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注目情報

JAN.
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。

TRIO WAZA

ギター・箏・フルート

東西の響き シルクロードを越えて

6歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

1,000円引

3月29日(金) 行徳文化ホールＩ＆Ｉ
開場18:00／開演18:30

全席指定2,000円

【出演】〈ギター〉 岡本和也 〈フルート〉 高橋なつ美
岡本和也 高橋なつ美 金子展寛
〈生田流箏曲〉 金子展寛
【曲目】ピアソラ／タンゴの歴史より、チック・コリア／スペイン ほか

発売初日1/19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

1月19日(土)10:00発売 特電

0
いちかわ
ニューイヤーフェスティバル2019

歳〜

一般公募団体10組による舞台パフォーマンス！音楽あり！ダンスあり！

1月27日(日)

市川市文化会館 大ホール

開場13:30／開演14:00

入場無料

【出演団体】
・IMOBAND（ビッグバンド）
・SK.CHEERS Betty`S（チアダンス）
・国府台エアロビッククラブ（エアロビックダンス）
・社会福祉法人市川レンコンの会 レンコンバンド&ダンサーズ（ダンス・バンド）
・DREAM ACE（ジャズダンス）
・Halau O Kauilani（ハラウ・オ・カウイラニ）
（フラダンス）
・ぼのぼんず（トロンボーンデュオ）
・みんなで口笛な日々（口笛アンサンブル）
・ロメオとジュリエット（声楽（メゾソプラノ）
・ピアノ）
・和太鼓 翔櫻（和太鼓）
（五十音順）
【特別出演】
市川市文化振興財団第２回即興オーディション受賞者
最優秀賞：〈ソプラノ〉根本真澄
優 秀 賞：〈ヴァイオリン〉大谷舞
〈ピアノ〉槙和馬

〈ピアノ〉木内夕貴

〈フルート〉中村淳

事前申込等はございません。当日会場へお越しください。
●主催：市川市文化振興財団

公益財団法人

市川市文化振興財団

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。

新たな春の到来を華やかに彩る！
6歳〜 文 行 芳 HP
１年の始まりは晴れやかな舞台、バレエ祝賀コンサートで！
300円引

初春 バレエ祝賀コンサート
1月17日(木)

市川市文化会館 大ホール

開場18:00／開演18:30

第６回

いちかわ未来の画家コンクール 作品展

12月16日(日)〜1月14日(月・祝)
芳澤ガーデンギャラリー

※12/25(火)、12/28(金) ～1/4(金)、1/7(月)は
休館。ただし12/24(月・祝)、1/14(月・祝)は開館。

9:30～16:30（入館16:00まで、最終日15:00終了） 入場無料
●主催：市川市文化振興財団

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(土)〜2月3日(日)

●主催・問：インプレサリオ東京 03-6264-4221(全日10：00〜18：00)
共催：市川市文化振興財団

市川寄席

問：芳澤ガーデンギャラリー 047-374-7687

中山文化村 清華園

全席指定3,800円

【曲目】チャイコフスキー／花のワルツ「くるみ割り人形」より
J．シュトラウス２世／春の声、ウィーンの森の物語
モーツァルト／アイネ・クライネ・ナハトムジークより 第１楽章 ほか

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

開場13:30／開演14:00

全席自由1,800円
立川談慶

立川志の彦

木内邸音楽会 vol.87

6歳〜 文 行 芳 木 HP
フレッシュ

郭沫若記念館「邦楽コンサート」 0

今年度新人演奏家コンクール受賞者の共演！

1月12日(土)

木内ギャラリー

開場13:30／開演14:00

【出演】〈ピアノ〉 豊田綺音 〈ヴァイオリン〉 牧野葵
【曲目】モーツァルト／ヴァイオリンソナタ第18番ト長調より
R.シュトラウス／ヴァイオリンソナタ ほか

受付中

花岡日菜子

T-BOLAN 30th Anniversary LIVE Tour

新着情報

フレッシュ

1月25日(金)

