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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。
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 〈広報広聴課〉
青空ギャラリー 芸術の秋　東山魁夷記念館　特別展

10月18日（土）〜24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）

10月25日（土）〜31日（金）

特集 特集
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 イベント
♦♦♦
アイ・リンクタウン展望施設で
期間限定の夜景観賞
アイ・リンクタウン展望施設の館内の夜間
照明を落とすため、より美しい夜景を観賞
することができます。期間中は三脚を使っ
た写真撮影も可能、カフェスペースでのソフ
トドリンクやお菓子の提供も午後９時まで
延長します。

１０月２２日（水）～２４日（金）午後７時３０分～９時
アイ・リンクタウン展望施設
☎７１１-１１４２観光交流推進課

♦♦♦
ＺＯＯワンポイントガイド「シロテテナガザル」
小型の類人猿「シロテテナガザル」につい
て飼育員がお話しします。

１０月１９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

♦♦♦
博物館友の会「色紙掛け作り」①　
基本を守れば好みのデザインで色紙掛けを

創作できます。
１１月１６日（日）午前１０時～午後４時
歴史博物館
抽選で２０人
４,３００円
往復はがき（１人１枚）に必要事項（６面

上段参照）を書き、１１月１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）

♦♦♦
市川房枝生誕120年記念企画
歌＆トーク「市川房枝の世界」
歌や上映会を通して、婦人参政権の立役
者・市川房枝氏の活動をひも解きます。

１１月１７日（月）午後１時３０分～４時
男女共同参画センター
先着６０人

内Ⅰ部＝婦選の歌の合唱、歌ができた背景
について、Ⅱ部＝上映会、市川房枝記念会
による出前トーク

☎３２２-６７００同センター
♦♦♦
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。　　

１０月２６日（日）午前１０時（観賞
植物園入口集合）～正午
◆長田谷津散策会

１１月１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

１１月２日（日）午前１０時（観賞植物園入
口集合）～正午
♦♦♦
食と音楽の共演「いちフェス」
おはやし、クラシック、オペラ、ジャズの生演
奏や商店会の店舗によるグルメなど。

１０月１９日（日）午後２時～６時３０分
ＪＲ本八幡北口八幡一番街商店街
☎０９０-８５１０-８００１いちフェス実行委員会

（商工振興課）
♦♦♦
大人も子どもも音楽ざんまい「ねもフェス」
ブレイクダンスやギター・バンド演奏、楽器作
りなどの体験、屋台など。※雨天中止

１０月１９日（日）昼の部＝午後２時３０分～
５時、夜の部＝午後５時～８時

京成国府台駅前通り根本発展会
ビンゴ大会のみ100円
☎３２０-０１５０ねもポジ会事務局、☎３２２-

６２０６お茶の川宗園
（商工振興課）

注目情報

１１月１日（土）受付開始

市民文化サポーター企画事業
いちかわ街かど美術展作品募集
申込期間＝１１月１日（土）～３０日

（日）/展示期間＝平成２7年２月
１５日（日）～２２日（日）/文化会館
展示室/ 市内在住・在勤・在

学の方/詳細はお問合せください
/ ☎３７９-５１１１、ＦＡＸ３７０-
０１８０文化会館

１１月8日（土）発売開始
→Ｐｉａ－ｎｏ－ｊａＣ←（ピアノジャッ
ク）ＳｗｉｎｇＰａｃｃｈｉｎＴｏｕｒ２０１５
平成２7年
１月１１日

（日）１７:００
/行徳文化
ホールＩ＆Ｉ/
全席指定５,
０００円（当
日６,０００円）/小学生以上有料。
未就学児童は無料（大人１人に
つき、子ども１人まで膝上可）。た
だし、座席が必要な場合はチケッ
ト必要

１１月21日（金）発売開始
「あいあいコンサート」ママも
楽しい0歳からコンサート
平成27年2月6日(金) 11:00 
(終演11:45)/行徳文化ホール
I&I/全席指定大人600円、子ど
も無料（座席利用の場合有料）/
曲目＝山の音楽家、アンパンマ
ンのマーチ、レット・イット・ゴー、他
/0歳から入場可

出演者募集
第３回市川フレッシュフェスティバル
平成２7年１月１７日（土）13:00
あなたの自由な発想から生まれる

「魅せるパフォーマンス」を募集し
ます。市内各所で申込書配布
中。財団Ｗｅｂサイトからダウンロー

ド可。詳細はＷｅｂサイトまたは申
込用紙をご覧ください/募集期間
＝１１月１６日（日）まで

文化会館
布袋寅泰コンサートツアー２０１４
１１月２８日（金）１９:００/大ホール
/全席指定７,８００円/３歳未満
入場不可（３歳以上有料）、会場
での子どもの安全責任は、同行
保護者に負っていただきます。
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/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。

