（公財）市川市文化振興財団

☆チケット販売情報☆
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市川市文化会館 リニューアルオープン記念事業

ＮＨＫ交響楽団 市川公演

Twitter 始めました！フォローお願い致します♪
@ichikawa_bunka (https://twitter.com/ichikawa_bunka)

10 月 1 日(土) 開場 16:00／開演 17:00
市川市文化会館 大ホール

☆先行予約情報☆

【全席指定】Ｓ席 6,000 円 Ａ席 5,000 円
学生席（大学生以下）2,000 円
※ローズメンバーズ Ｓ・Ａ各席 500 円引

ＮＨＫ交響楽団

豪華競演！
特撰東西落語名人会

※未就学児入場不可

5 月 29 日(日)10:00 一般発売 特Ｗ

※発売初日 5/29 は特別電話 047-393-7111 もしくは WEB のみの受付

【指揮】アレクサンダー・リープライヒ 【ピアノ】小菅優
【曲目】モーツァルト／歌劇「フィガロの結婚」序曲、ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第５番「皇帝」
モーツァルト／交響曲 第 41 番「ジュピター」
リニューアルオープンを祝う華麗なコンサート。世界的ピアニスト小菅優がベートーヴェン「皇帝」を演奏します。
指揮は各国で活躍するアレクサンダー・リープライヒ。
「序曲」から「皇帝」
「ジュピター」
、N 響スペシャルプログラムです。
【指揮】アレクサンダー・リープライヒ
ドイツのレーゲンスブルク生まれ。ミュンヘン音楽演劇大学とザルツブルク・モーツァルテウムにて学び、アバドと
ギーレン両氏の薫陶を受けた。これまでミュンヘン室内管芸術監督兼首席指揮者、韓国のトンヨン国際音楽祭音楽監督、
ポーランド国立放送響首席指揮者兼芸術監督、リヒャルト・シュトラウス音楽祭芸術監督を歴任。ロイヤル・コンセルトヘ
ボウ管、ベルギー国立管、BBC 響、BBC スコットランド響、ベルリン放送響、ミュンヘン・フィル、バイエルン放送響、
シュトゥットガルト・フィル、ドレスデン・フィル、ルクセンブルク・フィル、チューリッヒ・トーンハレ管、サンクトペ
テルブルク響、NHK 響、マーラー・チェンバー管、ベルリン古楽アカデミー等へ客演を重ねている。Accentus、ECM、ドイ
ツ・グラモフォン、SONY へのレコーディングはいずれも国際的に高い評価を得ている。2016 年にはバイエルン州政府から
文化賞特別賞を受賞。2022/23 年シーズンからスペインのバレンシア管弦楽団の首席指揮者兼芸術監督に就任する。

©Sammy Hart

9 月 5 日(月) 開場 13:30／開演 14:00
市川市文化会館 大ホール
【全席指定】Ｓ席 4,500 円 Ａ席 3,500 円
※ローズメンバーズ Ｓ席(前売)のみ 500 円引
※未就学児入場不可

●主催：市川市文化振興財団

※発売初日 6/25 は特別電話 047-393-7111 もしくは WEB のみの受付

先行予約期間
窓口会員

窓口会員会員証

TEL：047-393-7111 にて受付（先着）

6 月 16 日(木)11:00～6 月 18 日(土)17:00
期間内に財団 HP より申込み（抽選）
●主催：㈱エイフル企画 03-6240-1052

共催：市川市文化振興財団

― チケットの予約・購入について ―
●注意事項

☆窓口会員様
・記載された当日、電話のみ 11:00～17:00 までの受付です。一般発売日までの期間受付ではございません。
・受付時間内であっても規定の席数に達し次第、受付を終了いたします。ご了承ください。
・お申込みには会員番号が必要になります。お手元に「友の会ローズメンバーズ会員証」をご用意ください。
・予約の途中で電話が切れた場合、予約は成立しません。携帯電話等による予約では特にご注意ください。
☆WEB 会員様
・WEB 会員様は期間内初日 11:00～最終日 17:00 までの申込みです。
・友の会ローズメンバーズ会員証は窓口会員様のみに発行しております。（WEB 会員様には発行しておりません。）

●チケット引換方法

※有効期限が切れる約 2 カ月前に、窓口会員は郵送にて、WEB 会員はメールにて更新手続きのご案内をお送りいたします。
市川市文化振興財団オンラインサービス

【休館日・開館時間】
●市川市文化会館 休館日：第 2、第 4 火曜日（祝日は営業） 開館時間：9:00～21:30
●行徳文化ホール I＆I 休館日：第 1、第 3 火曜日（祝日は営業） 開館時間：9:00～21:30
●芳澤ガーデンギャラリー 休館日：毎週月曜日（祝日の場合は直後の平日） 開館時間：9:00～17:00
〒272-0025 市川市大和田 1-1-5