文 HP

市川市文化会館 大ホール

1月13日(日)
14:00～14:45

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

アイ・リンク展望施設 (ザ タワーズ ウエスト 45階)

※４歳以上有料、３歳以下膝上可（座席が必要な場合は要チケット）

入場無料

●主催・問：市川市観光交流推進課 047-711-1142

4歳〜

｢the Best｣～励～

開場17:30／開演18:30
全席指定 前売6,800円 当日7,300円

【出演】〈尺八〉吉越瑛山 〈篠笛〉芝有維
【曲目】 宮城道雄／春の海 ほか

横地美紅

申・問：芳澤ガーデンギャラリー 047-374-7687

牧野葵

発売中

アイ・リンクスカイコンサート

郭沫若記念館

●主催：市川市文化振興財団
豊田綺音

フレッシュ

午前の部11:00～11:45 午後の部13:00～13:45
入場無料 【定員】各回20名（要事前申込、定員になり次第締切）
【出演】〈山田流筝曲〉花岡日菜子、横地美紅
【曲目】江ノ島曲、赤壁賦 ほか

全席自由600円

●主催：市川市文化振興財団

1月19日(土)

立川志ら門

発売中

歳〜

てこなの森

200円引

市川市文化会館 ローズルーム

●主催：市川市文化振興財団

※期間中の金・土・日のみの開催。ただし、1月14日（月・祝）は開催。

文 行 芳 HP

1月19日(土)

【出演】立川談慶、立川志の彦、立川志ら門

9:30～16:15（入館16:00まで、12:00～13:00入館不可） 無料

6歳〜

～落語は近くで見るのが面白い！～

発売中

吉越瑛山

発売中

芝有維

制作：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

辻切り体験
1月26日(土)

13：00～15：30

新着情報

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
1月6日(日)10:00受付開始
【対象】小・中学生
●主催：市川市文化振興財団

─1─

申・問：芳澤ガーデンギャラリー 047-374-7687

─2─

福田こうへいコンサートツアー2019

6歳〜

文 行 芳 HP

〜一所懸命〜

1月28日(月)

歌とダンスとお話で『動物の謝肉祭』を楽しもう！

2月10日(日)

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6,500円

●主催・問：ベルワールドミュージック 03-3222-7982（平日12：00〜18：00）
共催：市川市文化振興財団

6歳〜

民音タンゴ・シリーズ〈50〉

文 行 芳 HP

ドラマチック・タンゴ「偉大なる歴史（グラン・ヒストリア）｣
フェルナンド・マルサン・セステート
1月29日(火) 市川市文化会館 大ホール

開場18:00／開演18:30 全席指定 S席6,500円 A席6,000円
●主催：MIN-ON 問：MIN-ONインフォメーションセンター 03-3226-9999

残りわずか

対象：小学５年生～中学生
対象：高校生以上

参加費1,000円
参加費3,000円

6歳〜

芸術講座（美術）

｢モダン美人誕生―岡田三郎助と近代のよそおい｣展について
市川市文化会館 ローズルーム
入場無料

【定員】100名(要事前申込、定員になり次第締切)【講師】山塙菜未（ポーラ美術館学芸員）
●主催・申・問：市川市文化振興財団 047-379-5111

【出演】
〈ソプラノ〉内田智子 〈ダンス〉河内知子
〈チェロ〉田辺純一 〈フルート〉高橋なつ美
〈ピアノ〉田舎片麻未
【曲目】サン=サーンス／動物の謝肉祭

内田智子

河内知子

田辺純一

※本公演は市内の保育園に通う5歳児を対象に行う公演の一部を
有料で販売するため、一般販売席の鑑賞エリアを決めさせて
いただきますので、ご了承ください。
高橋なつ美 田舎片麻未
※①11：00公演は招待公演となります。
※②14：00公演のみ
●主催：市川市文化振興財団 1月10日(木)10:00発売 窓口
販売

