
発売開始情報
５月２３日（金）発売開始

しまじろうコンサート
ぼうけんはっけんたからじま
８月２日（土）①１０:３０ ②１３:１０
③１５:５０/文化会館大ホール/
全席指定１,９６０円/０歳から入

場可。３歳以上有料。３歳未満
は保護者１人につき１人まで膝
上無料（席が必要な場合は有
料）/ ☎０１２０‐９８８‐８８３しまじ
ろうコンサートお客さま窓口（１０:
００～２０:００、日曜日・祝日を除く）

６月１日（日）発売開始
スギテツワークショップツアー
２０１４
７月２０日（日）１４:００/文化会館
ローズルーム/講師＝ＳＵＧＩＴＥＴＳ
Ｕ、杉浦哲郎（ピアノ）、岡田鉄平

（バイオリン）/大人１,０００円、子ども
（高校生以下）５００円※チケットを
お買い求めください/各自、楽器を
持参（バイオリン・たて笛・タンバリ
ン、鈴などなんでも可）/5歳以上

６月2日（月）発売開始
愛でつながるロマン派の天才
作曲家
９月２３日（祝）１4:００/文化会館
小ホール/出演＝大谷康子（バイ
オリン）、江口玲（ピアノ）/全席指
定３,５００円/ ５００円引き/

６月20日（金）発売開始
外山啓介　クリスマスリサイ
タル　in Ichikawa
12月14日（日）15:00/文化会館
小ホール/曲目＝シューマン（リス
ト編曲）「献呈」、リスト「ピアノ・ソ
ナタ　ロ短調」、他/全席指定
3,500円/ 500円引、大学生
以下1,000円引/

文化会館

好評発売中
市川市民芸術文化賞受賞記念
クラシックファンに贈る室内楽の楽しみ
５月２３日（金）１９:００/小ホール/出
演＝青木高志（バイオリン、東京
フィルコンサートマスター、市川市
民芸術文化賞）、森川道代（フルー
ト、同副首席、同賞）、他/全席自由
１,５００円/ ３００円引き/
市川寄席
５月２４日（土）１４:００/大会議室/
出演＝柳家小せん、春風亭朝
也、他/全席自由１,３００円/
１００円引き/
午後のクラシック
６月２１日（土）１４:００/大会議室/出

演＝岡昭宏（バリトン）、佐々木萌絵
（フルート）、小池真衣（ピアノ）/全
席自由８００円/ １００円引き/

行徳文化ホールI&I

行徳名人会桂米團治独演会
７月５日（土）１４:００/演目＝地獄八
景亡者戯/全席指定 １階席３,８００
円 ２階席３,５００円/ ３００円引/

芳澤ガーデンギャラリー

明和電機 ＥＤＥＬＷＥＩＳＳ展
開催中～６月１日（日）９:３０～１６:
３０（入館は１６:００まで）/月曜日
休館/一般５００円シルバー（６５
歳以上）、・団体（２５名以上）
４００円

ローズメンバーズ募集中。詳しくはWeb
サイト、またはお問い合わせください。

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/

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

JCN 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。

10：00 12：30
19:00 22：00

放送
時間

いちかわエフエム 83.0MHz
「いちかわイブニングインフォメーション」
 毎日午後6時30分～35分（5分間）花めぐり

5月17日（土）〜23日（金）

特集 姉妹都市締結
25周年メダン市

5月24日（土）〜30日（金）

特集 防犯対策

5月31日（土）〜6月6日（金）

特集
 〈広報広聴課〉
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 イベント
♦♦♦
ウィズ・カレッジ‘１４「古文書から浮かび
上がる江戸時代の女性から今を考える」
江戸時代の女性像を通して、周囲の環境を
見直し、生き方を考えてみませんか。

