
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

　地上1５０ｍからの夜景をより美しく
観賞できるよう、アイ・リンクタウン展望
施設館内の照明を落とします。当日は
バレンタインの季節に合わせた、ピアノ
とフルートのスカイコンサートも開催し
ます。美しい夜景とともに音楽に癒され
る時間をお過ごしください。開催時間に
限り館内で三脚を使った写真撮影も
可。ただし、コンサートは撮影不可。

２月８日（日）午後４時～１０時（スカイ
コンサートは午後７時～７時４５分）

アイ・リンクタウン展望施設
☎７１１-１１４２観光交流推進課

正住真智子氏（ピアノ）岩崎花保氏（フルート）
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 イベント
♦♦♦
リサイクル施設見学ツアー
普段の生活の中でどれくらいのごみが出され
ているか知っていますか。そして、そのごみが
どのように処理されているか、資源物はどのよ
うにリサイクルされているか知っていますか。
そんな疑問に答えるリサイクルツアーです。

２月１2日（木）午前９時２０分（市役所前
集合）～午後４時
（株）ハイパーサイクルシステムズ（東浜１-

２-４）→クリーンセンター→日鉄住金物流君
津（株）市川リサイクル事業所（上妙典
１６１８）

市内在住の高校生以上、抽選で３０人
※初参加の方優先。

往復はがき（１人１枚）に、必要事項（６
面上段参照）と弁当の持参または注文を
書き、２月２日（月）必着で循環型社会推進
課リサイクルツアー係（〒２７２-００２３南八
幡２-１８-９） 

☎３２０-３９７１同課
♦♦♦
大町レクリエーションゾーン
初夢フェスティバル
新春の一日を楽しみましょう。
動植物園 羽根突き大会・干支クイズなど。Ｚ
ＯＯワンポイントガイドでは今年の干支「ヒツ
ジ」について飼育員がお話しします。動植物
園の新しいキャラクター「市川梨丸」も登場。
自然博物館 展示室探検

１月１８日（日）午前９時３０分～午後４時
３０分

動植物園、自然博物館
入園料のみ（高校生以上４３０円、小・中

学生１００円）
☎３３８-１９６０動植物園

♦♦♦
冬の天体観望会
天体観望会と野外炊事体験で、冬の大町
の豊かな自然を満喫しましょう。※天候によ
りプラネタリウム鑑賞と講師による星の話に
変更。

１月３１日（土）午後３時（受け付けは３０分
前）～６時３０分

少年自然の家
小学生以上、先着４０人※小・中学生は

要保護者同伴。
１月３０日（金）までに☎３３７-０５３３同施

設※受け付けは午前９時～午後５時（月曜
日除く）。
♦♦♦
大人の竹細工工房
竹の自然な形を取り入れたり、小刀で細工し
たりしながら、置物などを作ります。

２月１５日（日）午後１時３０分（受け付けは
１５分前）～４時

少年自然の家
２０歳以上の方、先着４０人
２月１４日（土）までに☎３３７-０５３３同施

設※受け付けは午前９時～午後５時（月曜
日除く）。
♦♦♦
失われた江戸の繁華街跡を訪ねて
柳森神社・玄武館・お玉が池・松陰終焉の
地・両国広小路・柳橋などを訪ねる。小雨決
行、御朱印受け不可。

２月１日（日）正午（ＪＲ市川駅中央改札口
集合）

先着５０人
６００円（資料代）
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、１月２０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）

♦♦♦
季節の展示「冬辻切り」展
常設展示している辻切りの大蛇を新たなも
のに交換します。これに関連して、辻切りの
大蛇製作の様子や、現在では行われていな
い市内の辻切りの、昭和５０年代に撮影さ
れた写真などを公開します。

１月２０日（火）～２月２２日（日）
歴史博物館
☎３７３-６３５１同館

♦♦♦
東山魁夷記念館講演会

「東山魁夷と北欧の旅」
東山芸術に神秘の白夜の光をもたらした北
欧の旅について語ります。

１月３１日（土）午後１時３０分～３時
東山魁夷記念館

講川口直宜（同館学芸専門員）
先着３０人
当日の観覧料のみ（一般５１０円、６５歳

以上４００円、高校生・大学生２５０円、中学
生以下無料）

本日午前１０時より☎３３３-２０１１同館
（月曜日休館）
♦♦♦
自然博物館の催し　　　　   　

☎３３９-０４７７自然博物館
※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。

１月２５日（日）午前１０時（観賞植物園入
口集合）～正午
◆長田谷津散策会

２月７日（土）午前１０時（動物園券売所
前集合）～１１時３０分

発売開始情報

1月31日(土)発売
綾戸智恵コンサート 2015
5月30日(土)15:00/行徳文化
ホールI&I/全席指定6,500円
/ / ☎0570-00-3337サン
ライズプロモーション東京

2月6日(金)発売
東京シティ・フィル木管五重
奏／子供のためのクラシック

音楽劇ピーターとオオカミ
5月23日（土）11:00/行徳文化
ホールI&I/全席自由大人1,000
円、子ども（２歳～小学生）500
円/1歳以下無料/第１部（30分）

「ピーターとオオカミ」朗読・ダン
ス・演奏/第２部（30分）木管五
重奏の演奏を楽しもう。ダンサー
と一緒にダンスを踊ろう。

2月7日（土）発売
特撰落語豪華競演会
５月６日（水）１４：００/文化会館
大ホール/全席指定Ｓ席４,５００
円、Ａ席３,５００円/出演＝三遊
亭円楽、桂文珍、柳家花緑、柳
家三三/ ☎０３-６２４０-１０５２
エイフル企画/ 各席300円引
き/

