市川市文化振興財団
イベント案内
イベントガイド

2020.

02

注目情報

FEB.
財団公式キャラクター
アートくんと
メロディーさん

Attention Information

活躍する新人演奏家コンクール受賞者たち！
フレッシュ が目印です。

大宮臨太郎と
Ｎ響の仲間たち

6歳〜

文 行 芳 HP

一般のみ1,500円引

2月11日(火・祝)

市川市文化会館 小ホール
開場14：30／開演15：00
大宮臨太郎
全席指定 一般3,500円 高校生以下1,000円
【出演】〈ヴァイオリン〉 大宮臨太郎・倉冨亮太
〈ヴィオラ〉 中村翔太郎・村松龍
〈チェロ〉 市寛也
【曲目】Ｎ響で聴きたい室内楽の傑作!!
ドヴォルザーク／弦楽五重奏曲 変ホ長調 Op.97
ブラームス／弦楽五重奏曲 第２番 ト長調 Op.111
●主催：市川市文化振興財団

倉冨亮太

中村翔太郎

村松龍

市寛也

ほか

発売中

川井郁子名曲コンサート
6月6日(土)

6歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

行徳文化ホールI&I

開場14:30／開演15:00
全席指定3,500円
【編成】川井郁子(ヴァイオリン)、ピアノ、弦楽五重奏団

発売初日2/9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

公益財団法人

2月9日(日)10:00発売 特電

市川市文化振興財団

300円引

公演情報

Public performance Information

チケット発売初日の販売方法について

発売初日は、10：00から以下のいずれか一方の販売方法となります。
各公演情報をご確認下さい。
特電 …特別電話047-393-7111またはWEBのみの受付。
窓口 …各施設窓口またはWEBで受付。電話予約は各施設にて15：00から。

新春 羽子板今昔展 明治から平成に制作された押絵羽子板
1月5日(日)〜2月2日(日)

中山文化村 清華園

●主催：中山文化村実行委員会 問：中山文化村 清華園 047-333-6147（金・土・日 ９:30～16:30）

2月8日(土)
13：00～15：30

郭沫若記念館

無料

【指導】成田久江（市川市国際交流協会会長・市川市社会教育委員）
【定員】先着20名 ※要事前電話申込
【対象】小中学生
●主催：市川市文化振興財団

漆に絵画性を求めて
2月12日(水)

市川市文化会館 大会議室

9:30～16:30(入館16:00まで) ※1月27日(月)は休館
入場無料

受付中

申・問：木内ギャラリー 047-371-4916

0歳〜

文 行 芳 HP

※膝上鑑賞無料
※ロビー開場は開演１時間前：アート展示会あり。

文 行 芳 HP

フレッシュ

子ども膝上無料（座席が必要な場合は要チケット）

【出演】〈ソプラノ〉 飯嶋幸子 〈ヴァイオリン〉 栗林衣李
〈電子ピアノ〉 豊田綺音
【曲目】鬼のパンツ、さんぽ、トルコ行進曲 ほか
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●主催：市川市文化振興財団

問：千葉商科大学 政策情報学部 047-373-9967

マチノヒ 歌姫と音楽家と道化師のコラボレーションライブ
2月15日(土)

6歳〜

文 行 芳 HP

市川市文化会館 小ホール

栗林衣李

武荒信顕展－あなたと・・・－
2月15日(土)〜3月22日(日)

発売中

新着情報

芳澤ガーデンギャラリー

9:30～16:30（入館16:00まで）

※月曜休館、ただし２月24日(月)は開館、25日(火)は休館

一般300円、団体料金(25名以上)240円、
シルバー料金(65歳以上)240円、中学生以下無料

※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者(1名)は無料

開場10:30／開演11:00／終演予定11:45 全席自由600円

飯嶋幸子

木内ギャラリー

10:00～16:00（最終日14:00終了） 入場無料

第21回市川の文化人展

●主催・問：いちかわ市民文化ネットワーク 047-369-7522 共催：市川市文化振興財団

大ホールホワイエ

2月14日(金)～20日(木)

