
　南八幡に生まれ、アラスカを撮り続けた写真家・星野道夫氏（1952～1996）の
妻・直子氏による講演「アラスカで過ごす時間」を行います。併せて、中央図書館
開館20周年を記念して募集した図書館ポスター・標語作品入賞者の表彰式も行
います。

中央図書館開館２０周年記念イベント開催

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〉
読書の秋図書館へ 国分川調節池上部活用事業

9月20日（土）〜26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）

9月27日（土）〜10月3日（金）

特集 特集
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 イベント
♦♦♦
８ミリフィルムで撮影した古い映像をＶＨ
Ｓテープに写し替えてみませんか

１０月１８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
撮影した８ミリフィルムと録画用ＶＨＳ

テープ持参
本日午前９時から☎３２０-３３３４文学

ミュージアム（月曜日休館）
♦♦♦
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
初参加の方は要問い合わせ。　　 20

９月２８日（日）午前１０時（観賞植
物園入口集合）～正午
◆長田谷津散策会

１０月４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。

１０月５日（日）午前１０時（観賞植物園
入口集合）～正午
◆おやこ自然観察会「どんぐりひろい」

１０月１２日（日）午前１０時（動物園券売
所前集合）～正午

親子先着２０人
往復はがきに必要事項（６面上段参照）を

書き、同館（〒２７２-０８０１大町２８４）
♦♦♦
ミュージアム・ミュージカル２０１３「♪（お
んぷ）の国のドレミ姫」舞台映画上映
昨年の冬、市民キャスト・サポートスタッフが
文学ミュージアムに集って作り上げたオリ
ジナルミュージカル作品を舞台映画として
リバイバル上映します。

１０月１１日（土）午後２時（開場は３０分
前）～３時５０分

メディアパーク市川ベルホール
先着４６人
☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）
♦♦♦
年賀状作成講座
パソコンを使って、オリジナルの年賀状を
作成します。

１０月２日（木）～５日（日）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・在学の中学生以上の

方、各日８人

１,０００円
本日９時から☎３２０-３３３４文学ミュージ

アム（月曜日休館）
♦♦♦
映画上映会小津安二郎監督作品「秋日和」
１０月１１日（土）～１１月３０日（日）に行われる
東山魁夷記念館特別展「東山魁夷と東京
美術学校有志－橋本明治・加藤栄三・山
田申吾－」に関連して、親交のあった小津
安二郎監督の映画を上映します。この映画
の中に東山作品が、さりげなく登場していま
す。映画終了後、東山魁夷記念館への来
館希望の方を対象に、無料送迎バスを運行
します。※当日受け付けにて先着３５人。

１０月１３日（祝）午後１時（受け付けは３０
分前）～３時３０分

メディアパーク市川グリーンスタジオ
抽選で２２０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）を書き、９月３０日
（火）必着で東山魁夷記念館（〒２７２-
０８１３中山１-１６-２）

☎３３３-２０１１同館
♦♦♦
博物館友の会御成街道現地見学会
御成台から御茶屋御殿までの御成街道を
４ｋｍ程度歩きます。
コース 千城台～金親町～金光院～御茶
屋御殿～千城台（昼食はラパーク千城
台）※雨天中止

１０月１３日（祝）午前１０時３０分（ＪＲ市
川駅改札口集合）～午後４時

先着５０人
６００円
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、９月３０日（火）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）

♦♦♦
歴史博物館市内歴史見学会「真間編」
歴史博物館の学芸員が真間周辺を中心とし
た史跡（弘法寺、鈴木長頼墓地、浮島弁財
天など）の紹介をします。※雨天中止

１０月８日（水）午後２時（京成線国府台
駅改札口集合）～４時２０分

先着３０人
９月３０日（火）までに☎３７３-６３５１歴史

博物館
♦♦♦
遺跡見学会「印旛の古墳を歩く」
古墳などの文化財を見学。１０ｋｍ程度歩
きます。

１０月１６日、１１月２０日、１２月１８日、いず

れも木曜日（全３回）
印旛郡酒々井町、成田市方面
抽選で４０人
現地までの交通費
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、９月２９日（月）必着で考古博物館
（〒２７２-０８３７堀之内２-２６-１）

