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芸術の秋や読書の秋、スポーツの秋といわれるように、さま
ざまなことに取り組みやすい季節がやってきました。じゅん
さい池緑地でも「小さな秋」が姿を現しています。池のまわ
りの遊歩道は自然豊かで木陰もあるため、ウォーキングや
ジョギングなどにもオススメです。秋の訪れを感じながら、
体を動かしてみてはいかがでしょうか。      （広報広聴課）

6　クロロとバララのLINEスタンプが登場

7　保健センターからのお知らせ
8　幼稚園の入園児募集

9　芸術の秋、公民館イベントにみんなで行こう
10　いちかわオープンガーデン2019秋

11　市民の広場／いちかわ文芸

2 - 3　　　見つけに行こう 自分に合ったスポーツ 4 - 5　　　おまつり月間を楽しもう

小さな秋 あちこちに
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みなさんの声

　平成30年に市民を対象に実施した
アンケートでは、週１回以上運動やス
ポーツをしている人は43.5%でした。
スポーツ庁が実施した調査では全国
平均が55.1％（※）となっており、市川
市はやや低い数字といえます。

※スポーツ庁 平成30年度「スポーツの実施
状況に関する世論調査」について　

　「ほとんどしていない」と回答があったうち、その理由として、

　などの項目に多く回答がよせられました。
　市はより多くの方々にスポーツを楽しんでもらいたいと考え、総合型
地域スポーツクラブの支援やさまざまなイベントを開催しています。

　総合型地域スポーツクラブとは、地域に暮らす人たちが自主的に作り、発展させていく、地域に密着したス
ポーツクラブのことです。現在「市川スポーツガーデン国府台」「市川スポーツガーデン塩浜」「北市川スポー
ツクラブ」の3つのクラブが活動しています。子どもから高齢の方まで、あらゆる年代の人たちが加入していて、
経験の有無に関わらず、さまざまなスポーツを楽しむことができます。入会方法など詳細については各クラ
ブまでお問い合わせください。

◎仕事や家事、勉強などが忙しく、時間がない
◎参加するきっかけがない
◎運動できる場所がない
◎一緒に参加する仲間がいない
◎運動が嫌い・苦手だから年に数回 9.2%

（108件）

ほとんど
していない 34.1%

（402件）

キッズ
ターザンクラブ

大野さん

参加者

▲親子で元気いっぱいに動きます

市川スポーツガーデン国府台（略称：ISG国府台）

週１回以上の
スポーツ実施率

Q あなたは、普段どれくらい運動やスポーツをしていますか。

回答者数 : 1179 人

市川市 43.5％

ほぼ毎日 9.7%
（114件）

週に3回以上 10.8%
（127件） 

週に1、2回 23.0%
（271件）

月に1～3回 13.3%
（157件）

●会費（支払いは半期または年払い）
大人（20～64歳）
ジュニア（2～19歳まで）
シニア（65歳以上）
ファミリー（同居家族5人まで）
入会金…1人1,000円
有料種目は種目ごとに別途レッスン料がかかります
●活動拠点＝スポーツセンター

☎371-7800同クラブハウス（月～土曜日、午前9時～午後1時）

月1,100円
月　600円
月　800円
月1,600円

………………………
………………

………………………
…………

平成18年に市内で最初にオープン。入会すると一般
種目15種全てに参加可能。有料種目・1回参加型種
目など多数開催。無料体験も可能。

親子で遊ぶキッズターザンクラブ／バランスボール 
／テニス／バスケットボール／エアロビクス／チア／
太極拳／ノルディックウオーク／ランニング など

特徴

実施種目

心 に康も 健も体
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●これまでの「広報いちかわ」が市公式Webサイト・検索 広報　　　（http://www.city.ichikawa.lg.jp/pla04/1111000009.html）でご覧になれます。

特集1

みなさんの声

　秋を迎え、スポーツに適した季節となりました。体力づくりや生きがいをみ
つけることで、心も体も健康に過ごすことができます。
　市では、スポーツを通じた地域コミュニティ活性化のサポートや、スポーツ
に興味をもってもらえるイベントを開催しています。運動習慣のない方もス
ポーツを始めてみませんか。 　　　　　　　　　   ☎318-2013スポーツ課

サッカー教室 コーチ

扇
おうぎ

田
だ

さん

ピラティス教室
講師

及川さん

参加者
▲誰でも気軽に運動できます

▲新体力測定（反復横跳び）の様子 ▲ローラースポーツに挑戦 ▲家族でも楽しめます

▲初心者でも楽しく活動しています

北市川スポーツクラブ（略称：NISC）

市川スポーツガーデン塩浜（略称：ISG塩浜）

　誰でも気軽に参加することのできる軽スポーツの体
験や新体力測定を行います。健康と体力の向上を目指
しませんか。

10月27日（日）午前10時～午後３時（最終受付午後2
時30分）

スポーツセンター（陸上競技場、国府台市民体育館第
1体育館・第2体育館）
内 新体力測定・各種軽スポーツの体験（ミニバレーボー
ル・カローリング・ボッチャ・100m走・フットサルなど）

●会費
大人（中学生以上）…月1,100円
小人（小学生以下）…月　600円
有料種目は月額1,000円プラス
登録料…1,000円　別途保険料がかかります。
●活動拠点＝J:COM北市川スポーツパーク

☎339-2333同クラブハウス（月～木曜日午後1時～5時、
日曜日午前9時～正午） 

●会費
大人（中学生以上）……年6,000円
小人（5歳～小学生）…年4,800円
登録料…1,000円
●活動拠点＝塩浜市民体育館

☎395-1166同事務所（月・水・金・土曜日、午前10時～午
後3時） 

平成29年にオープン。テニスコートやサッカー
フィールドなど屋外の環境が充実。無料の体験
会も開催。

平成19年にオープン。入会すると8種目全てに
参加可能。主に中高年向けの健康増進を目的
としている。無料体験1回可能。

サッカー /ラグビー /テニス /ソフトテニス /
ウオーキング /ウオーキングサッカー /太極拳/ヨガ

ソフトバレーボール /卓球/テニス /ピラティス
/グラウンドゴルフ /ヨガ /フォークダンス /
脳・筋トレ

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、さまざまなスポーツを体験してみ
ませんか。幅広い世代の方が一日を通して楽しむことができるイベントです。

10月14日（祝）午前9時30分～午後4時
J:COM北市川スポーツパーク

内 東京2020大会から新しく加わる種目を含む各種スポーツ体験（車いすテニス・スポーツクラ
イミング・ローラースポーツ・北市川スポーツクラブによる各種体験会・市川市スポーツ推進委
員による軽スポーツ教室）、ステージイベントや模擬店、子どもたちが遊べるふわふわ遊具など

特徴

特徴

実施種目

実施種目

みなさんの声



4 2019年（令和元年）10月5日　No.1625

日時 場所・会場 対象・人数 申し込み・応募 問い合わせ費用・料金 持ち物講師講内容内 行徳支所 子どもにおすすめ ☎市川市の市外局番は047仮本庁舎

　市は11月3日で市制施行85周年を迎えます。これを記念して10
月1日から11月3日（祝）までを「おまつり月間」としました。この期間
は市内各所でたくさんの祭りが開催されます。行楽の秋、新しい出
会いや魅力を発見しにお出かけしてみてはいかがでしょうか。