夜明けの落語
2月11日(月・祝)

6歳〜

文 行 芳 HP

市川市文化会館 小ホール

●主催：NPO法人市川子ども文化ステーション 047-395-7670

芳澤ガーデンギャラリー

開場13:30／開演14:00／終演予定15:30

市川市文化会館 大ホール

※当日座席指定 17：00〜

【講 師】中山忠彦（洋画家、日本藝術院会員）
【内 容】着衣モデル４ポーズのデッサン
【持ち物】スケッチブック(８号程度)、お好みの画材(コンテ・色鉛筆・鉛筆・消しゴムなど)
【定 員】各回先着10名
残りわずか
※要事前電話申込。申込後、２週間以内に参加費の支払いが必要。
●主催：市川市文化振興財団 申・問：芳澤ガーデンギャラリー 047-374-7687

2月7日(木)

文 行 芳 HP

フレッシュ

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

中山忠彦 デッサン教室
両日とも①10:30～12:30
②13:30～15:30

新着情報

0歳〜

①11:00 ②14:00（開場は各回30分前）
全席自由500円 子ども膝上無料（座席が必要な場合は要チケット）

残りわずか

2月2日(土)・3日(日)

みんなで楽しむクラシックコンサート

受付中

中山のおひなまつり

2月15日(金)～3月3日(日)

発売中

新着情報

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。
◆スタンプラリー ２月16日(土) ２月23日(土)
◆紙芝居 ２月16日(土) 13:00 清華園
◆ひな祭りの室礼についてのお話 ２月24日(日) ①11:00 ②13:00 陽雲寺
その他イベント多数あり！！
●主催：中山まちづくり協議会

問：中山文化村 清華園 047-333-6147

市民文化サポーター企画事業

第11回 いちかわ街かど美術展

新着情報

誰でも出品できる、市民が集う展覧会です。

川井郁子 100年の音楽コンサート
2月9日(土)

行徳文化ホールⅠ&Ⅰ

開場14:30／開演15:00

文 行 芳 HP

300円引

2月17日(日)〜24日(日)

市川市文化会館 展示室

10:00～17:00（最終日15:00終了） 入場無料
●主催：市川市文化振興財団

全席指定3,500円

【編成】川井郁子(ヴァイオリン)・ピアノ・ストリングス
【曲目】チャールダーシュ、リベルタンゴ、宇宙戦艦ヤマト ほか
華麗なヴァイオリンと楽しいトークで珠玉の名曲をお贈りします。
●主催：市川市文化振興財団

6歳〜

発売中

三遊亭兼好芸歴20周年記念公演 まるっと兼好
2月23日(土)

6歳〜

文 行 芳 HP

市川市文化会館 小ホール

開場13:00／開演13:30

全席指定 前売3,500円 当日4,000円

【出演】三遊亭兼好 【ゲスト】柳家権太楼

発売中

●主催・問：キョードー東京 0570-550-799(平日11:00～18:00、土日祝10:00～18:00)

─3─

─4─

6歳〜

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.4
北ヨーロッパの音楽

文 行 芳 HP

100円引

フレッシュ

Trio Rosier

2月23日(土)

市川市文化会館 ローズルーム
開場13:30／開演14:00

発売中

神田松之丞 独演会
2月25日(月)

6歳〜

文 行 芳 HP

完売御礼

©橘蓮二

ママも楽しい０歳からコンサート
3月4日(月) 市川市文化会館

0歳〜

大ホールホワイエ

文 行 芳 HP

フレッシュ

●主催：市川市文化振興財団

今井舞香

宮崎紗織

1月9日(水)10:00発売 窓口

6歳〜

「ブルグ劇場」BURG THEATER (1936年 オーストリア 103分 字幕)

古き良き時代の美しい古都ウィーンを舞台に、情緒あふれる物語が繰り広げられる。

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】350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

てこなの森

受付中

木内邸音楽会 vol.88

3月9日(土)

