
まごころサービススプリングセール実施中

キャンペーン期間 ３月３１日（火）まで
☎３７７-１０１１市川商工会議所　　　　　　  （商工振興課）

　市内参加店で５００円以上の買い物で景品付きスクラッ
チカードがもらえるサービスを市内の参加商店で実施しま
す。景品は瀬川瑛子・山本譲二・鳥羽一郎歌謡ショーのペア
招待券やクーポン券など。参加店はキャンペーンポスターが
目印です。

商店会連合会創立４０周年記念

～夜間は美しくライトアップ～

里見公園桜まつり
　約２６０本のソメイヨシノやオオシマザクラで美しく彩られます。期間中は、
北原白秋ゆかりの「紫

し え ん そ う し ゃ

烟草舎」も一般公開します。また、週末の夜間はライト
アップし、幻想的な夜桜を楽しむことができる他、多彩な催し物を行います。
開催期間 ３月２８日（土）～４月１２日（日）午前９時～午後６時

里見公園

期間中の催し物
４月４日（土）・５日（日）午前

１０時～午後３時※雨天中止
●踊り、座敷芸、マジックショー
など（藤棚前舞台）

●草花小鉢の販売、花の種の
配布

●市川案内人の会による里見
公園見どころツアー
ライトアップ

３月２８日（土）・２９日（日）、４月
３日（金）～５日（日）・１１日（土）
午後６時～８時※雨天中止

交通規制にご協力を
※期間中は公共交通機関を
ご利用ください。
規制区間：県道市川・松戸線
の里見公園入口～里見公園
及び里見公園周辺
規制日時
期間中の土・日曜日の午前９
時～午後８時（４月３日（金）午
後６時～８時、１２日（日）午前９
時～午後６時）

☎３３２-８７７４公園緑地課

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
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 イベント
♦♦♦

【芸術祭・文化祭】洋舞踊合同公演
第１部・第２部作品集出演：アミュバレエ
アート、クラシックバレエ赤いくつ、ケアリィ
ラニフラグループ、すみれバレエクラシック、
三沢モダンバレエジャズダンススタジオ、玲
子バレエスクール
第３部合同作品「シンデレラ」（プロコフィエ
フ曲）特別出演：パベル・ノボショーロフ

３月２９日（日）午後２時３０分（受け付け
は３０分前）～5時30分

文化会館
☎３７３-１００２市川市洋舞踊協会（荒

木）
（文化振興課）

♦♦♦

ＺＯＯワンポイントガイド「フェネック」
フェネックの生態や特徴などを中心に飼育
員が話します。

３月２９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

♦♦♦

観賞植物園ロビーコンサート
市川ウクレレクラブ（曽谷）のウクレレの演
奏やプルメリア・フラチームによるフラダン
スを行います。

３月２９日（日）午後２時～３時
観賞植物園
☎３３８-１９６０動植物園

♦♦♦

グリーンシアター春休みスペシャル
３月２８日（土）午後２時（開場は３０分

前）～３時12分
内ダンボ（アニメ／日本語吹き替え／６２
分）、上映前に小さな朗読劇あり。

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）
♦♦♦

脚本家水木洋子の世界　講演と映画の会
４月２５日（土）午後１時３０分（受け付け

は３０分前）～4時
内講演＝成瀬巳喜男と水木洋子（講大
久保清朗氏）、映画＝「おかあさん」（１９５２
年／９８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）
♦♦♦

ボランティアガイド市川案内人の会によ
るウォーキング「梨の花を訪ねて」
梨の花を見ながら約８ｋｍ歩きます。
コース 北総線大町駅改札口（午前10時
出発）→梨街道→少年自然の家→観賞
植物園→動植物園（昼食）→駒形大神社
→小川再生親子ふれあい農園→天満天
神宮→ＪＲ武蔵野線市川大野駅（解散）

４月７日（火）午前１０時～午後３時※小
雨決行

４３０円（市内在住の６５歳以上の方は
証明証持参で無料。）

昼食、飲み物
☎３３４-５７１０同会（八幡市民談話室）

（観光交流推進課）
♦♦♦

行徳・浦安三十三カ所観音札所巡り
かつて行徳札所と呼ばれた３３カ所の観
音札所を３日間で巡ります。市川案内人の
会が寺院の歴史などを説明します。
※行徳郷土文化懇話会で制作した、御朱印
帳（1部300円）を希望する方は、☎324-
7751いちかわ観光・物産案内所で要予約。