 ☎711-1142観光プロモーション課

　「日本一の神
み こ し

輿のまち　行徳」で行われるイ
ベント。白装束を身に纏

まと

い神輿を担ぐ姿は圧
巻。パレード、市民ステージ、模 擬 店、フリー
マーケット、ミニ SL乗車体験など、イベントが
盛りだくさんです。

10月27日（日）午前9時30分～午後4時
駅前公園（湊新田2-4）

荒天中止。前日午後3時から☎359-1111で開催の
可否が確認できます。

　おまつり月間は、市内の高校生がデ
ザインしたロゴを目印に PRしています。
また、祭りを紹介するリーフレットは観
光プロモーション課、いちかわ観光・物産案内所
など市公共施設の他、各祭り会場で配布します。

▲迫力の行徳神輿

▲

ステージイベン
トが祭りを盛り上
げます
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10月25日(金)

11月3日(祝)

10月27日(日)

10月27日(日)

10月27日(日)

10月20日(日)

10月19日(土)

11月3日(祝)

10月19日(土) ～11月4日(休)
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特集2

　多くの模擬店、ステージイベントで盛り上がる大洲防災公園会
場に加え、神輿の渡

と ぎ ょ

御やパレードが行われる市川駅周辺、「こども
の広場」や「降雨体験車コーナー」が行われる江戸川河川敷など、今
年は会場や内容を拡大して開催します。また、隣接する会場では

「EDOROCK MUSIC & ART FESTIVAL」が同時開催されます。

11月3日（祝）午前10時～午後4時
大洲防災公園、JR市川駅南口ロータリー、ゆうゆうロード商店街、江戸

川河川敷緑地
荒天中止。当日午前6時から☎334-1111で開催の可否が確認できます。

❶道の駅いちかわ
来場者の投票によるハンギングバスケットのガーデニン
グコンテストや、「メルカートいちかわ」の特売会が行わ
れます。
◎ガーデニングコンテスト

10月19日（土）・20日（日）
◎メルカートいちかわ特売会

11月2日（土）～4日（休）
❷イチカワチクチクカタカタワイワイ市
布小物、編み物、革製品、陶芸、アクセサリーなど世界に
1つだけの作品が集合します。雑貨の販売の他、飲食も
楽しめます。

10月25日(金)午前10時～午後４時
JR市川駅南口 ザ・タワーズ・イースト1階JR側通路

❸市川まつり
市川駅北口の６つの商店会が繰り広げる盛大な祭りで
す。ステージイベントや路上でのダンス、音楽などさま
ざまなイベントが行われます。

10月20日（日）午前10時～午後5時30分
JR市川駅北口から京成市川真間駅周辺

❹いちかわスポーツフェスタ
体験型スポーツイベント。詳しくは3面をご覧ください。
❺EDOROCK MUSIC & ART FESTIVAL
アートと音楽を江戸川沿いの緑地で楽しみましょう。ラ
イブ、DJ、ダンスや彫刻の展示、アート体験、雑貨の販売
が行われる他、飲食も楽しめます。

11月３日（祝）午前11時～午後4時
江戸川河川敷緑地

❼Have A Good Day MOTOYAWATA
「ヒト・モノ・コトが集う新しい場所」がテーマのイベン
ト。市川市近郊の雑貨屋や飲食店が集まるのでお気に
入りの店に出合えるかも。

10月19日(土)午前8時～午後4時
葛飾八幡宮

❾行徳ハロウィン
子どもたちや親子を中心に約1,000人が練り歩くパレー
ドが見どころです。ハロウィン仮装コンテストや福引抽
選会、スタンプラリーも実施されます。

10月27日(日)午前10時～午後4時
東京メトロ東西線行徳駅南口 フラワー通り商店街

❿南行ホコ天
南行徳駅前通路が歩行者天国になります。秋の名物炭
火焼きサンマは数量限定販売。

10月27日(日)午前11時～午後5時
東京メトロ東西線 南行徳駅 南口駅前道路

　各イベントに駐車場はありません。会
場周辺が一部通行止めとなる場合もある
ので、会場へは公共交通機関をご利用く
ださい。詳細は各祭りのチラシや Webサ
イト（右記二次元コード）をご覧ください。

　今回紹介する以外にも、「いちフェス」「曽谷縄文まつ
り」（ともに10面参照）など市内では多くの祭りが開催さ
れます。

　市では、一年を通しさまざまなイベントが行われてい
ます。市川市観光協会ではこのような祭り、イベントを
応援するためにアンケート、「市川市観光
協会が選ぶイベント大賞」を実施してい
ます。右記２次元コードからお気に入り
のイベントに投票をお願いします。

JR市川駅

EDOROCK
MUSIC
＆ ART

FESTIVAL

産業道路

江戸川

パレード・神輿
 こどもの広場

降雨体験
車コーナー

フリーマーケットや
エア遊具設置。

模擬店などの出店
市川駅南口からゆ
うゆうロード商店
街にかけてパレー
ド、神輿の渡御。

▲新鮮な地元野菜も販売されます ▲多くの模擬店が並び大にぎわい

4

6

10月14日(祝)
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●農業委員会定例総会
10月8日（火）午後1時30分～2時30分
／ 第4委員会室　　　 　（同事務局）
●総合計画審議会
10月24日（木）午前10時～正午／ 第
4委員会室　　　　　　　　（企画課）

日曜日窓口　10月20日午前10時～午
後3時／開設場所＝ 納税・債権管理
課☎712-8653、 国民健康保険課☎
712-8534
水曜日夜間窓口　毎週水曜日（祝日を
除く）午後5時15分～8時／開設場所＝

納税・債権管理課☎712-8653、 総
務課税務グループ☎359-1115、 国民
健康保険課☎712-8534

（納税・債権管理課）

機器入れ替えなどにより休館します。
市川駅南口図書館　10月28日（月）～
30日（水）
中央図書館及びこどもとしょかん　11
月21日（木）～12月2日（月）
行徳図書館　12月12日（木）～19日（木）

☎320-3346中央図書館

市では「安心で快適な活力あるまちづ
くり」を目指し、建築パトロールを定期
的に行っています。ルールを守り、住ん
でから困らないよう建築士に工事中の
チェックを受け、工事が完了したら必ず
完了検査を受けましょう。

☎712-6335建築指導課

市では、行政相談委員が国や独立行政法
人などへの意見・要望・苦情を伺う無料相
談を毎月行っています。この他、☎043-
244-1100千葉行政監視行政相談セン
ターでも相談を受けています。

10月16日（水）午後1時～3時（受付は
2時30分まで）

総合市民相談課
☎712-8529同課

NPO法人ライフ・サポートの税理士に
よる相続・贈与・遺言作成に関する税務
相談会を行います。

10月17日（木）午前10時～午後5時
（相談は1人20分）

ボランティア・ＮＰＯ活動センター
申込順12人
10月15日（火）までに☎712-8704ボ

ランティア・NPO課

来庁する外国人へのサポートとして開
設している外国人相談窓口の対応言語
を、タブレット端末を利用した「テレビ
電話通訳システム」の導入により、4カ国
語から14カ国語へ増やしました。対応
言語、対応時間は市公式Ｗｅｂサイトま
たは同相談窓口で確認してください。

