
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

　「種から花を育ててみよう」を
キャッチフレーズに、花づくりに挑
戦しませんか。育てた苗を近所の
方や公共の場の彩りに活用しても
らうことで、街の彩りアップ・地域
の交流づくりを目指します。「講習
会」では花づくりでわからないこと
を参加者同士で相談できます。
ガーデニング初心者でも安心して
参加ください。

　種から花苗を育てるポイントを楽しく
学ぶ講習会の様子や、栽培の様子、育て
た花苗が美しい景観や地域の交流づく
りにつながる事例などを紹介します。

配布物品 種（マリーゴールド、トレニア）
各１袋、育苗トレー２個、培養土（１４リッ
トル）１袋、ビニールポット５０個※第１回
講習会でお渡しします。花の種類は変
更になる場合があります。

３月３日（火）まで
メディアパーク市川エントランスホール
☎７０４-０００３まち並み景観整備課

●講習会（全３回・各日２会場で開催）

●育てた苗を市内公共施設へ提供
提供数の目安は約２０苗（２品種込み）です。
提供以外の苗は自由に活用してください。

往復はがきに必要事項（６面上段参照）、第
１回講習会の出席希望会場を書き、３月４日

（水）まで（消印有効）にまち並み景観整備課
（〒２７２-８５０１※住所不要）。団体の場合は
☎７０４-０００３で要申し込み。

日時・会場 メインテーマ サブテーマ
３月２８日(土)

１０：００～１１：３０／勤労福祉センター本館
１４：００～１５：３０／行徳文化ホールＩ＆Ｉ

種まきの仕方

５月９日（土）
１０：００～１１：３０／文化会館
１４：００～１５：３０／行徳文化ホールＩ＆Ｉ

移植の仕方 土づくり、肥料のポイント

６月１３日（土）
１０：００～１１：３０／勤労福祉センター本館
１４：００～１５：３０／行徳文化ホールＩ＆Ｉ

定植の仕方 夏場の管理と花苗の楽しみ方
～ハンギングバスケットを例に～
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 イベント
♦♦♦

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、ＤＶＤに写し替えてみませんか。

３月２１日（祝）午前１０時～午後５時
メディアパーク市川文学研修室
先着１４人
本日午前９時から☎３２０-３３３４文学

ミュージアム（月曜日休館）
♦♦♦

ビデオ編集講座
パソコンで楽しく編集操作を学びましょう。

簡単編集編＝３月１２日（木）・１４日（土）、
本格編集編＝３月１３日（金）・１５日（日）、い
ずれか1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、各日先着８人
１,０００円
本日午前９時から☎３２０-３３３４同施設

（月曜日休館）
♦♦♦

映画会「燦燦（さんさん）～７７歳の婚活」
３月１２日（木）午前９時３０分・１１時３０分・

午後１時３０分・３時３０分・5時３０分の計５回
（各81分）

文化会館
当日券＝大人８００円、前売券＝大人

５００円※小学生・障害者は当日券・前売券
ともに３００円。

☎０８０-１２８４-２８５６市川市ボランティア
協会　　　　　　（ボランティア・NPO課）
♦♦♦

博物館友の会見学会・行徳の寺町を歩く
行徳のお寺を見学します。（徒歩４ｋｍ）
コース 東西線妙典駅改札（午前９時集合）
→妙好寺→徳願寺→妙頂寺→法泉寺→
妙覚寺→円頓寺→浄閑寺→本久寺→法
善寺→妙典駅（解散）

３月１５日（日）午前９時～正午※小雨決行
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、３月５日（木）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）

♦♦♦

講演会「縄文時代晩期の道
ど う

免
め

き谷津遺跡
－市川市域における縄文文化の終焉」
考古博物館や堀之内貝塚のすぐ南側の低

地にあり、トチの実の加工に関わる木組遺
構・漆塗りのくし・製塩土器などが発見された
遺跡についての講演会です。

３月１日（日）午後１時～４時３０分
歴史博物館
先着６０人

◆関連速報展「新発見外環自動車道の遺
跡‐第４回道免き谷津遺跡」

３月１日（日）～９月２７日（日）
考古博物館
☎３７３-２２０２考古博物館（月曜日休館、

祝日の場合は翌平日休館）
♦♦♦

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

３月７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

３月８日（日）午前１０時（観賞植物園入口
集合）～正午
♦♦♦

東山魁夷記念館通常展「京洛四季」
京都の自然や伝統と真

し ん し

摯に向き合うことか
ら生まれた、東山魁夷の日本美の世界を読
み解きます。

２月２７日（金）～５月１０日（日）
東山魁夷記念館

観覧料 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
休館日 月曜日（祝日の場合は翌平日休館）
◆講演会「東山魁夷と京都」
大自然をうたう絵画詩人である東山魁夷が
表現した京都の美について語ります。