●主催・問：NPO法人市川子ども文化ステーション 047-395-7670
共催：市川市文化振興財団

発売中

0歳〜

千葉商科大学 政策情報学部 メディア情報コース 卒業制作展

※当日座席指定17：00〜

１日(土) 開場15：30／開演16：00
２日(日) ①開場10：30／開演11：00 ②開場14：30／開演15：00
全席自由 大人：前売2,000円 当日2,500円
子ども(高校生以下)・障がい者・介助者：前売1,500円 当日2,000円

発売中

新着情報

開場17：30／開演18：00
大人2,500円 高校生以下1,500円（当日各席300円増）

2月1日(土)・2日(日) 市川市文化会館 小ホール

2月3日(月) 市川市文化会館

受付中

〈地域連携事業〉

〈関連イベント〉
2月1日(土) 13:30～15:00「コラージュしてみよう」
カラフルな紙やマスキングテープなどを自由に構成してデコレーションボックスをつくります。
【講師】土屋恭子
【定員】10名
【対象】6歳～小学6年生
【参加費】500円（材料費込） 
※要事前電話申込・先着順

ママも楽しい０歳からコンサート

入場無料

●主催・申・問：市川市文化振興財団 047-379-5111

1月23日(木)〜2月2日(日) 木内ギャラリー

｢七人の八百屋お七｣

6歳〜

【定員】100名（要事前申込、定員になり次第締切）
【講師】並木恒延（漆芸家、日展監事、現代工芸美術家協会理事）

｢土屋恭子絵画展 誘いの夢｣

チャレンジド・ミュージカル第12回公演

受付中

申・問：芳澤ガーデンギャラリー 047-374-7687

開場13:30／開演14:00／終演予定15：30

市川ゆかりの作家展

●主催：市川市文化振興財団

ミニチュア辻切り体験

芸術講座（美術）

10:00～16:00（12:00～13:00入館不可。） 無料 ※期間中の金・土・日のみの開催。

●主催：市川市文化振興財団

郭沫若記念館で市川の民俗行事を体験しよう

豊田綺音

〈関連イベント〉
◆ギャラリートーク
2月16日(日)、3月14日(土) 両日とも13:30～ 【講師】 武荒信顕
◆ギャラリーコンサート
２月29日(土)14:00～ 【出演】 〈ピアノ〉 田辺萌香 〈ヴァイオリン〉 堀真亜菜
３月20日(金・祝)14:00～ 【出演】 〈ピアノ〉 山梨晴哉
※全イベントとも入場料のみ必要、先着50名
●主催：市川市 問：市川市文化振興課 047-300-8020
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中山のおひなまつり

てこなの森

2月15日(土)～3月3日(火)

中山文化村 清華園 ほか

10:00～16:00 入場無料 ※清華園は会期中毎日開館します
JR下総中山駅からまちなかの商店、法華経寺、奥之院、若宮まで、中山がおひなまつり一色になります。
●主催：中山まちづくり協議会 問：中山文化村 清華園 047-333-6147（金・土・日9：30〜16：30）

第12回 いちかわ街かど美術展

市民文化サポーター音楽Ⅳ期

午後のクラシック 世界の音楽シリーズvol.5

6歳〜

100円引

フレッシュ

美しき日本の調べ

市川市文化会館 大会議室

吉越瑛山

町田夢子

大森健一

発売中

全席自由800円
発売中

6歳〜

文 行 芳 HP

※友の会の割引はお１人様１枚のみ適用となります。
市川市文化振興財団友の会「ローズメンバーズ」にぜひご入会ください！
詳しくは財団HPか友の会事務局047-379-5111までお問合せください。

©中村風詩人

友の会感謝コンサート

小曽根真 スペシャルコンサート
3月19日(木)

一般のみ3,000円引

市川市文化会館 小ホール

●主催：市川市文化振興財団

6歳〜

文 行 芳 HP

Cavalleria Rusticana

一般のみ500円引

フレッシュ

全幕〈イタリア語上演／字幕付〉

©ai ueda

6歳〜
(1939年アメリカ・93分)

「テンプルちゃんの小公女」

シャーリー・テンプルを主演に名作「小公女」を完全映画化

市川市文化会館 小ホール

開場13:30／開映14:00 入場無料 【定員】400名（要事前申込、定員になり次第締切)
●主催・申・問：市川市文化振興財団 047-379-5111 受付中
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市川市文化会館 大ホール

