
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）平和事業

8月16日（土）〜22日（金）

特集 市川の遺跡

8月23日（土）〜29日（金）

特集 コミュニティバス

8月30日（土）〜9月5日（金）

特集
 〈広報広聴課〉
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 イベント
♦♦♦
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」

９月１４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）
◆長田谷津散策会

９月６日（土）午前１０時（動物園券売所
前集合）～１１時３０分
◆名前をしらべる会（植物・昆虫）
自作した植物・昆虫の標本に、専門の先生
が名前を付けます。

８月２４日（日）受付時間＝午前１０時～
１１時３０分、午後１時～３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。

９月７日（日）午前１０時（観賞植物園入
口集合）～正午
♦♦♦
市川手児奈文学賞関連イベント

☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜日
休館）
◆秀作展
今までの大賞作品と第１４回子どもの部の
優秀作品を展示します。

８月２３日（土）～９月５日（金）午前１０時
～午後７時３０分（月曜日休館、土・日曜日
は午後６時、最終日は午後３時まで）

メディアパーク市川エントランスホール
◆文芸さんぽ
市内に設置された歌碑、句碑、彫像をめぐ
りながら、市川の新たな魅力を発見するツ
アーです。※マイクロバス利用。

９月１０日（水）午後１時～５時
コース ＪＲ市川駅南口集合～弘法寺～里
見公園～東山魁夷記念館～文学ミュージ
アム

２０人※応募者多数の場合は抽選。
往復はがき（１枚２人まで）に参加者全

員の必要事項（６面上段参照）を書き、８月
２２日（金）まで（消印有効）に文学ミュージ
アム（〒２７２-００１５鬼高１-１-４）
♦♦♦
工藤直子展関連イベント

☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）
◆工藤直子展ギャラリー・トーク
学芸員による紹介と解説。

９月７日・１４日・２１日・２８日いずれも日曜
日、午後１時３０分

メディアパーク市川文学ミュージアム
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
◆絵本パラダイス読み聞かせ
学芸員による工藤直子作品の読み聞かせ。

８月２８日（木）午後２時～２時３０分
ニッケコルトンプラザ（鬼高１-１-１）

♦♦♦
【芸術祭・文化祭】
市民俳句大会の作品募集
未発表のもの１組２句（何組でも可）。申し
込み用紙は、公民館などにある募集要項を
ご覧ください。
大会開催日 １１月２４日（月）午前１１時

メディアパーク市川グリーンスタジオ
投句料 １組（２句）１,０００円

１０月１０日（金）まで（消印有効）に投稿
作品に投句料を添えて現金書留または郵
便小為替で市民俳句大会係（〒２７２-
０８２７国府台４-９-９数長藤代様方）

☎０９０-６４９６-２１９３市川市俳句協会
事務局（町山）

（文化振興課）
♦♦♦
ＺＯＯワンポイントガイド
～ケヅメリクガメ～
ケヅメリクガメ「アンディー」くんの日ごろの
様子について飼育員がお話しします。

８月２４日（日）午後２時３０分
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

♦♦♦
グリーンシアター～夏の名作劇場～
作品名 カサブランカ（１９４2年/アメリカ映
画/実写作品/モノクロ/有声（１０２分））

８月２３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）
♦♦♦
水木洋子邸一般公開
公開１０周年／懐かしい昭和の道具

◆ミニイベント「水木邸で昔あそび」
子ども向け。バッタ作り、お手玉、竹ボックリ
など。

８月２３日（土）午後２時～３時
☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）
♦♦♦
東山魁夷記念館コンサート
～バイオリンとチェロの夕べ～
美しきバイオリン奏者松田理奈と若手チェ
ロ奏者横坂源によるロマンティック弦楽二
重奏、絵画に囲まれながら感動あふれる共
演をお楽しみください。

１０月３日（金）午後６時３０分～７時４５分
東山魁夷記念館
抽選で１２０人
１,０００円※未就学児の同伴不可。
往復はがき（１枚２人まで）に希望者全

員の必要事項（６面上段参照）を書き、８月
２９日（金）必着で同館（〒２７２-０８１３中山
１-１６-２）

☎３３３-２０１１同館
♦♦♦
舞台スタッフ体験講座～建て込み編～
舞台セットの組み立て方の基礎知識とノウ
ハウが学べます。

９月１２日（金）・１３日（土）午後１時３０分
～５時

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
各日先着１２人
１,０００円
☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）
♦♦♦
プラネタリウム上映会
開館２０周年記念プラネタリウム上映会を

開催します。世界ではじめての高画質映
像でお送りするプラネタリウムです（１２Ｋ
映像）。

８月３１日（日）まで
上映時間 ①午前１０時②午前１１時１５分
③午後１時④午後２時１５分⑤午後３時
３０分

県立現代産業科学館（鬼高１-１-３）
各回先着２８０人
大人５００円、高校生・大学生２５０円、

中学生以下と６５歳以上は無料
☎３７９-２００5同館

♦♦♦
いちかわ未来の画家コンクール
作品募集
詳細は（公財）市川市文化振興財団の
Webサイトをご覧いただくか、芳澤ガーデ
ンギャラリーまでお問い合わせください。
募集作品 創造性に富み、若さあふれるフ
レッシュな美術作品。テーマは自由。
募集期間 12月2日（火）～7日（日）必着

市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、船橋市、
松戸市に在住・在学の中学生・高校生及
びそれに相当する年齢の生徒

☎374-7687同ギャラリー

発売開始情報

8月２9日（金）発売開始

サンクトペテルブルグ室内合奏団
クリスマス/アべ・マリア
12月19日（金）19:00/文化会
館大ホール/ソプラノ＝マリーナ・
トレグボビッチまたはナタリア・マ
カロワ/曲目＝三大アベ・マリア、

マスネ「タイスの瞑想曲」、J.
S.バッハ「G線上のアリア」/全
席指定4,500円

9月13日（土）発売開始

布袋寅泰  　
コンサートツアー2014
11月28日（金）19:00/文化会館
大ホール/全席指定7,800円 （3
歳以上有料） ※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。/3歳未
満入場不可。子どもの会場にお
ける安全責任は、同行保護者が
行ってください。

文化会館

好評発売中

市川市市民文化サポーター
企画事業（音楽3期）
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＝ブラームス「バイ
オリンソナタ第3番」、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/
市川市市民文化サポーター企
画事業（音楽1期）
平木かよ JAZZ PIANO 
TRIO
10月18日（土）14:00/ローズ
ルーム/出演＝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/
市川寄席

11月22日（土）14:00/ローズ
ルーム/出演＝三遊亭遊雀、他/
全席自由1,300円/ 100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/

清華園

寄席清華亭
9月20日（土）14:00/出演＝林
家たけ平、立川志の春/木戸銭
500円/ ☎333-6147清華園
/

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/

　北総線北国分駅の開設に伴い、駅
周辺が市街地に変わり、外環道路の
建設工事が始まるなど、考古博物館
や隣接する堀之内貝塚を取り巻く環
境も大きく変化してきました。
　これまで４０年間の同館のあゆみを
年表・写真・新聞記事などから振り返り
ます。

平成２７年６月１４日（日）まで　 ☎３７３-２２０２同館

ⒸOhira Tech

ホール小展示