木内ギャラリー

開場13:30／開演14:00

全席自由600円

新着情報

6歳〜 文 行 芳 木 HP
フレッシュ

【出演】〈ピアノ〉 山口香菜子 〈サックス〉 竹田歌穂
【曲目】ミヨー／スカラムーシュより １楽章
ショパン／舟歌 嬰ヘ長調 Op.60
ドビュッシー／ラプソディ ほか

6歳〜

発売中

文 行 芳 HP

SS席のみ560円引

4月26日(金) 市川市文化会館

大ホール

①14：00 ②18：00（開場は各回30分前）
全席指定 SS席7,560円 S席4,900円
A席4,000円 B席3,000円

新着情報
来生たかお
Stand Alone 2019 ～Acoustic Tracks～

6歳〜

文 行 芳 HP

300円引

行徳文化ホールＩ＆Ｉ
全席指定6,500円

発売初日2/8は特別電話047-393-7111もしくは
WEBのみの受付
2月8日(金)10:00発売 特電

●主催：ANY(J:COMグループ)
問：チケットポート 03-5561-9001(平日10:00～18:00)
共催：市川市文化振興財団

行徳文化ホールI＆Iで、レンタサイクル始めました！
歴史ある寺社などの名所めぐりや、江戸川サイクリングロードへのサイクリングに出か
けてみてはいかがでしょうか？
レンタサイクルをご利用の方には「文化の街かど回遊マップ（行徳・妙典地区編）
」
「行
徳ふれあい伝承館パンフレット」を差し上げます！
【料金】500円／日
【利用時間】9:00～17:00（乗り放題）
【設置台数】電動アシスト自転車6台
※身長145cm以下の方は利用不可。
13歳未満のお子様は保護者の同意およびヘルメットの
着用が必要。
※休館日はご利用できません。

詳しくはホームページをご覧ください。
●問：行徳文化ホールＩ＆Ｉ 047-701-3011
山口香菜子

●主催：市川市文化振興財団

●主催：市川市文化振興財団

「ちいき新聞」市川エリア800号突破記念

開場15:00／開演15:30

芸術映画鑑賞会

3月5日(火)

開場13:30／開演14:00 全席自由800円

梅沢富美男×研ナオコ『アッ！とおどろく夢芝居』

5月19日(日)

開場10:30／開演11:00／終演予定11：45
全席自由600円 子ども膝上無料（座席が必要な場合は要チケット）
【出演】〈歌・コントラバス〉 今井舞香 〈電子ピアノ〉 宮崎紗織
【曲目】ぼよよん行進曲、子犬のワルツ、にじのむこうに ほか

100円引

発売中
●主催：株式会社地域新聞社
問：ショッパーチケットサービス（地域新聞社グループ）0570-007-677(平日10:00〜17:00)
共催：市川市文化振興財団

全席指定3,300円

●主催・問：音楽工房キャップス 043-224-1710

中山文化村 清華園

【出演】決定次第HPにて発表!!

6歳〜 文 行 芳 清 HP

※小学生以上有料、未就学児入場不可。

市川市文化会館 小ホール

開場18：00／開演18：30

3月9日(土)

寄席清華亭

梅沢富美男劇団特別公演

全席自由800円

【出演】〈クラリネット〉 倉内理恵 〈チェロ〉 大森健一
倉内理恵
大森健一
山元香那子
〈ピアノ〉 山元香那子
【曲目】愛の挨拶、ペールギュントより「朝」、アメイジンググレイス ほか
●主催：市川市文化振興財団

小島貞二記念

竹田歌穂

1月12日(土)10:00発売 窓口

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

１月公演早見表

◦大ホール

■市川市文化会館

●2018年12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。

公演日

公演タイトル

入場方法

開演／終演(予定)

11（金)
13（日)
17（木)