☎３７３-２２０２同館
♦♦♦
組紐ボランティア養成講座
古代の組紐技法「クテ打ち」を楽しみなが
ら、技術の普及と伝承を手伝うボランティ
アを養成します。

９月２７日、１０月２５日、１１月２２日、いずれ
も土曜日、午前１０時～正午（全３回）

先着1０人
考古博物館
9月26日（金）までに☎３７３-２２０２同館

♦♦♦
体験学習「土器をつくろう」
実物の縄文土器を見ながら複製をつくります。

１１月２日・９日・１６日、１２月７日、いずれも
日曜日、午前１０時～午後３時（全４回）

考古博物館、歴史博物館隣接広場
先着３０人
１,２００円（材料費）
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、１０月３１日（金）必着で考古博物館
（〒２７２-０８３７堀之内２-２６-１）

☎３７３-２２０２考古博物館
♦♦♦
八幡市民談話室文化の広場サークル展
◆市川南フォトクラブ写真展

９月２２日（月）～２８日（日）午前１０時～
午後５時※初日は正午から、最終日は午後
４時まで。

☎３００-８０２０文化振興課

発売開始情報

9月２1日（日）発売開始
第２７回新人演奏家コンクール
受賞記念演奏会
１１月２９日（土）１１:００/小ホール/
全席自由５００円/ /９月３日～
１１日に行われた第２７回新人演
奏家コンクール全５部門のうち、
各部門の最優秀賞、優秀賞に

選ばれた若き演奏家たちの受
賞記念演奏会です。

午後のクラシック
12月6日(土)14:00/ローズルー
ム/出演=野上真梨子（ピアノ）
山口尚記（バイオリン）/曲目=
シューマン「バイオリンソナタ第1
番」、他/全席自由800円/
100円引き/

山根一仁
バイオリンリサイタル
２０１５年３月
１５日（日）１５:
００/小ホール
/全席指定３,
０００円 /
５００円引き
/ １,０００円
引き/

10月1日（水）受付開始

市川市市民文化サポーター
企画事業
江戸つまみ細工体験講座
１０月３０日（木）１３:００（受け付
けは30分前）/ローズルーム/講
師＝穂積実/５００円/先着２０
人/申し込みは電話で文化会館

文化会館

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＝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）楽劇“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円引き/

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。市川だけの特別プロ
グラム/全席指定３,５００円/
５００円引き/ 大学生以下１,
０００円引き/

芳澤ガーデンギャラリー
「安野光雅が描く 野の花」展
11月30日(日）まで/9:30～
16:30（最終入館16:00）/入
場料500円/ 100円引き/会
期中関連イベントあり。詳細は
財団公式Webサイトまたは芳澤
ガーデンギャラリー☎ 3 7 4 -
7687

　青果や花き、乾物、お茶、食肉、鶏卵などの食料
品や日用雑貨の販売を行います。また、模擬競り
や焼きそばやゲームの屋台出店、その他のイベン
トも行います。
※敷地内工事中につき、車での来場は入場制限を行う
ことがあります。

９月２８日（日）午前８時３０分～正午
地方卸売市場　
☎３７８-３６１１同市場

１１月３日（祝）午後１時３０分～4時
メディアパーク市川グリーンスタジオ
抽選で１５０人
往復はがき（１枚４人まで）に参加者全員

の必要事項（６面上段参照）を書き、１０月５日
（日）まで（消印有効）に中央図書館（〒２７２-
００１５鬼高１-１-４）※重複の応募は無効。

☎３２０-３３４６同館

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/

（公財）市川市文化振興財団公式
Webサイト「てこなどっとねっと」がリ
ニューアルしました。デザイン性も高
く、情報はダイレクトに、操作はシンプ
ルに。スマートフォンにも対応。公演
情報、施設利用情報の詳細はWeb
サイトをご覧ください。

市制施行８０周年
し じ ょ う

▲活気づく「模擬競り」

▲©Naoko Hoshino　写真提供：星野道夫事務所
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