WEB 会員

6 月 18 日(土)11:00～17:00

●先行予約について

市川市文化会館の大規模改修による休館に伴い、会員有効期間を休館期間分延長しておりましたが、市川市文化会館の
リニューアルオープンに伴い、2022 年 4 月入会・更新分から通常の有効期間（入会日より 1 年間*）となります。
【*入会日より 1 年経過した日の属する月末まで。】

発行：市川市文化振興財団 友の会事務局 （市川市文化会館内）
公式 HP（https://www.tekona.net） TEL：047-379-5111

柳家三三

☆営利を目的としたチケットの転売行為は、金額・理由を問わず一切禁止させていただきます。
☆公演により、枚数制限を設ける場合がございます。その場合、同一の会員番号による複数回の予約はできません。
☆公演中止・延期等によるチケットの返金対象は、チケット金額のみとなります。（各種手数料は対象外です。）

市川市文化振興財団友の会ローズメンバーズ 会員有効期限について

【会員有効期限の確認方法】
●窓口（スタンダード）会員の場合
お手持ちの会員証をご確認ください。会員番号の下に有効期限が記載されています。
※会員証を紛失された場合はお電話にてお問い合わせください。
●WEB 会員の場合
「市川市文化振興財団オンラインサービス」の「会員情報の確認・変更」からログインしてご確認ください。
ログイン後、画面右上に有効期限が表示されます。

桂文珍

6 月 25 日(土)10:00 一般発売 特Ｗ

【ピアノ】小菅優
2005 年カーネギーホールで、翌 06 年にはザルツブルク音楽祭でそれぞれリサイタル・デビュー。ドミトリエフ、デュトワ、
小澤等の指揮でベルリン響等と共演。10 年ザルツブルク音楽祭でポゴレリッチの代役として出演。その後も世界的な活躍を
続ける。現在は様々なベートーヴェンのピアノ付き作品を徐々に取り上げる新企画「ベートーヴェン詣」に取り組む。14 年
に第 64 回芸術選奨音楽部門 文部科学大臣新人賞、17 年に第 48 回サントリー音楽賞受賞。16 年秋、ベートーヴェンのピア
ノ・ソナタ全集完結記念ボックスセットをリリース。2017 年から 4 年にわたり、4 つの元素「水・火・風・大地」をテーマ
にしたリサイタル・シリーズ『Four Elements』を開催し好評を博した。

©Marco Borggreve

三遊亭小遊三

【出演】三遊亭小遊三、桂文珍、柳家三三

いずれの方法も、お引渡し時期は一般発売日以降です。
1.市川市文化会館、行徳文化ホール I&I、芳澤ガーデンギャラリーにて、チケット料金と引換にお渡しする方法。
2.銀行振込にて下記の指定口座へチケット料金をお振込みいただいた後に、チケットを郵送する方法。
■振込先/千葉銀行市川支店 普通 3777771 名義：(ｺｳｻﾞｲ)ｲﾁｶﾜｼﾌﾞﾝｶｼﾝｺｳｻﾞｲﾀﾞﾝ
（振込手数料はお客様負担となります。）
3.郵便振替にて下記の指定口座へチケット料金をお振込みいただいた後に、チケットを郵送する方法。
■振込先/ゆうちょ銀行 00190-2-414025 名義：市川市文化会館友の会（振込手数料はお客様負担となります。）
※公演により引換方法が異なる場合がございますので、ご確認の上お申込みください。

その他、チケット販売情報は中面・裏面をご覧ください♪
〈財団公式ＨＰ〉

☆チケット販売情報☆

行徳アニメシアター

「ヒックとドラゴン」（2010 年 98 分）

UNISON SQUARE GARDEN
TOUR 2022「Kaleido proud fiesta」

8 月 20 日(土) ①開映 10:30 ②開映 13:30
※開場は各回 30 分前

行徳文化ホール I＆I

7 月 8 日(金) 開場 17:45／開演 18:30
市川市文化会館 大ホール

【全席自由】500 円

6 月 5 日(日)10:00 一般発売 窓口

【全席指定】5,900 円 ※未就学児入場不可 ※お一人様 2 枚まで
6 月 4 日(土)10:00 一般発売 特Ｗ

※発売初日 6/5 は 10 時～窓口販売もしくは WEB のみの受付、15 時～電話予約

※発売初日 6/4 は特別電話 047-393-7111 もしくは WEB のみの受付

●主催：市川市文化振興財団

本公演のチケットのお渡しについては、7 月 3 日(日)以降から郵送・お引き取りとなります。
詳細につきましては財団 HP をご確認ください。
●主催：VINTAGE ROCK std. 03-3770-6900（平日 12:00〜17:00）

※3 歳以下膝上無料（座席が必要な場合は要チケット）

© 2010 DreamWorks Animation L.L.C. All Rights Reserved. TM & © 2010 DreamWorks Animation LLC.