米米CLUB「a K2C ENTERTAINMENT TOUR 2019～おかわり～」

完売御礼

18:00／未定

DISK GARAGE
（平日12:00～19:00）

招待者

11:00／12:30

市川市社会教育課

【全席指定】3,800円

18:30／20:30

18（金)

Sonar Pocket 10th Anniversary Tour flower

平成30年度 新成人の集い
初春 バレエ祝賀コンサート

◦小ホール

25（金)
27（日)
28（月)

T-BOLAN 30th Anniversary LIVE Tour「the Best」～励～

29（火)

ドラマチック・タンゴ「偉大なる歴史（グラン・ヒストリア）」
フェルナンド・マルサン・セステート

6（日)
6（日)
13（日)
14（月・祝)
17（木)
18（金)
20（日)
26（土)
27（日)

◦展示室

29（火)
公開日

13（日）
18（金）～20（日）

いちかわニューイヤーフェスティバル2019
福田こうへいコンサートツアー2019 〜一所懸命〜

親子まんが映画会

18:30／21:00
18:30／21:00

DISK GARAGE
（平日12:00～19:00）

無料

14:00／16:30

市川市文化振興財団

【全席指定】S席6,500円

14:00／16:15

ベルワールドミュージック
（平日12:00～18:00）

050-5533-0888
047-379-5111
03-3222-7982

【全席指定】
S席6,500円
A席6,000円

18:30／20:30

MIN-ON
インフォメーションセンター

03-3226-9999

ピティナ
市川ソレイユステーション

03-6383-4451
090-2221-1179
047-320-3343
047-370-3577
047-712-5024
047-333-5834
tomoko.kato@mac.com
080-3125-5210
090-2626-0669

ベイシティエンタープライス 梅沢
（平日10:30～17:00）

090-3497-6273

10:00／11:30

（株）エムアイ企画

無

料

15:30／20:00

スーパースターズ
ヘワマナゲ

平成30年度 新成人の集い

招待者

11:00／12:30

市川市社会教育課

第9回 市川市こども発達センター 発達障がい児 シンポジウム

無

13:30／16:30

市川市こども発達センター
相談室

10:15／11:45
15:00／16:10
11:30／21:00
9:30／16:30

（株）デベロップ
京葉読売会
加藤智子ピアノ教室
永田

ピティナ・ピアノステップ 市川冬季
映画上映会

料

無 料
【全席自由】1,000円
無 料
無 料
無

料

【全席自由】990円
展示タイトル

平成30年度 新成人の集い

第32回 市川・浦安地区高等学校合同書道展

◦ローズルーム ◦無料休憩所

公演タイトル

13（日)
19（土)

平成30年度 新成人の集い
市川寄席

開催中

市川市写真連盟 市川写友会 写真展

公開日

完売御礼
【全席指定】6,800円
（当日7,300円)

【全席自由】900円

尾木ママ特別講演会 子どもの心育てる大人の関わり方
読売サロンコンサートin市川 チャリティーコンサート
小さなコンサート
ライブジャムALOHA45

展示タイトル

050-5533-0888
047-320-3343
03-6264-4221

インプレサリオ東京
（全日10：00～18：00）
HOT STUFF PROMOTION
（平日12:00～18:00）

Super Stars

1/31（木）～2/4（月） 和洋女子大学 文化芸術専修 8期生 卒業制作展
公演日

お問い合わせ

入場方法
招待者
無

料

無

料

入場方法
招待者
【全席自由】1,800円
入場方法
無

料

10:10／未定
①10:30／12:10
②12:30／14:10
③14:30／16:10

開館時間
11:00／12:30

9:00／18:00
18日13:00から､
20日15:00まで
9:00／18:00
31日13:00から､
4日12:00まで

開演／終演(予定)
11:00／12:30
14:00／16:00
開館時間
10:00／19:00

市川市社会教育課

03-5720-9999

お問い合わせ

千葉県立行徳高等学校 萩原
千葉県立市川南高等学校 倉下
和洋女子大学人文学研究室
（文化芸術オフィス）

047-320-3343
047-395-1040
047-328-6001
047-371-1357

お問い合わせ
市川市社会教育課
047-320-3343
市川市文化振興財団
047-379-5111
お問い合わせ

090-7702-1910

市川写友会 佐久間

■アイ・リンクタウン展望施設
45F

公演日

13(日)

