
発売開始情報

6月２1日（土）発売開始

演劇「淑女のロマンス」

１０月１６日（木）１５:００/行徳文化
ホールＩ＆Ｉ/出演＝前田美波里、

柴田理恵、キムラ緑子/全席指
定４,０００円/ ５００円引き/

７月６日（日）発売開始
さだまさしコンサートツアー２０１４
９月１７日（水）１８:００/文化会館
大ホール/全席指定８,６４０円/
発売初日は特別電話☎３９３‐
７１１１またはＷebサイトのみの受
け付け/

７月１２日（土）発売開始
宝塚歌劇団宙組公演
宝塚グランドロマン
ベルサイユのばら―フェルゼン
とマリー・アントワネット編―
９月７日（日）①１４:００②１８:００/
文化会館大ホール/全席指定 
Ｓ席７,３００円、Ａ席５,０００円/発
売初日は特別電話☎３９３‐
７１１１またはＷebサイトのみの
受け付け/

７月１３日（日）発売開始
葉加瀬太郎 Ｂｅｓｔ Ａｃｏｕｓｔｉｃ 
Ｔｏｕｒ”エトピリカ”
１０月３１日（金）１９:００/文化会
館大ホール/全席指定７,５６０円
/発売初日は特別電話☎３９３‐
７１１１またはＷebサイトのみの受
け付け/

文化会館

ブラスバンドフェスティバル
７月１２日（土）１４:００/大ホール/
出演＝千葉県警察音楽隊、市
立南行徳小学校吹奏楽部、市
立第一中学校吹奏楽部、市立
第八中学校吹奏楽部/「アナと
雪の女王」より「レット・イット・ゴー・
～ありのままで～」、ハックビー「イ
ブニング・ポートレート」、テキーラ、
他/入場無料

好評発売中
スギテツワークショップツアー２０１４
７月２０日（日）１４:００/ローズルー
ム/講師＝ＳＵＧＩＴＥＴＳＵ、杉浦
哲郎（ピアノ）、岡田鉄平（バイオリ
ン）/大人１,０００円、子ども５００円
※チケットをお買い求めください/
各自楽器持参（バイオリン、たて
笛、タンバリン、鈴などなんでも可）
愛でつながるロマン派の天才
作曲家たち
９月２３日（祝）１4:００/小ホール/
出演＝大谷康子（バイオリン）、
江口玲（ピアノ）/曲目＝シューマン

「アダージョとアレグロ」、ワーグ
ナー（タウジッヒ編曲）歌劇“ワル
キューレ”より「ワルキューレの騎
行」、他/全席指定３,５００円/

５００円引き/
外山啓介クリスマスリサイタ
ル ｉｎ Ｉｃｈｉｋａｗａ

１２月１４日（日）１５:００/小ホール/
曲目＝シューマン（リスト編曲）「献
呈」、リスト「愛の夢第３番」、他/
全席指定３,５００円/ ５００円引
き、大学生以下１,０００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
円引き/

芳澤ガーデンギャラリー
芳澤寄席
８月２日（土）１４:００/出演＝立川
生志/全席自由１,３００円/
１００円引き/
芳澤ジャズライブ２０１４
８月３日（日）１５:００/出演＝秋田
慎治（ピアノ）/全席自由２,０００
円/ ２００円引き/

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/

▲青山杉雨「畫
か く さ

沙」

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

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。

10：00 12：30
19:00 22：00

放送
時間

 〈広報広聴課〉
市民にやさしい市役所 快適に住もう

ー市川市あんしん住宅助成制度ー

6月21日（土）〜27日（金） 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）

6月28日（土）〜7月4日（金）

特集 特集
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 イベント
♦♦♦
市民ゴルフ大会

７月３０日（水）
鎌ケ谷カントリークラブ（鎌ケ谷市中沢

１３４８）
１２０人※１人から申し込み可。
参加費５,０００円、プレー代１７,５００円

（キャディ付きプレー〔昼食１ドリンク付〕、
パーティー代込み）
内１８ホールストロークプレイ（ペリア方式）

６月３０日（月）までに☎３３８‐６６３３
市民ゴルフ協会事務局（松丸）

（スポーツ課）
♦♦♦
ＺＯＯワンポイントガイド「エリマキキツネザル」
エリマキキツネザルの生態や当園の偉大
な母ペギーについて飼育員が説明します。

６月２９日（日）午後２時
動植物園
入園料のみ（高校生以上４３０円、小・

中学生１００円）
☎３３８‐１９６０同園

♦♦♦
七夕まつり
短冊に願い事を書いて七夕飾りにしましょう。

７月１日（火）～６日（日）
動植物園
入園料のみ（高校生以上４３０円、小・

中学生１００円）
☎３３８‐１９６０同園

♦♦♦
社会を明るくする運動公開映画会
社会を明るくする運動は、法務省により、
犯罪や非行の防止と罪を犯した人の更生
について理解を深め、立ち直りを支える地
域の力として、毎年実施している全国的な
運動です。