☎300-8051国際政策課

保育士資格を有しているが保育現場で
働いたことがない方やブランクがある
方、保育園での就労に興味のある方は、
保育園を見学し、かわいい子どもたちと
触れ合ってみませんか。詳しくは市公
式Webサイトを確認してください。

10月30日（水）午前10時～11時30分
塩焼保育園
10月23日（水）までに☎711-1792こ

ども施設運営課

10月1日から時間額923円（28円引き
上げ）に改正されました。詳しくは、☎
043-221-2328千葉労働局労働基準
部賃金室または最寄りの労働基準監
督署へお問い合わせください。

（産業振興課）

県労働委員会では、労働関係のトラブ
ルについて労働委員会が間に入り円
満な解決を目指す「個別的労使紛争の
あっせん」を行っています。あっせんは
無料で労働者、使用者どちらからでも
申請できます。

☎043-223-3735同委員会事務局
（産業振興課）

行政書士による成年後見制度と相続・

遺言等の無料相談会。
10月11日（金）午後1時～4時
市川公民館
☎047－469-1221コスモス成年後

見サポートセンター千葉県支部（小川）
（介護福祉課）

県不動産鑑定士協会所属の鑑定士が
相談を受けます。

10月18日（金）午前10時～午後4時
第4委員会室

県内在住の方、当日先着30人程度
☎043-222-5795同協会   （管財課）

法律や高齢者相談、住宅の相談、クレ
ジット・サラ金相談などを受け付けます。

10月26日（ 土 ）午 後1時 ～4時10分
（相談は1人30分）

船橋スカイビル5階501（船橋市本
町2-1-34）

10月11日（金）から☎047-431-7775
千葉県弁護士会京葉支部

（総合市民相談課）

いちかわインフォメーション
暮らしに役立つ市川市の情報をお届けします。

【申し込み事項記入例】
申し込み先は下記の で確認してください。
※往復はがきの場合は返信用のあて先も記入。
※熱を加えると消える筆記用具は使用しない

でください。
　　　があるものは、市イベントポータルサイト

（右記２次元コード参照）から申し込めます。

①行事・講座名など
　（日時・コースも）
②住所
③氏名（ふりがな）
④年齢（学年）
⑤電話・FAX番号
⑥その他必須事項

Ichikawa
Information

お知らせ

　ガーデニングシティいちかわオリジナルキャラクター「クロロとバラ
ラ」の LINEスタンプの販売をスタートしました。
　Suicaペンギンやチーバくんの作者としておなじみのイラストレー
ターで絵本作家、坂崎千春さんの描き下ろしです。クロロとバララの
かわいい表情で日常の会話を楽しく盛り上げましょう。

120円
☎712-8597まち並み景観整備課

　このたびの台風15号により被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。
　市では、下記のとおり被災した千葉県内の被害の大きい自治体へ支援を行っておりますので、お知ら
せいたします。被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。    ☎712-8563危機管理課

◇義援金の受付
　日本赤十字社では以下の窓口、募金箱で義援金を受け付けてい
ます。郵便振替や銀行振込でも受け付けています。詳しくは市公
式Webサイトを確認してください。
❶窓口受付　生活支援課（南八幡仮設庁舎）
❷募金箱　 1階玄関受付、 1階玄関受付、大柏出張所、市川駅
行政サービスセンター、南行徳市民センター

☎383-9568生活支援課
◇罹災証明書の受付窓口の変更
　台風15号を含む令和元年9月1日以降の災害による被害は、 納
税・債権管理課で受け付けています。
　8月31日以前の災害については地域防災課で受け付けます。

☎712-8652　納税・債権管理課

◇大雨への備えを強化しましょう
　台風など大雨のときに円滑に行動するためには、「自らの備え」と

「適切な避難情報の入手」が重要になります。非常持ち出し品や
避難経路、避難情報の入手手段などを確認するとともに、家のまわ
りの飛ばされやすいものを確認するなど、いま一度、事前の備えを
強化しましょう。

◎物的支援

  支援内容（9月26日現在）

◎人的支援

◎その他

台風15号における対応について

自治体名 自治体名

自治体名

品目 業務名

業務名

君津市

多古町

袖ケ浦市

旭市

木更津市
八街市
南房総市

南房総市
成田市

館山市

君津市

南房総市

山武郡市
環境衛生組合

ブルーシート
大人用おむつ
幼児用おむつ
新生児用おむつ
ブルーシート
ブルーシート
アルファ米
缶ろうそく
ブルーシート
土のう袋
ブルーシート
アルファ米
ブルーシート

廃棄物処理受付業務
罹災証明認定業務
罹災証明認定業務
保健活動業務
損壊家屋補修作業
投票・開票事務

廃棄物運搬処理

災害ごみの
受け入れ

一日
約50～70トン

9月16日
～18日

数量

数量

対応日

対応日

1，000枚
192枚
216枚
240枚
500枚
500枚
450食

30個
300枚

1，000袋
300枚
250食

20枚

収集車3台(6人)

9月14日～16日
9月20日～23日
9月24日～10月15日
9月19日～27日
9月24日～27日
9月22日

9月17日・25日

傍聴しよう〈希望者は直接会場へ〉
千葉県最低賃金の改正

個別的労使紛争のあっせん

成年後見無料相談会

不動産に関する無料相談会

法の日記念「無料法律相談会」

図書館休館のお知らせ

保育園で子どもたちと
触れ合いましょう

日曜日・水曜夜間の市税及び
国民健康保険税の納税相談

10月15日（火）～21日（月）は
違反建築防止週間

10月7日（月）～13日（日）は
行政相談週間

市川市協働事業提案制度に
よる相談会

外国人相談窓口の対応言語を
増やしました
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一般芝生墓地の使用者を募集します。
詳しくは案内書を確認してください。ま
た、同園で同時期に6、12㎡の返還普通
墓地の生前申し込みを受け付けていま
す。詳しくはお問い合わせください。

平成30年12月20日以前から市に住
民登録し、遺骨を保持する方
使用許可日　12月20日（金）
申込受付・案内書配布期間　10月7日

（月）～25日（金）必着
配布場所　 総合市民相談課、 総務
課、大柏出張所、南行徳市民センター、
市川駅行政サービスセンター、霊園管
理事務所

案内書にある申込書及び専用はが
きに必要事項（6面上段参照）を書き、
郵送で霊園管理事務所（〒272-0805
大野町4-2481）

☎337-5696霊園管理事務所
（斎場霊園管理課）

重度身体障がい者と介助ボランティア
の交流を描いた映画「こんな夜更けに
バナナかよ」の作者、渡辺一史氏を講師
に迎えセミナーを開催します。
テーマ　なぜ人と人は支えあうのか。