公演タイトル

入場方法
無 料

展示タイトル

入場方法

アイ・リンクスカイコンサート

開演／終演(予定)
14:00／14:45

お問い合わせ
市川市観光交流推進課
047-711-1142

■芳澤ガーデンギャラリー
公開日

12/16(日)～1/14(月・祝) 第6回 いちかわ未来の画家コンクール作品展
25(金)～29(火)

筑波大学附属聴覚特別支援学校 専攻科造形芸術科『卒展』

無
無

料
料

開館時間

9:30／16:30
入館16:00まで
14日は15:00まで

9:30／17:00

お問い合わせ
芳澤ガーデンギャラリー

047-374-7687

筑波大学附属
聴覚特別支援学校

047-371-4507

■中山文化村 清華園
公演日

公演タイトル

1/5(土)～2/3(日)

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～

※期間中の金・土・日・祝のみ開館
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入場方法
無

料

開演／終演(予定)

9:30／16:15
入館16:00まで
中山文化村 清華園
※12:00～13:00入館不可
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お問い合わせ

047-333-6147

■行徳文化ホールⅠ＆Ⅰ
公演日

6(日)

公演タイトル

新春記念講演会 市川市WHO健康都市和洋会

入場方法
無

開演／終演(予定)

料

【全席自由】
小学生以上1,000円
未就学児無料

お問い合わせ

13:30／15:30

市川市WHO健康都市和洋会

047-395-0219

①13:00／16:00
②17:30／20:00

CROWN KIDS
DANCE SCHOOL

047-394-4527

13(日)

CROWN DANCE SCHOOL 発表会 Vol.10

17(木)
20(日)

行徳地域安全フォーラム
第14回 ウェルCOME Live

無

料

18:30／20:30

市川市行徳支所 総務課

無

料

14:00／19:00

南行徳中BCC 竹澤

26(土)

イオン新体操・チアリーディングスクール市川妙典校 発表会

無

料

①10:00／12:10
②13:45／15:55

047-359-1114
090-8582-0119

イオン新体操・
チアリーディングスクール

047-306-7051

19:30／20:40

チケットよしもと予約問合せダイヤル
（※問合せは10:00～19:00）

0570-550-100

17:30／19:15

名取川

090-1799-5897

招待
(要事前申込)

13:30／16:00

千葉県 総合企画部
政策企画課 政策室

043-223-2203

入場方法

開館時間
（開演/終演）

26(土)
27(日)
29(火)

よしもとお笑いまつりin行徳 ～年初めから千葉県で大爆笑～
第18回 Wannadance Studio 発表会 My Dance
拉致問題啓発舞台劇
「めぐみへの誓い －奪還－」市川市公演

【全席指定】
3,500円(当日+500円)

無

料

■木内ギャラリー
公開日

12(土)
13(日)〜14(月・祝)
19(土)
20(日)

公演タイトル

てこなの森 木内邸音楽会 vol.87

【全席自由(50席)】
600円

木霊達の調べ

無

料

市川市に伝わる民話を聞く会

無

料

無

料

〈レトロな洋館で聴く〉第6回 くつろぎのレコード・ＣＤ音楽会

14:00／15:00
開場13:30
13日 11:00／17:00
14日 9:00／16:00
10:00／11:30
開場9:30
14:00／16:10
開場13:50

お問い合わせ
市川市文化振興財団

047-379-5111

井上

080-8043-9897

おとめ座 石本

090-4434-0188

てこな音盤倶楽部

047-325-3440

■水木洋子邸
公演日

25(金)
26(土)、27(日)