All Rights Reserved.

共催：市川市文化振興財団

和太鼓 東京打撃団
8 月 27 日(土) 開場 15:30／開演 16:00
行徳文化ホール I＆I

午後のクラシック
～サクソフォン・クラリネット・ピアノ～

【全席指定】4,000 円 ※ローズメンバーズ 前売のみ 400 円引

8 月 6 日(土) 開場 13:30／開演 14:00
市川市文化会館 大会議室

※3 歳以下入場不可
懐かしくて新しい和太鼓アンサンブル、東京打撃団。圧倒的な音圧と、繊細な演奏で楽しく舞台を駆けめぐる！
【曲目】華疾風（はなはやて）、新（あらた） ほか

【全席自由】1,000 円 ※ローズメンバーズ 200 円引
山本航司

※未就学児入場不可

西村薫

大野瑞季

5 月 27 日(金)10:00 一般発売 特Ｗ
●主催：アートウィル 03-5707-1711

【出演】
〈サクソフォン〉山本航司 〈クラリネット〉西村薫 〈ピアノ〉大野瑞季
【曲目】G.ガーシュウィン／ラプソディー・イン・ブルー、C.パスカル／ソナチネ
F.プーランク／２つのクラリネットのためのソナタ ほか

※発売初日 5/27 は特別電話 047-393-7111 もしくは WEB のみの受付

共催：市川市文化振興財団

梅沢富美男劇団特別公演

6 月 11 日(土)10:00 一般発売 窓口

梅沢富美男＆研ナオコ

※発売初日 6/11 は 10 時～窓口販売もしくは WEB のみの受付、15 時～電話予約

●主催：市川市文化振興財団

アッ！とおどろく夢芝居

イープラス presents

9 月 14 日(水) ①開演 14:00 ②開演 18:00

『ピアノの森』ピアノコンサート 2022

市川市文化会館 大ホール

※開場は各回 30 分前

8 月 11 日(木祝) 開場 13:00／開演 14:00
行徳文化ホール I＆I
【全席指定】一般 3,800 円 子ども(小学生)2,500 円
※ローズメンバーズ 前売のみ一般 500 円引
※未就学児入場不可

【全席指定】7,000 円 ※未就学児入場不可
6 月 2 日(木)10:00 一般発売 特Ｗ
髙木竜馬

●主催：ニッポン放送／アイエス

※発売初日 6/2 は特別電話 047-393-7111 もしくは WEB のみの受付

問：アイエス 03-3355-3553（平日 10:00～17:00）

※お一人様 4 枚まで

市川寄席

【出演】髙木竜馬
【曲目】ベートーヴェン／エリーゼのためにイ短調 WoO59
ショパン／ポロネーズ第６番変イ長調作品 53《英雄ポロネーズ》ほか

5 月 28 日(土)10:00 一般発売 特Ｗ

※発売初日 5/28 は特別電話 047-393-7111 もしくは WEB のみの受付

●主催：イープラス 050-3185-6449（10:00～18:00） pianonomori-info@eplus.co.jp

共催：市川市文化振興財団

9 月 25 日(日) 開場 13:30／開演 14:00
市川市文化会館 大会議室
【全席自由】1,800 円 ※ローズメンバーズ 200 円引
※未就学児入場不可

本紙の情報は、2022 年 5 月中旬現在のものです。
「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に従い開催いたします。
新型コロナウイルスの影響により、開催を予定している公演が中止・延期となる場合があります。
中止・延期公演のチケットを購入・予約しているお客様には、電話もしくはメールにてお知らせいたします。
最新情報は、財団公式 HP などでご確認ください。（https://www.tekona.net）

【出演】蝶花楼桃花、立川志ら鈴、春風亭㐂いち
蝶花楼桃花

6 月 5 日(日)10:00 一般発売 窓口
※発売初日 6/5 は 10 時～窓口販売もしくは WEB のみの受付、15 時～電話予約

●主催：市川市文化振興財団

立川志ら鈴

春風亭㐂いち