柴田真郁

【指揮】柴田真郁 【演出】藪西正道 【合唱指導】西野薫 【管弦楽】市川交響楽団
【出演】サントゥッツア／内田智子、トゥリッドゥ／工藤和真
アルフィオ／岡昭宏、ローラ／安江 秋、ルチアマンマ／渡邉智美
(以上。市川市文化振興財団 新人演奏家コンクール受賞者)
【合唱】カヴァレリア・ルスティカーナ市民合唱団
発売中
●主催：市川市文化振興財団
協力：市川交響楽団協会／市川市合唱連盟 助成：一般財団法人自治総合センター

芸術映画鑑賞会

歳〜

開場17：00／開演18：00
全席指定8,800円

市川市文化会館 大ホール

開場14:30／開演15:00 全席自由 一般 3,500円 高校生以下 1,500円

発売中

3 文 行 芳 HP
鈴木雅之
masayuki suzuki taste of martini tour 2020

4月4日(土)

G. ロッシーニ作曲／スターバト・マーテル No.1、No.10
P. マスカーニ作曲／カヴァレリア・ルスティカーナ

3月13日(金)

100円引

中山文化村 清華園

通常価格4,000円 ⇒ 友の会会員特別価格1,000円

オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」

3月8日(日)

6歳〜 文 行 芳 清 HP

開場18:30／開演19:00 全席指定 一般4,000円 高校生以下1,000円
◆市川市文化振興財団友の会特別割引！

全席自由800円

【出演】 〈尺八〉 吉越瑛山 〈箏〉 町田夢子
〈チェロ〉 大森健一
【曲目】宮城道雄／春の海、山田耕筰／この道
サン＝サーンス／白鳥 ほか

春のうたごえ

文 行 芳 HP

占部智美 松永悠太郎

発売中

【出演】決定次第HPにて発表!!
●主催：市川市文化振興財団

●主催：市川市文化振興財団

●主催：市川市文化振興財団

全席自由600円

寄席清華亭

開場13:30／開演14:00

10:00～17:00（最終日15:00終了） 入場無料

フレッシュ

木内ギャラリー

開場13:30／開演14:00

3月14日(土)

2月16日(日)〜23日(日) 市川市文化会館 展示室

6歳〜 文 行 芳 木 HP

【出演】〈フルート〉 占部智美 〈ピアノ〉 松永悠太郎
【曲目】C.シャミナード／コンチェルティーノ、L.ベリオ／セクエンツァⅠ
F.プーランク／フルートソナタ ほか

小島貞二記念

誰でも出品できる、市民が集う展覧会です。

開場13:30／開演14:00

3月14日(土)

●主催：市川市文化振興財団

市民文化サポーター企画事業

2月22日(土)

木内邸音楽会 vol.94

残りわずか
●主催：市川市文化振興財団

問：KMミュージック 045-201-9999

6歳〜

井上ひさし没後10年記念事業

井上麻矢 講演会

｢井上ひさしが市川に遺したもの ―演劇の力を信じて―｣

4月9日(木)

市川市文化会館 小ホール

開場13:30／開演14:00

入場無料

【講師】井上麻矢（井上ひさし三女、こまつ座代表取締役社長）
【定員】400名（要事前申込、定員になり次第締切）
●主催・申：市川市文化振興財団 047-379-5111
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受付中

新着情報
0 文 行 芳 HP
クリス・ハート
全国ツアー2020 ～Love is Love～（愛を歌う)

ママも楽しい０歳からコンサート

4月10日(金)

開場10:30／開演11:00／終演予定11:45 全席指定600円

歳〜

市川市文化会館 大ホール

開場18:00／開演18:30

【出演】〈ソプラノ〉 根本真澄 〈パーカッション〉 佐野幹仁
〈ピアノ〉 木内夕貴
【曲目】さんぽ、小さな世界、オー・シャンゼリゼ
日本のはるの歌 ほか

※小学生以上要チケット
※未就学児膝上無料（座席が必要な場合は要チケット）

発売初日3/7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

3月7日(土)10:00発売 特電

芳澤ガーデンギャラリー

新着情報

0歳〜 文 行 芳 木 HP
フレッシュ

加藤早紀

宗形南海

渋田麻里

問：芳澤ガーデンギャラリー 047-374-7687

～テノール・チェロ・ピアノ～

市川市文化会館 大会議室

開場13:30／開演14:00

●主催：市川市文化振興財団

新着情報
文 行 芳 HP

100円引 フレッシュ

2月3日(月)10:00発売 窓口

大黒摩季
MAKI OHGURO TOUR 2020
5月6日(水・振)

0歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

市川市文化会館 大ホール

3月22日(日)10:00発売 特電

●主催：DISK GARAGE 共催：市川市文化振興財団
問：DISK GARAGE(平日12:00～19:00) 050-5533-0888

新着情報

宝塚歌劇雪組全国ツアー公演

文 HP
ミュージカル・ロマン『炎のボレロ』
ネオダイナミック・ショー『Music Revolution! -New Spirit-』

5月9日(土)・10日(日) 市川市文化会館 大ホール

〈９日〉①14:00 ②18:00 〈10日〉①12:00 ②16:00
※開場は各回30分前

全席指定 S席8,300円 A席5,500円 ※３歳以上有料。
渡辺正親

村松幸実

山口香菜子

2月22日(土)10:00発売 窓口

日中友好記念作品

舞劇 Dance Drama「朱鷺」
4月23日(木)

6歳〜

全席自由800円

【出演】 〈テノール〉 渡辺正親 〈チェロ〉 村松幸実
〈ピアノ〉 山口香菜子
【曲目】ショパン／英雄ポロネーズ
ベートーヴェン／チェロソナタ第４番
グリーグ／夢
シューベルト／流れの上で ほか

木内夕貴

発売初日３/22は特別電話047-393-7111もしくはWEBのみの受付

2月4日(火)10:00発売 窓口

4月18日(土)

佐野幹仁

※４歳以上有料。３歳以下膝上可。(ただし席が必要な場合は有料)

子ども膝上無料（座席が必要な場合は要チケット）
【出演】〈ソプラノ〉 加藤早紀 〈マリンバ〉 宗形南海
〈ピアノ〉 渋田麻里
【曲目】熊蜂の飛行、ディズニーメドレー
ジブリメドレー、きらきら星 ほか

午後のクラシック

根本真澄

開場16:45／開演17:30
全席指定 前売7,500円 当日8,000円

開場10:30／開演11:00／終演予定11:45
全席自由500円

●主催：市川市文化振興財団

フレッシュ

共催：市川市文化振興財団

０歳からの芳澤こどもコンサート
4月12日(日)

行徳文化ホールI&I

新着情報
文 行 芳 HP

子ども膝上無料（座席が必要な場合は要チケット）

全席指定7,700円

●主催・問：キョードー東京 0570-550-799

4月27日(月)

0歳〜

6歳〜

文 行 芳 HP

市川市文化会館 大ホール

①開場13:30／開演14:00 ②開場18:00／開演18:30
全席指定 S席7,600円 A席7,100円
●主催：MIN-ON 問：MIN-ONインフォメーションセンター 03-3226-9999

【出演】彩風咲奈

発売初日3/21は特別電話047-393-7111
もしくはWEBのみの受付
3月21日(土)10:00発売 特電
●主催：市川市文化振興財団・阪急電鉄㈱

それいけ！アンパンマン 0 文 行 芳 HP
ミュージカル｢勇気の花に歌おう♪｣
歳〜

5月17日(日)
発売中

©宝塚歌劇団
この写真は公演とは
異なります。

前売のみ250円引

市川市文化会館 大ホール

①11：00 ②13：30 ③★16：30 ※開場は各回30分前
全席指定 3,900円
©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV
★はスペシャルグリーティング！アンパンマンとなかまたちによるハイタッチ会を実施！
ご観覧いただいたお子様全員に会場にてオリジナルグッズをプレゼント♪
※１歳以下の方は大人１名につき１名まで膝上無料。ただしお席が必要な場合は有料。
●主催：日本テレビ放送網／ムービック・プロモートサービス
共催：市川市文化振興財団 問：キョードー東京 0570-550-799