「障害」から考える
申込書配布場所　 福祉政策課、市川
市社会福祉協議会。千葉県社会福祉協
議会Webサイトからもダウンロード可。

11月14日（ 木 ）午 後2時15分 ～3時
45分

県文化会館（千葉市中央区市場町
11-2）

申込順500人
申込書を11月1日（金）までに FAX、

または同協議会Webサイトの申し込み
フォームで申し込み。定員を超えた場
合のみ連絡します。

☎043-245-1102千葉県社会福祉

協議会　　　　　　　  （福祉政策課）

参加企業20社程度と個別面接及び個
別説明などを行います（複数社面接
可）。

11月1日（金）午後1時30分（受付は1
時間前）～4時

市川グランドホテル（市川1-3-18）
障害者手帳をお持ちの方
履歴書複数枚、ハローワークカード

（なくても可）、障がいを確認できる手帳
など、筆記用具

☎370-8609ハローワーク市川
（産業振興課）

歯科検診、口臭検査など。
11月17日（日）午前10時～、午前11

時30分～
保健センター
市内在住の方、申込順100人
市川市歯科医師会Web

サイトより申し込み（右記
２次元コード参照）

☎332－0187市川市歯
科医師会口腔サポートセンター

（健康支援課）

10月20日（日）午前11時（受付は1時
間30分前）～午後1時

船橋市西部公民館（船橋市本中山
1-6-6）
内 講演「心臓ペースメーカーに関わる
話題」
講 稲垣雅行氏（船橋市立医療センター
心臓血管センター長）、千葉県担当機器
メーカー7社の代表者

心臓ペースメーカー装着者及び予
定者とその家族

1,000円
10月10日（木）までに（受付時間は

午前9時～正午）☎043-263-7744日本
心臓ペースメーカー友の会千葉県支部
事務局

（障がい者支援課）

　自治会や町会などで行われる祭りや盆踊

り。子どもたちが楽しんでいる様子はほほ笑

ましいと感じますし、私は市長として地域のみ

なさんと直接対話することができる貴重な機

会だとも考えています。

　最近では、葛飾八幡宮で行われている

「ニューボロイチ」のような新しい祭りも増え、

まちににぎわいや活気を与えてくれています。

こうした市民のみなさんが主体となって行う祭

りを市がバックアップすることで、市全体を盛

り上げていけたらと考えています。

　また、今年は市制施行85周年の節目ということもあり、11月3日に行われ

る「いちかわ市民まつり」は、神
み こ し

輿の渡
と ぎ ょ

御も含めて盛大に行われる予定です。

神輿はその担ぎ方を含めて市川の文化・財産ですので、ぜひ直接見て肌で

感じて、一緒に祭りを楽しんでいただければと思います。

ムラコシコラム 市長 村越祐民

文化に触れ、楽しい祭りを

▲いちかわ市民まつりを楽しみ
にしていてください

千葉県眼科医会会員が目の健康につ
いての相談にお答えします。

10月14日（祝）午前9時～午後4時
相談専用電話　☎043-242-4271（当
日のみ）

☎0436-26-5567千葉県眼科医会
事務局　　　　　  

　　（保健医療課）

親子で楽しく遊んで、子育ての情報交
換をしませんか。

10月21日（月）午前10時30分～正午
東京経営短期大学（二俣625-1）

内 ハロウィン制作、ふれあい遊び、絵本
の読み聞かせ、他

市内在住の0～3歳までの親子、申込

順20組
☎711-1736すこやか応援隊

65歳以上の方で、介護保険料の所得段
階が第1（生活保護受給者を除く）～3
段階で、生計を維持することが困難な
方に、介護保険料・利用料を減額する制
度があります。支払いが難しい場合は
ご相談ください。
介護保険料の未納があると、滞納期間
に応じて利用者負担額が3～4割に引
き上げられます。介護が必要になった
時に安心して利用できるよう、介護保険
料の納付にご協力ください。

保険料＝☎712-8542、利用料＝☎
712-8541介護福祉課

内容内容

健康診査

離乳食
教室
電話で

1歳6カ月児
健康診査

1回食

生後10カ月の
離乳食と
歯みがき

発達相談

大野公民館
信篤公民館

妙典子育て支援センター

市川公民館

行徳公民館

4カ月
あかちゃん

講座

歯みがきと
ぶくぶく

うがいの練習

3歳児
健康診査

2回食

5（火）・19（火）

11（月）

①

①

①

①

①

②

②

②

①

②

20（水））

22（金）

29（金）
19（火）

14（木）

8（金）

21（木）
28（木）

15（金）

8（金）

13（水））

11（月）

18（月）

6（水）・20（水））

12（火）

12（火）・26（火）

7（木）・
25（月）

13（水））・27（水））

15（金）

13:00～14:00
に受付

13:00～14:00
14:30～15:30

9:45～10:00
に受付

午前中

9:30～10:00
に受付※１

9:45～10:00
に受付

9:45～10:00
に受付

9:45～10:00
に受付

平成30年4月生まれ（10
月中旬ごろ通知を発送）
※内科健診は、医療機関
で個別に行います。2歳
の誕生日以降は受診で
きません。

4～6カ月児の保護者
（申込順各35人）

7・8カ月児の保護者
（申込順各35人）

4～6カ月児の保護者
（申込順各24人）

7・8カ月児の保護者
（申込順各24人）

10カ月児（平成31年1
月生まれ）とその保護者

（申込順40人）

10カ月児（平成31年1
月生まれ）とその保護者

（申込順30人）乳幼児と
その保護者

4カ月の乳児とその保
護者（参加できなかっ
た場合5カ月の乳児も
可）※予約不要。市川公
民館はベビーカーでの
来館は不可。

2歳6カ月～3歳未満児
とその保護者

平成28年5月生まれ（10
月中 旬 ご ろ 通 知 を 発
送）※4歳の誕生日以降
は受診できません。

発達相談
電話で

あかちゃん
講座

日にち日にち 時間時間 対象・定員対象・定員 場所場所
問
合
せ

問
合
せ

※1＝第1子9:30～9:45、第2子以降9:45～10:00
＝保健センター、 ＝南行徳保健センター

①☎377-4511保健センター②☎359-8785南行徳保健センター

保健センターからのお知らせ11月

カミカミ
歯みがき

教室
電話で

2歳にこにこ
歯みがき
レッスン

電話で

秋は家族で歯科検診
「家族の笑顔は健康なお口から」

心臓ペースメーカー勉強会の
お知らせ

県民福祉セミナー

いちかわ障がい者就職面接会

健康・福祉

子ども・教育

高齢者

「目の愛護デー」電話無料相談

介護保険料・利用料減免制度

すこやかひろば in二俣

市霊園使用者

募　集
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月12、13日に新田の春日神社・胡録神社のお
祭りがあります。注目は13日の神

み こ し

輿の渡
と ぎ ょ

御で
す。一般的な神輿が金

きん

箔
ぱく

や漆
うるし

塗りで華やかに飾られ
ているのに対して、当神社の神輿は清 し々い白木の造
りです。しかし、木の美しさを活かして神輿全体に彫
刻が施され、その見事さに驚かされます。

　作者は行徳の後藤神輿店（廃業済み）の後藤直光です。後藤直光は江戸時
代から代々続く仏

ぶっ

師
し

で、その彫刻の技には特に定評がありました。行徳に多くの
優れた仏師や宮大工がいたことは、江戸時代から「戸数千軒寺百軒」といわれる
ほどの寺町であったことからもうなずけます。
　しかし、明治期ごろから全国的に神輿の需要が増えたため、仏師から神輿店に
転換していったそうです。行徳の浅子神輿店（廃業済み）も同様です。行徳の
神輿の評価は高く、明治以降に全国で作られた四千基ほどの神輿の半数近くが
行徳で作られたといわれています。まさしく神輿の街であったと思います。
　さて、後藤神輿店の神輿は、押切稲荷神社の神輿や妙典春日神社の獅