行徳文化ホールＩ＆Ｉ
家族の週間　ママも楽しい０
歳からコンサート
１１月１０日（月）１１:００（終演１１:
４５）/全席指定大人６００円、子ど
も無料（座席利用の場合有料）/
曲目＝さんぽ、サウンド・オブ・ミュー
ジックより、他/０歳から入場可

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Ｗｅ
ｂサイトまたは☎３７４-７６８７芳澤
ガーデンギャラリー

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/

いちかわ市民まつり
　市民のみなさんが日頃の練習成果を発揮する楽しいス
テージや、趣向を凝らした模擬店・ＰＲブースなどが２００以上
並びます。
　今年は「市制施行８０周年ＶＩＶＡいちかわ広場」をテーマと
したブースが出展し、８０周年を記念した催しも行います。農
水産物や市川バラ物語の紹介と関連商品の販売の他、市
川とつながりのある地域のブースもあります。
　秋の一日、市民まつりで思い切り楽しんでください。

１１月１日（土）午前１０時
（９時４５分からオープニングセ
レモニー）～午後４時※当日
午前６時から☎３３４-１１１１で
開催の有無が確認できます。

大洲防災公園
☎７１１-１１４２いちかわ市

民まつり実行委員会
（観光交流推進課）

午前10時／午後1時
まち並み景観整備課ブース※1人3枚まで、各回先着150セット。

☎704-0003まち並み景観整備課

※市役所・行徳支所・大柏出張所か
ら無料シャトルバスの運行あり。

物品販売は午前１０時から

会場内禁煙

ペットを連れての来場不可

駐車場なし

市制施行
8 0 周 年

♦♦♦
ビデオ編集講座
パソコンを使って編集操作を1日で学びます。

内 ①１１月１３日（木）・１５日（土）／簡単
編集編 ②１１月１４日（金）・１６日（日）／本格
編集編、いずれも午後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８人
１,０００円
本日午前９時から☎３２０-３３３４文学

ミュージアム（月曜日休館）
♦♦♦
企画展「イメージとしての写真―言葉に
なった市川の風景」のギャラリートーク
学芸員による紹介と解説です。

１０月２５日（土）午後３時
メディアパーク市川企画展示室　　
観覧料 一般２００円、６５歳以上１６０円、高
校生・大学生１００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、エコボ満点カード１枚で１人無料

☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜日休館）
♦♦♦
星野道夫写真パネルミニ展示

１０月２５日（土）～１１月２７日（木）平日＝
午前１０時～午後７時３０分、土・日曜日、祝
日＝午前１０時～午後６時

メディアパーク市川グリーンギャラリー
☎３２０-３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）

♦♦♦
グリーンシアター

内１０月２４日（金）午後２時（開場は３０
分前）「郵便配達は二度ベルを鳴らす」 

（１９４２年／イタリア映画／実写／モノクロ
／有声／字幕（１１８分））

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）
♦♦♦

雷
かみなりした

下遺跡見学会
発掘現場の見学・出土品の展示を行いま
す。申し込み不要。車両での入場不可。

１１月１日（土）午前１１時～午後２時※荒
天の場合は翌日に延期。

雷下遺跡発掘現場（国分７-7）
☎０４３-４２４-４８５０県教育振興財団文

化財センター調査研究部※当日は☎３７４-
７６３０同センター市川作業所
♦♦♦
文化の広場　サークル展
◆行徳写真同好会作品展

１０月２０日（月）～２６日（日）
◆小さな盆栽展

１０月３０日（木）～１１月２日（日）
いずれも午前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。

八幡市民談話室
☎３００-８０２０文化振興課

エコボ満点カードと市川産花苗交換
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　メディアパーク市川・県立現代産業科
学館・ニッケコルトンプラザの鬼高の地に
集う「さんしゃ」が開催する感謝祭。今年
は市制８０周年を迎える市川市が力を合
わせ、一大イベントを開催します。
◆プロジェクションマッピングＲＡＹＲＯＡＤ
～光と音のスパークリング・シンフォニー～

１０月２５日（土）・２６日（日）、午後６時３０
分～８時３０分

県立現代産業科学館サイエンス広場
☎３３４-１１０４企画課

◆ストリート陸上　
１０月２６日（日）午後０時３０分～２時
ニッケコルトンプラザと現代産業科学

館、メディアパーク市川の間の市道
☎３７３-３１１２スポーツ課

◆いちかわウルトラクイズ　
１０月２６日（日）午後１時（受け付け開始

は午前１０時）～４時３０分
ニッケコルトンプラザコルトン広場
☎３０２-２５２１青年会議所　

◆いちかわウルトラダンス　
１０月２６日（日）午前１０時～正午
ニッケコルトンプラザコルトン広場
☎３３４-１１０４企画課

※その他メディアパーク市川内各施設でも多
数のイベントを開催します。

鬼高さんしゃ祭


