奉仕団　中山・若宮分団）
　①三角布の使い方　②AEDの使い方　③高齢者擬似体験、エルダートライ
　11：00〜15：00

16 清華園 せいかえん

◇中山案内ツアー　講座と散策（市川案内人の会）
　「五重塔のお話」と「奥之院〜旧片桐邸〜鐡の家ギャラリー〜吉澤野球博物館（入場料
割引300円負担となります。）」等へご案内します。
集合場所：清華園
時　　間：10：00〜12：00

= 　　　　　 = 寺宝公開　 = 作品鑑賞　　　 = 音楽・演奏会　 = 落語・朗読

= お茶席　　 = お休み処　 = 販売イベント　 = 参加イベント　 = 講習会・啓発

スタンプラリー
ポイント

イベントジャンル