し

子
し

頭
がしら

をはじめ全国に多数存在します。ただし、それらは祭りの時にしか見られません。
一方、後藤直光と後藤神輿店職人による建物彫刻は市内各所で随時見ることが

できます。たとえば、後藤神輿店の地元の関ケ
島では、小さいですが間近に彫刻を見ることが出
来る後藤神輿店裏の稲荷社、権現道を挟んで
その向かいにある関東山徳蔵寺の山門と本堂な
どがあります。他にも、彫刻で埋め尽くされた押
切の稲荷神社本殿、妙典の妙好寺本堂などが
あります。
　中でも、ぜひ訪れてほしいのは、原木1丁目に
ある原木山妙

みょう

行
ぎょう

寺です。まず迎えてくれるのは、
永井荷風が訪れ、指さす写真が残っている四

し

脚
きゃく

の山門です。その柱、梁
はり

、袖塀などに施された彫
刻は圧巻です。また、本堂の欄

らん

間
ま

、虹
こう

梁
りょう

（虹形
に反り返った梁）、木

き

鼻
ばな

（横柱の端、龍などの彫刻が施される）などに施された彫刻
の圧倒的なボリュームと素晴らしい職人技は見応え十分です。
　市川から全国に発信した神輿や彫刻の文化があることを誇りに思います。各
地で開催される祭りに合わせて、秋の一日、後藤直光と後藤神輿店職人による彫
刻を巡る散策はいかがでしょうか。　　　　　　　　　　　　  （広報広聴課）

10

後藤直光の彫刻を巡って 新田から行徳、原木へ

座を行います。
❶11月5日❷19日❸12月3日、いずれ

も火曜日午前10時～正午
男女共同参画センター

内 ❶SNS入門講座❷パソコンで写真
加工❸PowerPoint基本講座

20代～40代程度の女性で、求職中
の方、復職を目指す方、スキルアップを
目指す方、申込順15人（10カ月～未就
学児の無料保育あり。申込順10人、10
月23日（水）までに要予約）

❷❸ノートパソコン（PowerPoint搭
載のもの）、電源コード

☎322-6700同センター

郭沫若と市川をテーマに、郭沫若氏の
孫である藤田梨那氏が記念講演を行
います。

10月26日（土）午後2時（開場は30
分前）～3時30分

芳澤ガーデンギャラリー
講 藤田梨那氏（国士舘大学教授）

当日先着150人
☎374-7687同施設

（文化振興課）

インバウンド対策をしていない方や取
り組んで間もない方を対象に、全国各
地の地域資源を活用したインバウンド
向け商品開発・PRの成功事例紹介や、
個別相談会などを行います。

11月14日（木）午後3時～4時４５分
行徳公民館
申込順30人
千葉県産業振興セン

ター Webサイト（右記2
次元コード参照で申し込
み）

☎043-299-1078同センター
（産業振興課）

ファイナンシャル・プランナーによる人
生100年時代のライフプラン講座を開
催します。無料体験相談会やライフプ

ランゲーム（大人向け）、おこづかいゲー
ム（子ども向け）も実施します。詳しく
は日本ファイナンシャル・プランナーズ
協会Webサイトを確認してください。

11月2日（土）午後0時45分（開場は
15分前）～4時15分

全日警ホール
セミナー第1部・第2部＝各申込順

100人、無料体験相談会（3回）＝各回4
組、ライフプランゲーム（2回）＝各回10
人、おこづかいゲーム（2回）＝各回20人

同協会Ｗｅｂサイトで申し込み
☎047-420-3390同協会千葉支部

（教育総務課）

10月27日（日）午後1時～3時30分
ホテルポートプラザちば（千葉市中

央区千葉港8-5）
内 ❶「腎臓病の患者さんに塩分制限は
必要？」❷「CKDの食事療法」外食・中食
の楽しみ方について❸腎移植者の体験
談❹医療相談会（質疑応答）
講 ❶川口武彦氏（千葉東病院腎臓内
科医長）❷内山智子氏（千葉東病院栄
養管理室長）

当日先着120人
☎043-256-4661NPO法人千葉県

腎臓病協議会　　　　  （保健医療課）
 

10月19日（土）❶午前10時～午後4
時❷午後1時30分（受付は30分前）～3
時

国府台病院外来管理治療棟（国府
台1-7-1）

内 ❶健康相談、各種測定、院内紹介ツ
アー、作品展示、他❷「リウマチ治療は
ここまで進歩した」

❷当日先着100人
☎375-4744同病院地域医療連携室

（保健医療課）

講演会「先生ここにいるよ　多様な性/
LGBTと子どもたち」

10月19日（土）午前10時～午後0時
15分

新浜小学校
講 遠藤まめた氏（LGBTユースの居場所

「にじーず」主宰）
☎090-9847-8147全教市川（佐藤）

（指導課）

歴史と
文化の
散歩道

Vol.80

　芸術の秋。市内公民館で、本格的な生演奏を見て、聴いて、参加して、音楽の醍
だ い

醐
ご

味
み

を味わいませんか。幅広い
年代の方々が楽しめるように工夫を凝らして構成しました。

市内在住・在勤・在学の方、抽選で各定員
往復はがき（1枚につき2人まで）に参加者全員の申し込み事項（6面上段参照）を書き、10月19日（土）必着で

各公民館

（社会教育課）

▲後藤直光による原木山妙行寺山門の彫刻

イベント名 日時 場所 定員 内容 出演者

小さな小さな音楽会

晩秋に聴く
ハープトリオの調べ

秋風に誘われて
吹奏楽の音色を
楽しもう

11月2日（土）
午後1時30分
～3時

11月16日（土）
午後2時
～3時30分

11月17日（日）
午後2時
～4時

行徳公民館
（〒272-0121末広1-1-31）

☎356-0763

菅野公民館
（〒272-0824菅野3-24-2）

☎322-7761

市川駅南公民館
（〒272-0032大洲4-18-3）

☎370-3564

大坪義典、
坂本晶子、他3人

大木理恵、
立田祥子、
福原耕二　

ブラスムジーク
シュベルマー

珠玉の音楽、歌声で
心を癒やしましょう。

ハープ、バイオリン
とチェロのアンサン
ブルが奏でる名曲
を生演奏で楽しみ
ましょう。

本格的な吹奏楽の
演 奏 を 見 て、聴 い
て、参加して音楽の
醍醐味を味わいま
しょう。

60人

80人

80人
「FPの日」くらしとお金のセミナー

腎臓病を考える会

❶国府台病院祭❷市民公開講座

教育と子どもを語るつどい

郭沫若記念館開館
15周年記念講演

初めての
インバウンド対策セミナー
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☎320-3346中央図書館
●図書館イベント「蓄音機で奏でる SP
レコードの世界」
公認クラシック・ソムリエの講師が、蓄音
機の仕組みや歴史をお話ししたあと、
手回し式蓄音機や電気再生方式蓄音機

（電蓄）を使って懐かしのＳＰレコードを
鑑賞します。

10月19日（土）午後3時～4時
メディアパーク市川 地下集会室

講 日下部貢一氏（てこな音盤倶楽部代
表）

申込順20人
中央図書館案内カウンターにて受け

付け
●秋空えほんの会「こどもとしょかん
で蓄音機を聴いてみよう」
電気を使わないで音が出る「蓄音機」を
聴いてみませんか。公認クラシック・ソ
ムリエの先生のお話の後、希望者は、蓄
音機の操作も体験できます。絵本の読
み聞かせもあります。