好評発売中
文化会館

市川交響吹奏楽団定期演奏会
２月７日（土）１５：００/大ホール/
入場無料/曲目＝グラズノフ「交
響曲第5番」、他/指揮＝佐藤宗
男/ ☎０９０-１５４５-４４４５杉田
市民文化サポーター企画事業
第７回いちかわ街かど美術展
２月１５日（日）～２２日（日）１０：
００～１７：００（２２日は１５：００ま
で）/展示室/入場無料/どんな
作品でも、誰でも出品でき、市民
が集う展覧会。約４００点の作
品を展示。
市川ライオンズクラブ 障がい者
支援チャリティ事業　市川寄席
3月2日（月）18:30/大ホール/
出演＝春風亭昇太、林家たい

平/各席自由、特設S席3,500
円、S席3,300円、A席2,800円
/ ☎047-323-5060市川ライ
オンズクラブ事務局
芸術講座 邦楽を楽しもう
３月２１日（祝）小ホール/講師・
出演＝佐藤さくら子（三味線）、
小川実加子（囃子）、中島裕康

（箏）、佐田奏生（尺八）、正田温
子（篠笛）
◆１部「こどもたちの邦楽体験講
座」/開始１２：３０（受け付けは３０
分前）/参加費５００円（定員あり）/
小・中学生限定。
◆２部「楽しい邦楽コンサート」開
演１４：３０/全席自由５００円/３歳
未満入場不可、未就学児無料。
綾小路きみまろ爆笑スーパー
ライブ2015
4月7日（火）14:00/大ホール/

全席指定S席5,500円、A席
5,000円/18歳未満入場不可
/ ☎048-645-9009 （株）ア
イエムオープロモーション

行徳文化ホールＩ＆Ｉ
おやこ寄席
１月２５日（日）１４：００/会議室/
全席自由大人１,３００円、子ども

（高校生以下）５００円/出演＝
雷門小助六、春風亭柳若/
大人のみ１００円引き/

「あいあいコンサート」
ママも楽しい０歳からコンサート
２月６日（金）/１１：００（終演１１：
４５）/全席指定６００円、子ども
無料（座席必要の場合チケット
購入）/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

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/

♦♦♦
土偶・土面づくり
祭りや呪いに使われた縄文時代の土偶や
土面をつくります。

２月１５日、３月１日・２９日、いずれも日曜日
午前１０時～午後３時

考古博物館
全３回に参加できる方、抽選で２５人
８００円
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、２月７日（土）まで（消印有効）に考古
博物館（〒２７２-０８３７堀之内２-２６-１）。

☎０９０-９２３１-４３８３博物館友の会
（同館）

♦♦♦
行徳公民館主催講座

「ひとり語り・永井荷風の世界」
市川市ゆかりの作家・永井荷風の世界を楽しむ。

２月７日（土）午後１時３０分～３時３０分
行徳公民館

内「濹
ぼ く と う き だ ん

東綺譚」より「玉ノ井夜想～大江匡
とお雪」、語り＝長浜奈津子（俳優座女優）

抽選で３０人
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

と性別を書き、１月２６日（月）必着で同館
（〒２７２-０１２１末広１-１-３１）

☎３５６-０７６３同館
♦♦♦
水木洋子テレビドラマ上映会
１９８１～１９８２年に放送された水木洋子脚
本のテレビドラマ「はまなすの花が咲いたら」
の全２４話を上映します。
内［１～４話］１月１８日（日）・２３日（金）、［５

～８話］２月７日（土）・１０日（火）、［９～１２話］
２月１１日（祝）・１２日（木）、［１３～１６話］２月
１５日（日）・２０日（金）、［１７～２０話］２月２１日

（土）・２４日（火）、［２１～２４話］３月７日（土）・
１7日（火）、各話４８分

午前１１時、午後１時１０分、２時２０分、３
時３０分（開場はいずれも1０分前）

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

休館）
♦♦♦

【芸術祭・文化祭】芸術文化集会
テーマ 「“再発見”市川の芸術文化」～人
と文化をむすぶ～
市川市の芸術文化団体による演奏・公演、
ロビー展示など。

２月１１日（祝）午後１時（開場は１時間前）
文化会館
☎３３７-７１７５市川市芸術文化団体協

議会（湯浅）
（文化振興課）

♦♦♦
【芸術祭・文化祭】邦楽演奏会

2月14日（土）午後1時、4時（2回公演）
文化会館

内第１部＝三味線、大正琴、長唄の演奏、
第２部＝演劇「おかね塚」市川の民話より

前売り＝１,５００円、当日＝２,０００円
☎０９０-４５９２-２５１５市川市邦楽連盟

（松島）
（文化振興課）

♦♦♦
文化の広場サークル展

八幡市民談話室
☎３００-８０２０文化振興課

◆市川写友会写真展
１月２０日（火）～２５日（日）午前１０時～午

後５時※２０日は午後１時から、２５日は午後
４時まで。
◆小さな木の実のアート展

１月２７日（火）～２月１日（日）午前１０時～
午後５時※２７日は正午から。
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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

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）市川のねぎ

1月17日（土）〜23日（金）

特集 防災特集

1月24日（土）〜30日（金）

特集 名誉市民 中山忠彦氏

1月31日（土）〜2月6日（金）

特集
 〈広報広聴課〉