７月９日（水）午後１時３０分～４時
文化会館
先着４０人

内 映画会「大地の詩‐留岡幸助物語‐」
主催市川浦安地区保護司会

☎３２０‐４００２社会福祉協議会
♦♦♦
水木洋子邸一般公開「水木邸公開１０周年」

６月２８日（土）・２９日（日）、７月１２日（土）・
１３日（日）・２６日（土）・２７日（日）午前１０時
～午後４時
ミニイベント　水木邸の電蓄－解説と鑑賞
懐かしいサウンドトラックから－

６月２８日（土）午後２時～３時
☎３２０‐３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）

♦♦♦
博物館友の会「野外採拓」
真間山弘法寺、手児奈霊神堂、真間のつぎ
はしの句碑や歌碑を採拓します。※雨天中止

７月１３日（日）午前９時３０分（手児奈霊
神堂前集合）～午後３時

１,０００円（画仙紙代など）
はがきに必要事項（６面上段参照）を書

き、６月２８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）

♦♦♦
博物館友の会見学会

「習志野騎兵隊発祥地を訪ねる」
京成大久保駅周辺の史跡を巡ります。小
雨決行、徒歩３㎞。

７月２０日（日）午前９時（京成八幡駅集合）～正午
６００円（資料代）
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、７月１２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）

♦♦♦
博物館友の会市川カルチャー講演会

「雷
かみなりした

下遺跡の発掘調査」
日本最古の丸木舟を出土した雷下遺跡について、

服部智至氏（県教育振興財団）がお話しします。
６月２９日（日）午後２時～３時４５分
歴史博物館
抽選で５０人
３００円（資料代）
はがきに必要事項（６面上段参照）を書

き、６月２６日（木）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
（考古博物館）

♦♦♦
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　　
20初参加の方は、要問い合わせ。

６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

７月５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
車をご利用の方は要問い合わせ。

７月６日（日）午前１０時（観賞植物園入
口集合）～正午

７月２７日（日）まで、午前９時３０分～午後４時３０分（入館
は午後４時まで）※月曜日休館（ただし、７月２１日（祝）は開館、
翌２２日（火）休館）

芳澤ガーデンギャラリー
一般２００円、シルバー（６５歳以上）・団体（２５人以上）

１６０円、中学生以下無料
※市制施行８０周年を記念して、８０歳（昭和９年１月１日～昭
和９年１２月３１日生まれ）の市民の方は無料、障害者手帳を
お持ちの方と付添の方（１人）は無料、エコボ満点カード１枚で
１人１回入館可。
出品作品青山杉雨「畫沙」、浅見喜舟「楽哉無一事」、小暮
青風「山部赤人真間の手児奈の歌」、秋山逸生「木画卓」、
佐治賢使「連翔」、戸島甲喜「聖域の伝説」、藤田喬平

「窓」、他

　市が収蔵する美術作品の中から、今回は工芸と書の作品をご紹介します。立体
と平面作品の織り成す美の世界をお楽しみください。

☎３００‐８０２０文化振興課

市制施行８０周年記念
工芸と書に親しむ

●ギャラリーコンサート（要入館料先着50人）
①７月６日（日）午後２時～３時、出演＝佐藤さくら子（三味
線）、小川実加子（囃

は や し

子）
②７月２０日（日）午後２時～３時、出演＝山澤慧（チェロ）、
津々見由里（ピアノ）

●お茶席（入館料の他一席500円）
６月２９日（日）、７月１２日（土）午前９時３０分～午後４時

●学芸員によるギャラリートーク（要入館料先着50人）
６月２９日（日）、７月１２日（土）午後２時

関連イベント

　市が「健康都市いちかわ宣言」
をしてから１０周年を迎え、「健康
寿命の延伸」をテーマとした講演
会を開催します。認知症について
学び、健康寿命を延ばす食生活
を一緒に学びましょう。先着１５０
人に健康都市推進員が育てた花
の苗をプレゼントします。

７月３日（木）午後１時３０分（受け付けは３０分
前）～４時

メディアパーク市川グリーンスタジオ
先着２００人

内 第１部＝午後１時４０分～２時４０分「認知症に
ついて～早期受診の大切さ～」、第２部＝午後３
時～４時「健康寿命を延ばす食生活とは」

☎７０４‐４１3７健康都市推進担当室

健康都市いちかわ宣言１０周年記念

いちかわ健康フェスタいちかわ健康フェスタ

市川市収蔵作品展市川市収蔵作品展