３月１４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
観覧料のみ
本日午前１０時から☎３３３-２０１１同館（月

曜日及び２月２４日（火）～２６日（木）休館）
♦♦♦

東洋ラン展示会
来場した方、抽選で５０人に春ランをプレゼント。

３月７日（土）・８日（日）午前１０時～午後４時
消防局
☎０９０-３２００-０１７９消防局花と緑の愛

好会・市川東洋蘭愛好会（加藤）
（消防総務課）

♦♦♦

じゅん菜池緑地梅まつり
緑と水が美しいじゅん菜池緑地は、梅の名

発売開始情報

２月２１日（土）発売
午後のクラシック
～バイオリン・ピアノ～
４月１８日（土）１４：００/文化会館
ローズルーム/全席自由８００円/
出演＝坪井夏美（バイオリン）、
岩本果子（ピアノ）/曲目＝マスネ

「タイスの瞑想曲」、ワックスマン
「カルメン幻想曲」、他/ １００
円引き/

ママも楽しい
０歳からコンサート
６月１５日（月）１１：００/文化会館
大ホールホワイエ/全席自由大人
６００円、子ども無料（座席必要
の場合チケット購入）/出演＝藤
井冴（ソプラノ）、田辺純一（チェ
ロ）、正住真智子（ピアノ）

好評発売中
文化会館

山根一仁
バイオリン
リサイタル
３月１５日（日）
１５：００/ 小
ホール/全席
指定３,０００円
/曲目＝ラベル

「バイオリンソナタ第２番」、「ツィ
ガーヌ」、他/ ５００円引き、大
学生以下１,０００円引き（併用
不可）/
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（はやし）、中島裕康

（琴）、佐田奏生（尺八）、正田温
子（しの笛）
◆１部「こどもたちの邦楽体験
講座」/開始12：30（受け付けは
正午）/参加費５００円/対象は
小・中学生に限定。付き添いの
方は2部チケットを購入。
◆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。

市川寄席
３月２８日（土）１４：００/ローズルー
ム/全席自由１,３００円/出演＝立
川談四楼、立川らく次、立川笑
二、立川らくみん/ １００円引き
/
特撰落語豪華競演会
５月６日（水）１４：００/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

行徳文化ホールＩ＆Ｉ
行徳名人会
柳家喬太郎・
古今亭菊之丞
二人会
３月８日（日）

１４：００/全席指定１階席３,５００
円（残席僅少）、２階席３,０００円
/ 各席３００円引き/
東京シティ・フィル木管5重奏と
子ども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/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」ダンス・朗読・演奏/第２部

（３０分）木管5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。
綾戸智恵コンサート２０１５
５月３０日（土）１５：００/全席指定
６,５００円/ / ☎０５７０-００-
３３３７サンライズプロモーション
東京（１０：００～１９：００）

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/

所です。３月上旬には見頃を迎えます。
３月８日（日）午前９時３０分～午後２時
じゅん菜池緑地
☎３７３-５７１１中国分自治会館内同まつり

実行委員会（橋本）
（地域振興課）

♦♦♦

八幡エリアふれあい発表会
八幡地区の地域ふれあい館を利用している
サークルが踊りや演奏、絵画や書道などを
発表します。

３月８日（日）午前９時３０分～午後３時
４５分

本八幡地域ふれあい館
☎３３４-１４７８地域振興課

♦♦♦

八幡市民談話室
文化の広場サークル展
◆「風の会絵手紙展」

３月３日（火）～８日（日）午前１０時～午後
５時※８日（日）は午後３時まで。

☎３００-８０２０文化振興課

協働花づくり活動紹介展

参加者募集

開催中

協働花づくり（平成２７年春の部）

協働花づくり活動紹介展

協働花づくり（平成２７年春の部）

©三浦興一

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〉
平成27年度

施政方針・教育行政運営方針 ガラス工芸家  藤田喬平

2月21日（土）〜27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）

2月28日（土）〜3月6日（金）

特集 特集

しゅう えん