発売中

発売初日は、10：00から以下のいずれか一方の販売方法となります。 各公演情報をご確認下さい。
特電 …特別電話047-393-7111またはWEBのみの受付。 窓口 … 各施設窓口またはWEBで受付。電話予約は各施設にて15：00から。
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催し物案内

２月公演早見表

●2020年１月上旬現在の情報です。●主催者の都合により、催し物の内容・時間・料金等が変更にな
る場合があります。●催し物の内容、その他の詳細につきましては主催者にお問い合わせください。●
文化会館でチケットを取扱わない催し物もあります。●主催者の希望により、掲載していない公演もあ
ります。●ご来場は公共の交通機関をご利用ください。●財団HPオンライン販売は公演日の１週間前
までとなります。●表示金額は全て税込みです。

市川市文化会館の大規模 改修に伴う休館のお知らせ

平素より市川市文化会館をご利用いただき、心より御礼申し上げます。当館は、1985年に
ため、下記のとおり休館を予定しております。当館休館中の代替施設につきましては、八幡市民
なお、リニューアルオープン後の施設予約の時期、方法等につきましては改めてお知らせいたし

●休館期間

2020年10月～2022年３月

◦大ホール

■市川市文化会館
公演日

公演タイトル

◦小ホール

1（土）
2（日）
9（日）
11（火・祝）
15（土）
18（火）

市川ライオンズクラブ チャリティフェスティバル2020
第53回宮久保幼稚園発表会
Orchestra of Spring flat PROJECT vol.2
高嶋ちさ子 わがまま音楽会～ピアノクインテット編～
市川市立鬼高小学校管弦楽部 定期演奏会
Kim Hyun Joong Japan Tour 2020 月と太陽と君の歌

22（土）
23（日・祝）
24（月・振）
1（土）

山本彩 LIVE TOUR 2020 ～a～
第411回市響 市川交響吹奏楽団 定期演奏会
市川市内の高校生によるダンス発表会

2（日）
3（月）
6（木）
9（日）
11（火・祝）
14（金）
15（土）
15（土）

◦展示室

19（水）
20（木）
22（土）
公開日

チャレンジド・ミュージカル第12回公演
「七人の八百屋お七」
いちかわ市民防犯講演会
北千葉道路建設促進特別講演会
アリスバレエスタジオ・第20回・AQダンススタジオ・第1回 合同発表会
大宮臨太郎とＮ響の仲間たち
四園合同おゆうぎ会
生活発表会
「マチノヒ」歌姫と音楽家と道化師のコラボレーションライブ
令和元年度 公正採用選考人権啓発推進員研修会
第35回記念 市川芸能文化協会「春の祭典」
手児奈太鼓25周年演奏会「手児奈舞ふ」
展示タイトル

◦大会議室

1/30（木）～2/3（月） 和洋女子大学 文化芸術専修 9期生 卒業制作展
福祉用具展示会
13（木）
16（日）～23（日・祝） 第12回 いちかわ街かど美術展
公演日

公演タイトル

◦無料休憩所

12（水）
22（土）

芸術講座（美術）漆に絵画性を求めて
午後のクラシック 世界の音楽シリーズvol.5 美しき日本の調べ

開催中

市川市写真連盟 市川写友会 写真展

公開日

展示タイトル

開館して30年以上が経過し、現在、大規模改修計画を進めております。これにより改修工事の
会館（全日警ホール）、行徳文化ホールI&Iの利用をご検討くださいますようお願いいたします。
ます。皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
問合せ先 市川市文化振興財団 総務担当 TEL 047-379-5111

入場方法

【全席自由】
前売2,000円 当日3,000円

関係者
【全席自由】500円
完売御礼
無

料

【全席指定】11,000円
【全席指定】7,150円
無
無

料
料

【全席自由】
大人前売2,000円 当日2,500円
子ども（高校生以下）・障がい者・
介助者 前売1,500円 当日2,000円
無 料
※要事前申込
無 料
※要事前申込