①４月５日（日）②１２日（日）③５月１０日
（日）いずれも当日、午前８時３０分集合～
午後０時３０分解散※小雨決行
ルート／集合場所 ①行徳ルート／白妙公園

（東西線妙典駅前）②南行徳・浦安ルート
／弁天公園（東西線行徳駅近く）③原木
ルート／行徳橋北詰バス停前あずまや

市内在住・在学・在勤の方
１回３００円（資料・保険代）
☎０８０-１０１８-０９２９同懇話会（田中）

（観光交流推進課）
♦♦♦

東山魁夷記念館講座「京都の絵世界」
古くから絵画に描かれてきた京都－京

きょうらく

洛－
の美について学びます。

４月１０日（金）午後１時３０分～３時
東山魁夷記念館

講川口直宜氏
先着３０人
本日午前１０時から☎３３３-２０１１同館

♦♦♦

博物館友の会講演会「東大寺創建」
東大寺が奈良時代に創建された歴史的
経緯を学芸員がわかりやすく話します。

４月１９日（日）午後２時３０分～4時

発売開始情報

3月２8日（土）発売
市川寄席
５月１６日（土）１４：００/ローズ
ルーム/全席自由１,８００円/出
演＝立川龍志、立川吉笑、立
川志奄、立川らく人/ ２００円
引き/

4月4日（土）発売
髙橋真梨子コンサート 
Ｖｏｌ.３９　２０１５

６月４日（木）１８：３０/文化会館
大ホール/全席指定８,５００円/
発売初日に限り特別電話☎
３９３-７１１１ま
たはＷebのみ
の受け付け/
主 催・問 ☎
０３-５５７０-
２８０３ホワイト
ページ/

4月10日（金）発売
ザ･アイリッシュダンス
ラグース 
９月１１日（金）１９：００/文化会館
大ホール/全席指定５,5００円/
発売初日に限り特別電話☎
３９３-７１１１またはＷebのみの受
け付け/ /主催＝光藍社/共
催・ ☎３７９-５１１１文化振興
財団/ 500円引き

4月11日（土）発売
ＴＳＵＫＥＭＥＮ ＬＩＶＥ ２０１５  
６月１２日（金）１８：３０/文化会館
小ホール/全席指定４,８００円/3
歳未満入場不可/主催・ ☎０３-
５５６１-９００１エニー ちけっとぽー
と （平日１０：００～１８：００※発売
日を除く）

好評発売中
文化会館

午後のクラシック
～バイオリン・ピアノ～
４月１８日（土）１４：００/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/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）

行徳文化ホールＩ＆Ｉ
フレッシュ音楽講座
第１回 チェロ講座 演奏付き
５月１３日（水）１４：００/全席自由
５００円/講師＝ピーティ田代櫻 

（チェロ・新人演奏家コンクール
弦楽器部門最優秀賞）
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/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。

清　華　園
春の清華展
3月24日（火）～29日（日）10：
00～16：00（24日（火）は13：
00～、29日（日）は15：00まで）/
入場無料/ ☎339-1249原
つるしかぶとを折ろう
4月29日（祝）13：00/材料費
200円/先着20人/事前予約
不要/ ☎333-6147清華園

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/

歴史博物館
先着5０人
３００円（資料代）
往復はがきに必要事項（６面上段参照）

を書き、４月９日（木）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
（考古博物館）

♦♦♦

文化の広場サークル展
◆デジタルフォトアルス「二人展」

３月２４日（火）～２９日（日）午前１０時～
午後５時

八幡市民談話室
☎３００-８０２０文化振興課

♦♦♦

自然博物館の催し
☎３３９-０４７７同館

※荒天中止
◆湿地の環境整備をお手伝い　 20初参加の方は要問い合わせ。

３月２９日（日）午前１０時（観賞植物園
入口集合）～正午
◆長田谷津散策会

４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
車を利用の方は要問い合わせ。

４月５日（日）午前１０時（観賞植物園入
口集合）～正午

▲ライトアップされた里見公園の桜

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〉
小中一貫校 鳥の目から見たいちかわ

3月21日（祝）〜31日（火） 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）

4月1日（水）〜4月10日（金）

特集 特集