10月19日（土）午後1時30分（5分前
にこどもとしょかん集合）～2時

こどもとしょかん くつろぎ広場
4歳以上

●リサイクルブック市
中央図書館で不要になった本を無料で
差し上げます（1人5冊まで）。古本業者、
または転売目的の方の来場は固くお断
りします。傘、ベビーカー、キャスター付
きバッグは会場内へ持ち込めません。

10月26日（土）午前10時（当日午前9
時30分からメディアパーク市川1階で
入場整理券を配布）～午後3時

メディアパーク市川 グリーンスタジオ
当日先着順（各50分の入場入れ替

え制。全5回。第1回～第3回は各300
人まで。第4・5回は制限なし）。

持ち帰り用袋

鉄道の日にちなみ石炭を燃やして蒸
気の力で走る本格的ミニ蒸気機関車

（SL）の特別運行を行います。当日は、
新幹線Ｅ5系「はやぶさ」も走ります。

10月14日（祝）。ミニ SL運行時間＝
午前10時30分～正午、午後1時～2時
30分、ミニ鉄道運行時間＝午前9時45
分～11時45分、午後0時45分～4時

動植物園内ミニてつ広場
入園料＝高校生以上440円、小・中学

生110円。乗車券＝1歳以上1回110円
☎338-1960同園

小
お

俣
ま た

愼
し ん

一
い ち

さんによるアコーディオンの
コンサートを開催します。小俣さんは、
高齢者施設でのボランティアの他、ライ
ブハウスやお祭りイベントなどさまざま
な場所で演奏活動を行っています。

10月13日（日）午後2時～2時45分
アイ・リンクタウン展望施設　展望ロ

ビー（座席の用意はありません）
出演　小俣愼一氏（アコーディオン）
演奏曲　パリの空の下、スターダスト、
他

☎711-1142観光プロモーション課、

イベント当日は☎322-9300同施設

見て、聞いて、さわって、五感を使った遊
びを楽しみましょう。詳しくはお問い合
わせください。

10月12日（土）午前10時～正午、午後
1時～4時、13日（日）午前10時～正午、
午後1時～3時

相之川こども館
☎356-7381同館

10月12日（土）・13日（日）・26日（土）・
27日（日）午前10時～午後4時
●ミニイベント電蓄コンサート

「昭和の映画音楽を聴く」
10月26日（土）午後2時～3時
☎320‐3334文学ミュージアム

市内から出土した本物の縄文土器をお
手本に複製を作ります。全4回。

11月10日・17日・24日、12月15日、いず
れも日曜日午前10時～午後3時

考古博物館
抽選で25人
1,000円（材料代）
往復はがきに申し込み事項（6面上

段参照）を書き、10月23日（水）まで（消
印有効）に同館（〒272-0837堀之内
2-26-1）

☎373-2202同館

稲刈りの終わった田んぼ周辺を観察し
ながら、秋の風景を楽しみます。

10月20日（日）午前10時（動物園券
売所前集合）～11時30分（荒天中止）

☎339-0477自然博物館

市川産の海の幸を味わいませんか（天
候により、品物がない場合あり）。

10月20日（日）午前11時～午後3時
いちかわ観光・物産案内所
☎324-7751同施設    （地域整備課）

曽谷貝塚出土品などの展示、縄文アク
セサリー作り、縄文食、縄文パズルな
どの縄文文化体験、ビンゴゲームやフ
リーマーケットなど多数のイベントが楽
しめます。

10月13日（日）午前9時30分～午後3
時（雨天時は翌日に延期）

曽谷貝塚（曽谷2-15）
☎374-2040同まつり実行委員会事

務局　　　　　　　　  （考古博物館）

拓本などの保存と鑑賞のため、5回に分
けて掛け軸表装を行い完成させます。

10月27日、12月8日、令和2年1月26
日、2月16日、3月8日いずれも日曜日午
前10時～午後3時30分ごろ

歴史博物館
抽選で20人
5,500円（掛け軸材料費含む）
申し込み事項（6面上段参照）を書

き、10月17日（木）まで（消印有効）に同

館（〒272-0837堀之内2-27-1）
☎090-9231-4383博物館友の会

（歴史博物館）

コース（約8ｋｍ）　JR市川大野駅改札
口周辺（午前9時55分集合）→万葉植
物園→浜道→J:COM北市川スポーツ
パーク→水神社→天満宮→子安神社
→姥山貝塚（昼食）→安楽寺→神明社
→こざと公園→JR市川大野駅（解散）。

10月23日（水）午前10時～午後3時
（雨天中止）

昼食・飲み物は各自持参
第1月曜日を除く午前10時～午後4

時に☎324-7751同会（いちかわ観光・
物産案内所）  （観光プロモーション課）

●市川市能楽連合会 謡と仕舞の会
素
す う

謠
た い

、仕
し

舞
ま い

、舞
ま い

囃
ば や し

子の数々をお楽しみく
ださい（観世流・喜多流・金剛流）。

10月20日（日）午前9時50分～午後
4時30分

文化会館　
☎080-5007-4717市川市能楽連合

会（齊藤）
●合唱の集い

10月13日（日）午後2時から（開場は
30分前）

文化会館
内 ヘンデル「メサイア」抜粋（字幕入り）
出演　合唱＝市響メサイア合唱団、管
弦楽＝市響ジュニアオーケストラ・市川
交響楽団

☎339-3554市川交響楽団協会（篠
田）
●市川の民話のつどい
市の民話を写真映像を交えて紹介しま
す。

10月12日（土）午後2時～3時30分
全日警ホール
☎090-7207-5888市川民話の会事

務局（小林）　　　　　  （文化振興課）

八幡一番街商店会が誇るグルメなど逸
品やジャズなどのすてきな音楽が楽し
めます。

10月20日（日）午前11時30分～午後
５時（雨天決行）

八幡一番街商店街
☎090-8510-8001いちフェス実行

委員会　　　　　　　  （産業振興課）

訂正 9月21日号8面「いちかわドイツ
デイ オクトーバーフェスト2019」の記
事で開始時間「午前10時」とあるのは

「午前11時」の誤りでした。おわびして
訂正します。

　 丹 精 込めて育てた庭を、所 有 者
（オーナー）のご厚意により公開して
いただくイベント、いちかわオープン
ガーデンを開催します。秋の街並み
を散策しながら、美しい草花の観賞や
オーナーとの交流をお楽しみくださ
い。

10月19日（ 土 ）・20日（日）、いず
れも午前10時～午後4時（雨天決行、荒天中止）
時間は会場によって異なります。詳しくは市公式Webサ
イト（右記2次元コード参照）を確認してください。

市内30カ所
☎712-8597まち並み景観整備課

　東山魁夷は、皇居新宮殿新築に伴い、壁画「朝明けの潮」を制作しま
した。本展では、東京国立近代美術館の特別協力を得て、本壁画制作
の全貌を紹介し、東山魁夷の日本美の象徴に
迫ります。