６月１８日（水）・２５日（水）、いずれも午前
９時３０分～１１時３０分※両日とも参加で
きる方。

男女共同参画センター
先着３６人※無料保育あり（１０カ月～未

就学児、先着１０人、６月１１日（水）までに要
予約）

☎３２２‐６７００同センター
（男女共同参画課）

♦♦♦
「人権擁護委員の日」記念特設相談、「め
ぐみ－引き裂かれた家族の３０年」上映会

６月１日（日）午前１０時～午後３時３０分
（相談）、午後１時３０分（上映会）

男女共同参画センター
相談＝市内在住・在勤・在学で、いじめ、

相続・離婚などの家族問題、借地・差別・損
害賠償などの心配ごとを抱えている方など、
上映会＝どなたでも参加できます。

相談＝予約不要、上映会（先着１２０人）＝
名前と参加人数を☎３２２‐６７００同センター

（男女共同参画課）
♦♦♦
グリーンシアター「アラジンと魔法のランプ」

５月３１日（土）午後２時（開場は３０分前）
メディアパーク市川グリーンスタジオ
先着２２０人
☎３２０‐３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）
♦♦♦
映画や舞台を自ら作ってみませんか
◆スタジオ・ベル～映画編～
週1回の稽古（5回）に参加し、全員で作品
の脚本から制作までを行い、７月１２日（土）
の完成試写会を目指します。
◆座・ベルホール～演劇編～
週1回の稽古（12回）に参加し、全員で舞
台作品を作り上げ、８月３１日（日）の本番を
目指します。

初回打合せ＝６月１４日（土）午後１時３０分
メディアパーク市川文学ミュージアム
市内在住・在勤・在学の中学生以上、先

着各20人
本日９時から☎３２０‐３３３４同ミュージアム

（月曜日休館）
♦♦♦
市制施行８０周年記念・国際博物館の日
記念市川歴史カレッジ公開講演会

「探求聖徳太子―文献史学・考古学・美術
史学から実像に迫る―」
聖徳太子の実像に迫ります。

６月１日（日）午後０時３０分～５時
メディアパーク市川グリーンスタジオ

先着２００人
９００円
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、５月２６日（月）必着で考古博物館
（〒272-0837堀之内2-26-1）

☎３７３‐２２０２同館
♦♦♦
市川ヒストリー体験

「笹屋屏
び ょ う ぶ

風と農家の生活」
博物館に展示している笹屋屏風と農家の
生活について収蔵資料中心に解説します。

内 ６月１日（日）／笹屋屏風について、
６月２２日（日）／農家の生活について、いず
れも午後２時～３時３０分、先着各30人

歴史博物館
５月２５日（日）までに☎３７３‐６３５１同館

♦♦♦
市民環境講座「里見公園でバラの花物
語・クロマツの風景」
里見公園の自然環境を自然環境政策専門
員がわかりやすく解説。

６月８日（日）午後１時３０分（里見公園入
口集合）～３時３０分

先着２０人
３２０‐３９７６環境政策課

♦♦♦
水木洋子邸一般公開
テーマ「一般公開10年」

５月２４日（土）・２５日（日）、午前１０時～午
後４時
関連イベント＝水木邸で花の写真を撮る

５月24日（土）午後2～3時
☎３２０‐３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）
♦♦♦
菅野公民館主催講座
音遊び倶楽部＝ブラストラム・コンサート
～気楽にクラシック＆ポップス～

６月２８日（土）午後２時～３時３０分
菅野公民館
市内在住・在勤・在学の方、抽選で６０人
往復はがき（１枚２人まで）に全員の必要

事項（６面上段参照）と性別を書き、５月３１日
（土）必着で同館（〒２７２‐０８２４菅野３‐２４‐２）

☎３２２‐７７６１同館
♦♦♦
自然博物館の催し

☎３３９-０４７７同館※いずれも荒天中止。
◆おやこ自然観察会「昆虫と水辺のいきもの」

６月１５日（日）午前１０時（動物園券売所
前集合）～正午

親子先着２０人
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、同館（〒２７２‐０８０１
大町２８４）
◆湿地の環境整備のお手伝い　　

