
発売開始情報
７月２６日(土)発売開始

市川市市民文化サポーター企画事業
平木かよ JAZZ PIANO 
TRIO

１０月１８日（土）１４:００/平木かよ
（ピアノ・ボーカル）、関口宗之
（ベース）、金井塚秀洋（ドラム）/
曲目＝あなたと夜と音楽と、ブロー
ドウェイ、ニューヨークの秋、他/
全席自由８００円/ １００円引
/

文化会館

好評発売中
第７回 いちかわ市民ミュージ
カル公演「月の雫」
８月３１日（日） ①１２:３０ ②１６:３０
/大ホール/指定S席２,５００円、
指定A席２,０００円、自由席１,
０００円（当日各席５００円増し）/

主催・ ☎７１１-８８１３いちかわ
市民ミュージカル実行委員会

市川市市民文化サポーター企画事業
フォルクローレコンサート
９月２０日(土)１４:００/ローズルー
ム/出演＝グルーポ・カンタティ/
曲目＝コンドルは飛んでいく、ボリ
ビア、他/全席自由５００円/

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/
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/ 大学生
以下５００円引/

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/大学生以下１,０００円引/

行徳文化ホールI&I

行徳文化ホールI&I開館１０周
年記念演劇
淑女のロマンス

１０月１６日（木）１５:００/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/

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/

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/

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/
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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〉
景観100選 2014 夏休みの遊び場

7月19日（土）〜25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）

7月26日（土）〜8月1日（金）

特集 特集
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　日常で忘れがちな「心のゆとり」は、笑いから。笑いを
通して、平和の大切さを体感してください。

①７月３１日（木）②８月７日（木）、いずれも午後
３時３０分から※雨天中止、予約不要。

①子の神中央公園②百合台公園
ジョウロ、ひしゃく、ペットボトルなど水をまく道具
☎３３２-８７４０河川・下水道計画課

平和寄席

～ひろげよう打ち水の輪～

出演者　三遊亭小遊三、柳亭
楽輔、桂米福、宮田陽・昇、他

１０月５日（日）午後２時（開場は
１時間前）～４時

文化会館
市内在住・在勤・在学の方、

抽選で１,６００人
往復はがきに参加者全員の

必要事項（６面上段参照）、
参加人数（1枚２人まで）を
書き、８月１日（金）まで（消印
有効）に総務課（〒272-8501※住所不要）。※車
椅子などでの来場は記入してください。申し込みは１
世帯１枚まで（複数枚応募無効）。抽選結果及び入
場券（全席指定）は９月上旬までに発送。

☎７０４-４１２９同課

打ち水大作戦inいちかわ

 イベント
♦♦♦
夏休み自由研究おたすけ月間

☎３７３-６３５１または直接歴史博物館
◆博物館探検ツアー
博物館の常設展示の見学の他、普段は
見られない資料の収蔵庫などを見学し、そ
の保存の秘密や工夫について学びます。

８月２日（土）・２３日（土）、いずれも午前
１０時３０分と午後１時３０分の全４回、各回
１時間程度

歴史博物館
小学３年生以上、先着各１０組※保護

者参加可。
◆歴史地図作り
学芸員と市内の文化財を巡り、身近な歴
史への興味・関心を深めます。まとめ方の
例として地図作りも指導。

①７月３０日（水）②８月２７日（水）、いずれ
も午前１０時～正午

①常夜灯周辺②手児奈霊神堂周辺
小学３年生以上、先着各２０人※保護

者同伴可。
♦♦♦
体験学習「火をおこそう」
縄文時代から現代までの火おこし方法を
体験します。

８月１６日（土）午後２時～３時３０分
考古博物館
小学生以上、先着３０人※親子での参加可。
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、7月31日（木）まで（消印有効）に同館
（〒２７２-０８３７堀之内２-２６-１）

☎３７３-２２０２同館
♦♦♦
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「長田谷津を訪ねて」
当日集合時間までに集合場所へ。
コース　JR市川大野駅改札（午前10時
集合）→万葉植物園→大野城跡→法蓮
寺→礼林寺→駒形大神社→動植物園

（昼食）→長田谷津→観賞植物園→北総
線大町駅（解散）※約６ｋｍ、天候により
コース変更の場合あり。

７月２９日（火）午前１０時～午後２時※小雨決行
430円（市内居住の65歳以上の方は

証明証持参で無料）
昼食、飲み物
☎３３４-５７１０同会　

（観光交流推進課）
♦♦♦
８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古い映像をVHS
テープに写し替えてみませんか。

８月２３日（土）午前１０時～午後５時
メディアパーク市川文学研修室
先着２０人
本日午前９時から☎３２０-３３３４文学

ミュージアム（月曜日休館）

♦♦♦
夏のおたのしみ会
～みんなでつくろう　のはらうた
工藤直子の詩集「のはらうた」が誕生して
今年で３０年。そこで工藤直子作品の朗読
や絵本の読み聞かせを行います。また、参
加した子ども達全員で「こどもとしょかん版
のはらうた」を作ります。