公演タイトル

入場方法

開館時間
（開演/終演）

お問い合わせ

ミニイベント「着物の寒干し」（雨天の場合は2月1日（金））

無

料

11:00／12:00

市川市文学ミュージアム

一般公開「水木邸公開15年に寄せて」

無

料

10:00／16:00

市川市文学ミュージアム

047-320-3334
047-320-3334

◦第２展示室

■全日警ホール
（八幡市民会館）
公開日

展示タイトル

入場方法

11(金)～13(日)

こども絵画作品展

無

料

24(木)～27(日)

美術工芸品展示チャリティーバザー

無

料

ギャラリー

◦中山メモリアル

9/20(木)〜1/14(月・祝) 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

休 館 日：12/28
（金）
〜1/4
（金）
、
8
（火）
、
22
（火）
開館時間：9:00~21:30

〒272-0826

行徳文化ホールⅠ&Ⅰ

市川市真間5-1-18

休 館 日：毎週月曜（祝日の場合は翌日）、12/28（金）〜1/4（金）
開館時間：9:00~17:00
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

お問い合わせ

9:30／17:00
入館16:30まで

木内ギャラリー

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

〒272-0121

〒272-0826

市川市末広1-1-48

TEL.047-701-3011

休 館 日：12/28（金）〜1/4（金）、15日
（火）
開館時間：9:00~21:30

〒272-0813

市川市中山4-14-1

TEL.047-333-6147

開 館 日：毎週金・土・日曜日 12/28（金）〜1/4（金）は休館
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）

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、12/28（金）〜1/2（水）、1/4（金）
開館時間：10:00~17:00（入館は30分前まで）
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市川市真間4-11-4

TEL.047-371-4916

休 館 日：毎週月曜（祝日の場合は翌日）、12/28（金）〜1/4（金）
開館時間：9:00~17:00

090-9235-7234
090-1250-6636
047-300-8020

市川市文化振興課

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

TEL.047-374-7687

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

一般200円 ほか

中山文化村 清華園

芳澤ガーデンギャラリー

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

開館時間

10:00／18:00
アトリエ・グーフォ
11日13:30から､13日15:00まで イワモト
10:00／18:00
輪の輪工芸美術会 野竹内
24日11:00から､27日18:00まで

郭沫若記念館

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

〒272-0826

市川市真間5-3-19

TEL.047-372-5400

開 館 日：毎週金・土・日曜日 12/28（金）〜1/4（金）は休館
開館時間：10:00~16:00（入館は30分前まで）

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)、12/29（土）〜1/3（木）
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：26日（土）
、27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）、12/28（金）〜1/4（金）
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：12/28（金）〜1/4（金）､15日(火)､28日(月)
開館時間：9:00~21:00
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注目情報

Attention Information
新着情報

平成31年度事業

春のうたごえ
オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」開催決定！！

Ｐ.マスカーニ作曲
「カヴァレリア・ルスティカーナ（全曲）」全１幕（イタリア語上映／字幕付）

2020年3月8日（日） 市川市文化会館

大ホール

○事前講座

2019年3月24日（日）市川市文化会館 ローズルーム
開場13:30／開演14:00 入場無料
【定員】100名（要事前申込、定員になり次第締切）
1月5日(土)10:00受付開始
【講師】藪西正道、西野薫

○合唱団員募集！

メイク・衣裳付の本格的なオペラにご参加ください。
歌唱だけでなく、演技指導もあり、オペラの楽しさを体験できます。
初心者大歓迎ですので、ご参加お待ちしております。

参加資格等の詳細は2月号にて発表！
●主催・問：市川市文化振興財団 047-379-5111

使用料改定に伴う平成31年4月以降のご利用手続きについて
平成31年4月1日から文化会館および行徳文化ホールⅠ＆Ⅰの会議
室・練習室等の使用料が改定になります。改定に伴う諸手続きに
ついては、市川市文化振興財団ホームページをご参照ください。
▪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。

※2018年12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

http://www.tekona.net