20初参加の方は、要問い合わせ。
５月２５日（日）午前１０時（観賞植物園入

口集合）～正午
◆長田谷津散策会

６月７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

６月８日（日）午前１０時（鑑賞植物園入口
集合）～正午※車をご利用の方は、要問い
合わせ。
♦♦♦
東山魁夷記念館講演会

「東山魁夷芸術の源」―欧州の旅―
５月３１日（土）午後１時３０分～３時
東山魁夷記念館
抽選で３０人
当日の観覧券のみ必要
往復はがき（１人１枚）に必要事項（６面

上段参照）を書き、５月２３日（金）必着で同館
（〒２７２‐０８１３中山１‐１６‐２）

☎３３３‐２０１１同館
♦♦♦
博物館友の会「拓彩アートを楽しむ」

６月１５日（日）午前１０時～午後３時３０分
歴史博物館
９００円
カッター、３０ｃｍ定規、昼食
はがき（１人１枚）に必要事項（６面上段

参照）を書き、５月３１日（土）まで（消印有効）
に同館（〒２７２‐０８３７堀之内２‐２７‐１）

☎０９０‐９２３１‐４３８３博物館友の会
（同館）

♦♦♦
博物館友の会見学会

「佐倉城の歴史を歩く」
佐倉城址の周辺を、散策します。小雨決行、
歩行距離４㎞（午前の部）。※午後の部とし

て歩行距離５㎞のオプションあり。
６月８日（日）午前９時（京成線京成佐倉

駅改札口前集合）～午後０時３０分（午後
の部は３時３０分まで）

６００円（オプションは別途４００円）
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

と、希望者は「オプション希望」と書き、５月
３１日（土）まで（消印有効）に歴史博物館

（〒２７２‐０８３７堀之内２‐２７‐１）
☎０９０‐９２３１‐４３８３博物館友の会

（同館）
♦♦♦
文化の広場サークル展

八幡市民談話室
◆「平成２６年行徳写真同好会作品展」

５月２０日（火）～２５日（日）午前１０時～午
後５時※初日は午後１時から、最終日は午
後４時まで。
◆「デジタルフォトアルス二人展」

５月２７日（火）～６月１日（日）午前１０時～
午後５時※初日は午後１時から。
◆田中正文写真展「検問所のむこう側」

６月７日（土）・８日（日）午前１０時～午後５時
☎３００‐８０２０文化振興課

♦♦♦
文学ミュージアム企画展関連イベント

「ミュージアムコンサート」
５月３１日（土）午後２時～３時

内クラリネット・コントラバス
６月２８日（土）午後２時～３時

内 琴
メディアパーク市川グリーンスタジオ前
☎３２０‐３３３４文学ミュージアム（月曜日休館）

６月２６日（木）午前９時４５分（開場は２５分前）～午後５時
文化会館　 市内在住・在勤・在学の方、先着各４００人

　　　　午前９時４５分（受け付けは25分前）～１１時

　基調講演「日本の食のチカラ～家庭の魚
ぎょしょく

食力をつけよう～」

　　　　午後０時３０分～５時

　８０２０（ハチマルニイマル）達成者に聞く／市川市歯科医
師会、健口体操／歯科衛生士、健口落語「食にまつわる楽し
い一席」／古今亭菊之丞、ドキュメンタリー映画「天のしずく～
辰巳芳子“いのちのスープ”～」

　歯科医師による相談コーナー・口臭測定・パネル展示・太巻きまつりずしの実演・
販売（野菜、ノリ、菓子、軽食用パン、すしなど）※時間はお問い合わせください。
はがき（１枚５人まで）に必要事項（６面上段参照）と参加希望の部（第１部、第２部

または両方）を書き、６月１２日（木）必着で郵送、電話、ＦＡＸ316-1568で健康支援課
（〒２７２‐００２３南八幡４‐１８‐８）

　6月は食育月間及び歯と口の健康週間を含む啓発月間です。

市 制 施 行 
 ８０ 周 年 記 念

☎３７７-４５１１同課

第1部

第2部

関連イベント

▲上田勝彦氏（第1部
講師の水産庁職員） 