７月２４日（木）午後３時３０分（集合は５
分前にくつろぎ広場）～４時

こどもとしょかん
小学生以上
☎３２０-３３４６同施設

♦♦♦
工藤直子展関連イベント

☎３２０-３３３４文学ミュージアム
◆工藤直子展ギャラリー・トーク
学芸員による紹介と解説。

8月10日・17日・24日・31日、いずれも日
曜日、午後１時３０分

メディアパーク市川企画展示室
観覧料一般４００円、６５歳以上３２０

円、高校生・大学生２００円、中学生以下
無料、障害者手帳をお持ちの方と付き添
いの方１人無料
◆工藤直子・新沢としひこコンサート
詩人・工藤直子と新沢としひこの２人でお
届けする、詩と歌のコンサート。

８月１６日（土）午後２時（開場は３０分前）～4時
メディアパーク市川グリーンスタジオ
抽選で２２０人
大人１,５００円、中学生・高校生１,０００円

（工藤展観覧料含む、小学生以下無料）
往復はがきに必要事項（６面上段参

照）、参加人数（１枚４人まで）を書き、８月１日
（金）まで（消印有効）に同ミュージアム「工
藤直子展」関連イベント係（〒２７２-００１５
鬼高１-１-４）※締め切り後、定員に余裕があ
る場合は電話で申し込みを受け付けます。
♦♦♦
わっしょい行徳夏祭り
～市期一会IN行徳　ＹＥＧ３０周年記念事業～
屋台出店、ステージイベント、みこし、抽選
会、宝探し大会、かき氷早食い大会、他。

７月２６日（土）午前１１時～午後６時※
荒天の場合、翌日に延期。

行徳フラワー通り周辺道路（行徳駅前
２丁目周辺）

☎３７７-１０１１市川商工会議所指導課
（商工振興課）

♦♦♦
自然博物館の催し

☎３３９-０４７７同館※いずれも荒天中止。
◆長田谷津散策会

８月２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。

８月３日（日）午前１０時（観賞植物園入
口集合）～正午

♦♦♦
戦争と平和上映会「今あなたに伝えたい」
東京大空襲を経験した市民と、広島で被爆し
た市民の体験談を中心に収録したＤＶＤ（３０
分）を上映。パネルと書籍の特別展示あり。

８月３日（日）①午後１時②午後２時③午
後３時

行徳公民館
市内在住・在勤・在学の方、先着各２０人
☎３５８-９０１１行徳図書館

♦♦♦
水木洋子邸一般公開

「公開１０周年／懐かしい昭和の道具」
７月２６日（土）・２７日（日）、８月９日（土）・

１０日（日）・２３日（土）・２４日（日）、午前１０
時～午後４時
◆ミニイベント「梨の枝で九猿をつくろう」

７月２６日（土）午後２時～３時
先着20人（子ども可）
☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）
♦♦♦
祭りだよin原木中山
東日本大震災復興支援や地域のふれあい、
地域経済の活性化を目的に開催します。

７月２６日（土）午前１１時～午後９時
東西線原木中山駅東側周辺（原木1

丁目周辺）
☎３２８-３２６４ＮＰＯ法人マーロード

（ボランティア・ＮＰＯ課）

♦♦♦
東山魁夷記念館「夏のワークショップ」
日本画の画材（岩絵具）でオリジナルうちわ
をつくろう。夏休みの自由研究にもなります。
講久保田恭子氏（日本画家）、他

８月２３日（土）・２４（日）いずれも午後１時
～４時

東山魁夷記念館及び第四中学校
抽選で各３０人※小学生は要保護者

同伴。未就学児連れでの参加不可。
高校生以上１,０００円、小・中学生５００円
往復はがきに参加者全員の必要事項

（６面上段参照）と参加希望日を第２希望
まで書き、８月１日（金）必着で東山魁夷記
念館（〒２７２-０８１３中山１-１６-２）

☎３３３-２０１１同館
♦♦♦
夏休みスタジオ～映像作品をつくろう～
台本作りから演技、撮影、編集までを行い、
オリジナルの映像作品を参加者全員で作
ります。完成作品は「いちかわイイネ　映
像・ＣＭコンクール」へ出品します。

８月１日（金）～３日（日）午後１時３０分 ～５時
文学ミュージアム
市内在住・在勤・在学の小学生以上で

３日間全て受講できる方、先着２０組※小
学生は要保護者同伴。

１組１,０００円
☎３２０-３３３４同ミュージアム（月曜日休

館）

　今年の夏を、日本古来の風習である打
ち水で涼しく過ごしてみませんか。
　打ち水のやり方はとても簡単です。朝
夕のあまり日差しが強くない時間に、お風
呂の残り湯や溜めておいた雨水などを地
面にまくだけで、まいた水が蒸発する際に
地面の熱を奪い、暑さを和らげます。
　今年も公園ミニプールの水を有効活
用したイベント「打ち水大作戦in
いちかわ」を開催しますので、ぜ
ひ体験してください。

▲三遊亭小遊三