無

料

【全席指定】一般3,500円
高校生以下1,000円

関係者
関係者

【全席指定】大人2,500円
高校生以下1,500円（当日各席300円増）ほか
※当日17：00より座席指定

無 料
無 料
無 料
入場方法
無

料

無

料

無

料

入場方法
無料（要事前申込）
【全席自由】800円
入場方法
無

料

開演／終演(予定)
13:30／18:30
12:30／16:00
14:00／16:00
14:00／未定
14:00／16:00
18:00／未定
18:00／未定
15:00／17:00
13:30／16:00
16:00／17:45
①11:00／12:45
②15:00／16:45

お問い合わせ

市川ライオンズクラブ事務局
（平日9：00～12：00）

宮久保幼稚園
市川

MASエンターテイメント
（平日11：00～18：00）

市川市立鬼高小学校 小川

DISK GARAGE
（平日12:00～19:00）
DISK GARAGE
（平日12:00～19:00）

047-323-5060
047-371-7320
090-2916-9259
03-5746-9900
047-335-0304
050-5533-0888
050-5533-0888

柏崎
090-2768-8061
千葉県立市川昴高等学校 大鷺 047-371-2841
いちかわ市民文化ネットワーク 047-369-7522

16:00／17:30

市川市市民部市民安全課

047-334-1129

14:30／16:50

北千葉道路建設促進期成同盟事務局
鎌ヶ谷市役所都市建設部道路河川整備課内

15:00／17:00

市川市文化振興財団

9:30／16:30
10:00／11:30

行徳あけぼの保育園
新田チャイルド保育園

047-445-1449
03-3659-0747
047-379-5111
047-357-2283
047-318-3930

18:00／19:20

市川子ども文化ステーション

047-395-7670

14:00／16:00
11:00／15:00
14:22／16:30
開館時間

市川公共職業安定所
047-370-8609
市川芸能文化協会 大橋
047-334-3298
手児奈太鼓 岡野
090-8597-1933
お問い合わせ

10:30／16:00

（株）トーカイ

16:30／19:00

アリスバレエスタジオ

9:00／18:00
和洋女子大学 文化芸術専修
30日は13:00から 2/3は12:00まで 人文学研究室
10:00／17:00
23日は15:00まで

市川市文化振興財団

10:00／19:00

市川写友会 佐久間

開演／終演(予定)
14:00／15:30
14:00／16:00
開館時間

047-371-1357
047-435-8761
047-379-5111

お問い合わせ
市川市文化振興財団
047-379-5111
市川市文化振興財団
047-379-5111
お問い合わせ

090-7702-1910

■芳澤ガーデンギャラリー
公開日

2/15（土)～3/22（日)

展示タイトル

第21回市川の文化人展「武荒信顕展─あなたと・・・─」

第21回市川の文化人展「武荒信顕展─あなたと・・・─」〈関連イベント〉

16（日）

◆ギャラリートーク

29（土）

◆ギャラリーコンサート

入場方法

開館時間(開演/終演)

一般300円ほか

9:30／16:30
入館16:00まで

無 料
※入場料のみ必要 先着50名
無 料
※入場料のみ必要 先着50名

13:30／14:30

入場方法

開演／終演(予定)

お問い合わせ

047-300-8020

市川市文化振興課

14:00／15:00

■郭沫若記念館
公演日

8（土）

公演タイトル

ミニチュア辻切り体験
─7─

無 料
※要事前申込 先着20名

13:00／15:30
開場12:30

お問い合わせ
芳澤ガーデンギャラリー
─8─

047-374-7687

■行徳文化ホールⅠ＆Ⅰ
公演日

16（日）
23（日・祝）

公演タイトル

やんべぇGYOTOKU 第5弾「行徳ダンスコンテスト」
東葛フィルハーモニー吹奏楽団 第17回定期演奏会

入場方法
無 料
無

開演／終演(予定)
14:00／16:00

料

15:30／17:30

お問い合わせ
市川市行徳支所 総務課
047-359-1114
tohkatsu-toiawase@
東葛フィルハーモニー吹奏楽団
willcom.com
薗部

070-6670-7083

■木内ギャラリー
公開日

展示タイトル

1/23(木)～2/2(日)

市川ゆかりの作家展「土屋恭子 絵画展 誘いの夢」

1(土)

市川ゆかりの作家展「土屋恭子 絵画展 誘いの夢」

11(火・祝)
14(金)～20(木)