前期＝10月26日（土）～11月24日（日）、
後期＝11月26日（火）～12月22日（日）

同館
一般600円、65歳以上480円、高校生・大学

生300円、中学生以下無料
◆特別講演会「国民画家・東山魁夷とその時代」
参加者には、特別展の観覧料割引クーポン券を進呈します。

12月5日（木）午後3時～4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

講 土屋禮
れ い

一
い ち

氏（日本画家）
または往復はがき（1枚2人まで）に希望者全員の申し込み事項

（6面上段参照）を書き、11月18日（月）必着で同館（〒272-0813中山
1-16-2）

☎333-2011同館

東山魁夷記念館 特別展

▲花に囲まれたすてきなひとときを
お楽しみください

今号のいちかわスポットはお休みします。

相之川こども館
「ミニミニミュージアム」

季節を感じる散策会
「秋の田んぼ」

市川産の焼ノリ、
ホンビノス貝などの直売

芸術祭・文化祭

いちフェス

水木洋子邸一般公開

体験学習「土器をつくろう」

曽谷縄文まつり

博物館友の会 拓本表装

「ボランティアガイド市川案内人
の会」によるウオーキング
柏井の歴史を訪ねて

中央図書館の催し

お出かけ

鉄道の日　ミニ鉄道に恒例の
蒸気機関車が登場

アイ・リンク スカイコンサート
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♥ 市民活動事業補助金対象  …市公式Webサイトのイベントポータルサイトで申し込めます。   　　…エコボポイント対象  　　 …健康マイレージポイント対象  ローズメンバーズ（友の会会員）  高校生以下  未就学児入場不可  00 00

本広場への掲載は、各施設にある「市民の広場掲載依頼書」に
より、‘記載の決まり’に従ってお申し込みください。

なお、市民のみなさんの依頼に基づき掲載しており内容についての責任は負いかねます。

☎712-8632、FAX712‐8764広報広聴課

【短歌選評】 ちよさん。旬の句ですね。姿かたちが悪くて安売りでも味は絶品
です。人間も同様ですね。洵子さん。勉強は環境が大切ですね。テレビ等
の誘惑に負けます。でも、ゼロよりはいい。芳利さん。妻もＡＩを使ってこちら
の腹を探るかもね。結論が離婚と出たらどうしますか。ちよ子さん。入社歴の
浅い女子社員の辞表ですね。明るさいっぱいです。寿退社を感じさせます。
寛治さん。九十歳の妻が年寄りと呼ぶご亭主は何歳でしょうか。逝く話なの
に、川柳的な滑稽が満載です。

締め切り日（消印有効） 掲載号
短歌 10月18日（金） 12月7日号
川柳 11月20日（水） 1月1日号
俳句 12月20日（金） 2月1日号
締め切り日にご注意ください

川
口
雅
生
　
選

広報うちかわ

　今号の1面はみなさんに季節を感じてもらえるように一足先に訪れ

た秋を探し、じゅん菜池緑地で撮影をしました。撮影日は天気にも恵ま

れ、心地よい風吹く中、ジョギングや散歩している人もちらほら。私も学

生時代は、よくこの池の周りを走りましたが、当時は走ることに夢中だっ

たので、栗が実っていたことには全く気づきませんでした。まさかの

発見にビックリです。

　日々何気なく過ごしている中にも、こうして視点を変えるとまた違った

ものが見えてきます。通勤や買い物など、普段から通る道や見る景色

にも新たな発見があるのでは。秋が私の新発見のきっかけになったよ

うに、広報いちかわがみなさんの新発見のきっかけとなれるよう、これ

からも市内各所を取材・撮影していきます。

川
柳

は
じ
か
れ
た
安
売
り
の
梨
あ
ら
甘
い
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て
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講
座
み
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中
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寄
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い
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逝
け
ぬ
と
妻
卒
寿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
国
分
　
山
下 

寛
治

●押し花展/10月6日（日）～8日（火）午前
10時～午後5時（6日は午後1時から、8日は
午後4時まで）/南行徳市民談話室/押し花
クラブ花てまり /☎358-5477大泉
●第36回 松声書展/10月12日（土）～14
日（祝）午前10時～午後5時（14日は午後
4時まで）/文化会館/松声会/☎376-5082
平林
●新生くろまつダンスパーティー /10月13
日（日）午後1時20分～4時20分/行徳公民
館/1,200円/要申し込み /新生くろまつダ
ンスサークル /☎356-7708大森（昼間）

第32回新人演奏家コンクール
受賞記念演奏会
11月30日（土）13：00/小ホール
/全席自由 500円/

午後のクラシック
木管で楽しむ冬の名曲
12月14日（土）14：00/大会議室/
全席自由 800円/ 100円引/

春のうたごえ オペラ
『カヴァレリア・ルスティカーナ』
全幕〈イタリア語上演／字幕付〉
演目=カヴァレリア・ルスティカー
ナ（マスカーニ）
スターバト・マーテルNo.1、No.10

（ロッシーニ）
出演=柴田真郁（指揮）、市川交

…発売初日は 10：00 から
特 別 電 話 ☎ 393-7111 または
Web で受付。（窓口販売はあり
ません）

…発売初日は 10：00 から
下記施設窓口または財団 Web
で受付。電話予約は残席があ
る 場 合 15：00 から。☎ 379-
5111 文 化 会 館 / ☎ 701-3011
行徳文化ホールＩ＆Ｉ/ ☎ 374-
7687 芳澤ガーデンギャラリー。
いずれも発売翌日からは、電話・
窓口（上記 3 施設）・Web で受付。

響楽団（オーケストラ）　他
2020年3月8日（日）15：00/大ホー
ル /全席自由/一般 3,500円、高校
生以下 1,500円/ 一般のみ500
円引/

声優朗読劇
VORLESEN フォアレーゼン
～ヴェルサイユ騒動記～
11月2日（土）15：00/大ホール /
出演=高塚智人、酒井広大、汐谷
文康、中野振一郎（チェンバロ）/
全席指定 一般4,500円　大学生
以下 3,000円/ 一般のみ500
円引/
海宝直人　CONCERT 2019 

『I hope.』 in ICHIKAWA
11月3日（祝）17：00/大ホール /全
席指定S席 6,000円 A席 5,000
円/ 各席500円引/4歳以上入
場可
大宮臨太郎とＮ響の仲間たち
2020年2月11日（祝）15：00/小ホー

ル /全席指定 一般3,500円、高
校生以下 1,000円/ 一般のみ
1,500円引/

芸術文化奨励賞
未来を担う若手芸術家を推薦し
てください。
応募締切=10月31日（木）必着
応募資格=市川市にゆかりがあ
る40歳以下の方
申込方法等詳細は財団WEBサ
イト 文化会館
市川市文化振興財団
第3回即興オーディション
11月24日（日）/大会議室
出場者応募締切=11月10日（日）
当日消印有効
申込方法等詳細は財団WEBサ
イト 文化会館

市川市家族の週間
ママも楽しい０歳からコンサート
11月21日（木）11：00/全席指定 
600円/子ども膝上無料、席が必
要な場合は有料
室井滋・長谷川義史・日野陽仁

『朗読の森』～懐かしく、
ちょっぴり切ない心の記憶～
12月8日（日）14：00/全席指定 一
般2,500円　3歳～中学生 1,000
円/ 一般のみ500円引/3歳未
満入場不可

芳澤ジャズライブ 2019
10月27日（日）14：00/全 席自由
2,000円/ 200円引
0歳からの芳澤こどもコンサート
11月17日（日）11：00/全 席自由
500円/子ども膝上無料、席が必
要な場合は有料