〈関連イベント〉 ワークショップ「コラージュしてみよう」

イタリア・バロックの風 声楽アンサンブルコンサート
地域連携事業「千葉商科大学 政策情報学部 メディア情報コース 卒業制作展」

入場方法
無

開館時間(開演/終演)

参加費500円
※要事前申込 先着10名
2,300円
当日 2,500円

無

料

お問い合わせ

9:30／16:30
入館16:00まで

木内ギャラリー

047-371-4916

13:30／15:00

木内ギャラリー

047-371-4916

料

14:00／16:00
Fagioli Verdi 兼松
開場13:30
10:00／16:00
千葉商科大学 政策情報学部
入館16:00まで 20日14:00まで

050-5809-8096
047-373-9967

■中山文化村 清華園
公演日

1/5(日）～2/2(日）

※期間中の金・土・日のみ開館

2/15（土）～3/3（火）
※期間中毎日開館

公演タイトル

入場方法

新春羽子板今昔展

無

料

中山のおひなまつり

無

料

開演／終演(予定)

お問い合わせ

10:00／16:00
中山文化村 清華園
※12:00～13:00入館不可

10:00／16:00

047-333-6147
047-333-6147

中山文化村 清華園

■水木洋子邸
公開日

22(土)､23(日・祝)
22(土)

展示タイトル

一般公開

ミニイベント「端切れで作る豆雛」

入場方法
無 料
無 料
※要事前申込 先着10名

開館時間(開演/終演)
お問い合わせ
10:00／16:00
市川市文学ミュージアム
047-320-3334
14:00／15:00

市川市文学ミュージアム

047-320-3334

◦第２展示室

■全日警ホール
（八幡市民会館）
公開日

13(木)～15(土)

展示タイトル

和洋女子大学書道部学外展

21(金)～24(月・振) 松丸陽子 陶芸展

ギャラリー

◦中山メモリアル

29(土)～3/3(火)

わかば絵画サークル展

公開日

展示タイトル

10/29(火)～2/16(日) 市川市収蔵作品展

市川市文化会館

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

〒272-0025

市川市大和田1-1-5

TEL.047-379-5111

〒272-0826

市川市真間5-1-18

文化会館の会議室・練習室・和室・茶室、行徳文化
ホールⅠ＆Ⅰの会議室を利用してみませんか？
空き状況は下記まで連絡を。
文化会館 TEL 047-379-5111
行徳文化ホールⅠ＆Ⅰ TEL 047-701-3011

料

無

料

入場方法

お問い合わせ

開館時間

9:30／17:00
入館16:30まで

料

市川市中山4-14-1

TEL.047-333-6147

東山魁夷記念館

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

〒272-0813

市川市中山1-16-2

TEL.047-333-2011

休 館 日：毎週月曜（祝日の場合は翌日）、展示替え期間
開館時間：10:00~17:00（入館は30分前まで）

─9─

090-6544-8833
047-338-0071
047-300-8020

市川市文化振興課

木内ギャラリー

〒272-0826

〒272-0813

047-371-1938

お問い合わせ

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

市川市末広1-1-48

開 館 日：毎週金・土・日曜日
開館時間：管理棟 9:30~16:30（入館は30分前まで）
：庭園 9:00~17:00（年末年始は除く）

休 館 日：毎週月曜（祝日の場合は翌日）
開館時間：9:00~17:00

市川市文化会館 会議室 または 行徳文化ホールⅠ＆Ⅰ 会議室

行徳文化ホールⅠ&Ⅰ

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

TEL.047-374-7687

無

開館時間

10:00／18:00
和洋女子大学書道準備室
13日10:00から､15日17:00まで
10:00／17:00
松丸
21日10:00から､24日16:00まで
10:00／17:00
島本昭と仲間たち 島本
29日12:00から､3/3は16:00まで

〒272-0121

中山文化村 清華園

芳澤ガーデンギャラリー

料

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

休 館 日：4日（火）、18日（火）
開館時間：9:00~21:30

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

無

無

TEL.047-701-3011

休 館 日：25日（火）
開館時間：9:00~21:30

入場方法

市川市真間4-11-4

郭沫若記念館

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

〒272-0826

市川市真間5-3-19

TEL.047-372-5400

TEL.047-371-4916

開 館 日：毎週金・土・日曜日
開館時間：10:00~16:00（入館は30分前まで）

休 館 日：毎週月曜（祝日の場合は翌日）
開館時間：9:00~17:00

水木洋子邸

アイ・リンクタウン展望施設

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

〒272-0033 市川市市川南1-10-1 ザ タワーズ ウエスト 45階

TEL.047-322-9300

休 所 日：毎月第１月曜(祝日の場合は直後の平日)
開館時間：9:00~22:00 ※展望デッキは21:00まで

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

〒272-0021

市川市八幡5-17-3

TEL.047-320-3334（文学ミュージアム）
公 開 日：22日（土）
、23日（日）
開館時間：10:00~16:00

※グ ループで見学をご希望の方は事前にお申込みいただければ、公開
日以外でも見学可能です。お申し込みは文学ミュージアムまで。

市川市文学ミュージアム

全日警ホール(八幡市民会館)

〒272-0015 市川市鬼高1-1-4 市川市生涯学習センター
（メディアパーク市川）２階

〒272-0021

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

TEL.047-320-3334

休 館 日：毎週月曜（祝日の場合は翌日）、毎月最終平日（８、12月は除く）
開館時間：火〜金10：00〜19：30、土日祝10：00〜18：00

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

千葉県市川市八幡4-2-1

TEL.047-335-1542

休 館 日：10日(月)､25日(火)
開館時間：9:00~21:00
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注目情報

Attention Information

市川市文化振興財団

第２回芸術文化奨励賞受賞記念

6歳〜

山元香那子ピアノリサイタル
6月13日(土)

新着情報
文 行 芳 HP

200円引

市川市文化会館 小ホール

開場13:30／開演14:00

全席自由1,000円

【受賞者】〈ピアノ〉 山元香那子
【共演】Trio Rosier～トリオ ロジエール～／
〈クラリネット〉 倉内理恵 〈チェロ〉 大森健一
【曲目】ペヤチェヴィッチ／『花の一生』
～８つのピアノ小曲集 Op.19より「バラ」
リスト／パガニーニ大練習曲 第３曲「ラ・カンパネラ」
山元香那子
S.141 R.3b 嬰ト短調 ほか
「市川市文化振興財団 芸術文化奨励賞」は、市川市にゆかりのある若き芸術家を顕彰する賞です。

2月22日(土)10:00発売 窓口

●主催：市川市文化振興財団

開館35周年記念事業

松竹大歌舞伎
5月3日(日・祝)

6歳〜

文 行 芳 HP

S席のみ1,000円引

市川市文化会館 大ホール

開場13:30／開演14:00

全席指定 S席5,000円 A席4,000円

【演目】一、義経千本桜 川連法眼館の場
二、連獅子

「連獅子」中村芝翫

●主催：市川市文化振興財団

発売中

▪プレイガイド情報マークの見方
文 市川市文化会館
木 木内ギャラリー

▪マークの見方

行 行徳文化ホールⅠ＆Ⅰ 芳 芳澤ガーデンギャラリー
清 中山文化村 清華園
HP 財団オンライン販売

：ローズメンバーズの方

：学生の方

6歳〜 ：マークのある年齢からご入場いただけます。 例）６歳以上入場可能。
［チケット発売初日の販売方法］

特電 ：特別電話047-393-7111またはWEBのみの受付。
窓口 ：各施設窓口またはWEBで受付。電話予約は各施設にて15：00から。

※2020年１月上旬現在の情報です。
※主催者の都合により、催し物の内容・時間・料金等が変更になる場合があります。
※催し物の内容、その他の詳細につきましては主催者にお問い合わせください。
※文化会館でチケットを取扱わない催し物もあります。
※主催者の希望により、掲載していない公演もあります。
※ご来場は公共の交通機関をご利用ください。
※財団公式HPオンライン販売は公演日の１週間前までとなります。
※表示金額は全て税込みです。

公益財団法人
〒272-0025

市川市文化振興財団

市 川 市 大 和 田1－1－5（ 市 川 市 文 化 会 館 内 ）

TEL 047-379-5111 FAX 047-370-0180
最新の公演情報は公式HP

https://www.tekona.net