●オータム ダンス パーティー /10月13日
（日）午 後1時30分 ～4時30分/勤労 福 祉

センター分館/前売1,200円、当日1,500円
/ファンタスティック /☎090-8742-8769
五十嵐（夜間）
●第44回定期演奏会/10月13日（日）午後
2時～4時/行徳文化ホール I&I/1,000円/
市川児童合唱団/☎375-3636深山（夜間）
●応仁の乱 呉座勇一著/10月17日（木）
午前10時30分～午後0時30分/メディア
パーク市川　地下集会室/要申し込み /う
ずしお読書会/☎379-8007久保
●ロマンドール陶磁器人形 作品展/10月
17日（木）～21日（月）午前10時30分～午
後5時（21日は午後3時まで）/全日警ホー

ル/ロマンドール/☎090-7015-2965野村
（昼間）
●犬猫ちゃんチャリティコンサート/10月
20日（日）午後5時～8時/全日警ホール /
大人2,000円、小人1,000円/要申し込み /
A&M音工房/☎080-4689-7508 同団体

（昼間）
●俳句とは（何）算ですか /10月21日（月）、
31日（木）午後1時～3時/菅野公民館/菊
の香/☎335-2292古岡
●第51回市川写友会写真展/10時22日

（火）～27日（日）午前10時～午後5時（22
日は午後1時から、27日は午後4時まで）/
全日警ホール /市川写友会/☎090-7702-
1910佐久間
●「かな書道」無料講習会/10月23日（水）
午後1時～2時30分/文化会館/要申し込
み /水声書道協会/☎03-3680-6361大貫

（夜間）
●子育て広場ハンドトリートメント/10月
26日（土）午前10時～11時30分/男女共
同参 画センター /500円/要申し込み /
NPO法人子育て・教育支援センターピア /
☎070-4180-1629関沢（昼間）
●講演会「明智光秀の生涯と伝説」/10月
27日（日）午前10時～11時30分/男女共同
参画センター /要申し込み /日本女子大学
桜楓会市川支部/☎374-2563伴
●第3回彩友会水彩画展/10月29日（火）
～11月2日（土）午前10時～午後5時（29
日は正午から、2日は午後3時まで）/全日警
ホール /彩友会/☎338-1849高橋（昼間）
●ママさんブラスコンサート /11月4日

（休）午後2時～3時30分/文化会館/ハミ
ングバードウィンドオーケストラ /☎393-
5998三輪（夜間）
●会員の作品展示とワークショップ /11
月6日（水）～10日（日）午前10時～午後5
時（6日は午後1時から、10日は午後3時ま
で）/全日警ホール /ワークショップ材料費

実費/市川市手工芸連盟/☎326-4072和
氣（昼間）

スポーツ・健康
●身体をほぐして楽しくヨガ /第１～4金
曜日午後１時30分～3時/大野公民館/月
3,500円/ハタヨガ・カマラ /☎339-1764
湯浅（昼間）
●優しいタッチでリラックス /第4土曜日
午前10時～正午/本行徳公民館/月500
円/タッピングタッチの会本行徳/☎357-
4072川島（昼間）

音楽・芸能
●詩吟会員募集 男女60歳以上/第１～
４土曜日午前10時～正午/いきいきセン
ター福栄/月500円/福栄詩吟同好会/☎
395-6958川原（夜間）
●詩吟同好会（神風流）60歳以上/第２・４
水曜日午前9時30分～正午/いきいきセン
ター市川/月1,000円/市川詩吟同好会（Ⅰ）
/☎369-6258船倉（昼間）
●楽しくハーモニカを吹く会です /第１
･３火曜日午前9時30分 ～11時30分、第
４火曜日午後2時～4時/市川駅南公民館
/月2000円/リードアンサンブル市川/☎
326-8476足達（夜間）

その他
●囲碁「級位者の方歓迎します」/毎週
土曜日午後1時～５時/市川駅南公民館
/500円/駅南囲碁クラブ /☎371-2919伊
藤（夜間）
●楽しい朗読で免疫力UPご一緒に /第
１･３土曜日午前10時～正午/いきいきセ
ンター鬼越/月1000円/鬼越朗読同好会/
☎379-5598滝深（夜間）

たのしもう
………………イベント・公演会………………

やってみよう
……………仲間募集〜趣味・交流……………

■各部門の締め切り日と掲載号
締め切り日現在で、直近の掲載号への応
募作品とします。はがきなどの用紙に、
未発表のものを締め切りごとに1人3作
品（要ふりがな）まで

【応募方法】 応募部門・住所・氏名（ふりがな）・電話番号を明記のうえ、各締め切り
日までに、直接または郵送で 広報広聴課（〒 272-8501※住所不要）

☎712-8632同課

総合問い合わせ

（公財）市川市文化振興財団

☎︎ 379-5111

http://www.tekona.net/

芳澤ガーデンギャラリー

行徳文化ホールＩ＆Ｉ

好評発売中

好評発売中

文化会館

10月9日（水）発売 窓W

10月12日（土）発売 窓W

10月19日（土）発売 窓W

発売初日のチケット購入方法

好評発売中

受付中

公演案内
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広告

市では有料広告を掲載しています。なお広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。詳しくは広告主にお問い合わせください。

アイ・トピックス

市内の話題・出来事をお届けします。

詳しくは市公式SNSを見てください。       〈広報広聴課〉
市公式SNS
2次元コード

9月16日、百歳を迎えられる方をお祝いする
市長訪問がありました。市内では、令和元年
に百歳を迎えられる方が男性 11名、女性 68
名で、市内最高齢者は 108歳の女性 ( 明治
44 年生まれ ) となっています。みなさま長寿
おめでとうございます。

＃秋晴れ
＃大柏川第一調節地緑地で秋らしい空に出合いました。

秋らしい空に出合いました

9月3日行われた千葉ロッテマリーンズ
ALL for CHIBA市川市デーでは、市川
産の梨の無料配布のほか、試合前のセレ
モニーで市内在住のバスバリトン 松井
永太郎さんによる君が代の斉唱などが
行われました。

私は文化財を守り後世へ
伝えていく使命感のある
仕事を行っています。文
化財に関するさまざまな
手続きを行ったり、経年
劣化や災害などから文化
財 を 守るため 現 地を 確
認・調 査し、関 係 者と連
携して対策を考え保存修
理を行ったりします。鎌倉
時 代の文化財を江 戸時
代以来となる本格修理し
た際に、人の手による数々
の修理跡を見ることがで
きました。700年を超 え
る時のなかで、人々の守
り伝えたいという変わら
ぬ思いを感じることがで
きうれしくなりました。大
変な面もありますが、先人達の過去を未来の市民へとつなげていくためにも「今」を大切にする
気持ちで仕事に取り組んでまいります。

千葉ロッテマリーンズ
ALL for CHIBA

市川市デー
守り伝えたいという思いを感じて

 （考古博物館　上田健二）

市役所のお仕事紹介 Vol .10

敬老の日 百歳訪問

Twitter Facebook Instagram

9/24 9/17

9/4 9/20

☎047-712-8632広報広聴課

スマートフォン・タブレット端末用アプリ
スマートフォンに届く

マチイロ
ぜひご利用ください
・広報いちかわ発行日
に通知でお知らせ
・全国約６００自治体
の広報紙も読めます

が

Android用iOS用

インストールは下のＱＲコードからどうぞ




