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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。

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。
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。
記
問合せ先

休館期間

2020年10月～2022年３月

市川市文化振興財団

総務担当

フォレスタコンサート in 市川
9月5日(木)

TEL 047-379-5111

新着情報

6歳〜

文 行 芳 HP

市川市文化会館 大ホール

開場13：15／開演14：00

全席指定5,800円

発売初日6/16は特別電話047-393-7111もしくは
WEBのみの受付
6月16日(日)10:00発売 特電
●主催・問：サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(全日10：00〜18：00)
共催：市川市文化振興財団

中村勘九郎 中村七之助
錦秋特別公演2019

6歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

10月10日(木) 市川市文化会館 大ホール

開場／開演 ①10:30／11:00 ②14:30／15:00
全席指定 S席9,000円 A席8,000円 B席6,500円
【演目／出演】芸談／中村勘九郎、中村七之助
艶紅曙接拙紅翫／門弟一同
三ツ面子守／中村鶴松
松廼羽衣／伯竜 中村勘九郎 天女

中村七之助

中村勘九郎

中村七之助

発売初日6/15は特別電話047-393-7111もしくはWEBのみの受付
6月15日(土)10:00発売 特電

●主催：フジテレビジョン／サンライズプロモーション東京 共催：市川市文化振興財団
後援：チバテレ／ bay fm 問：サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(10:00～18:00)

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。
市川ゆかりの作家展

筧智子作品展 〜動物園でおやつにしよう〜
5月23日(木)〜6月2日(日)
9:30～16:30

入場無料

木内ギャラリー

市川をもっと知ろう！

6月15日(土) ｢祖師堂のひみつ」
中山文化村 清華園

開場13:00／開講13:30

無料(先着30名・予約不要)

【講師】市川案内人の会

●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10：00〜16：00)

市川こどもアートクラブ2019

6月22日(土) ｢ストローでヒンメリを作ろう」
※ヒンメリ：北欧の伝統装飾

6月23日(日) ｢ストローで動く人形を作ろう」

※月曜日休館

〈関連イベント〉 参加費500円(材料費込) ※要事前申込、先着10名
ワークショップ「かわいい動物のうちわをつくろう」５月26日(日) 13:30～15:00【講師】筧智子
●主催：市川市文化振興財団 申・問：木内ギャラリー 047-371-4916

ボランティアガイド市川案内人の会

受付中

芳澤ガーデンギャラリー

両日とも①10：00～12：00 ②14：00～16：00
参加費500円（材料費込） ※要事前申込、定員各回10名

【対象】小学１年生～中学３年生

●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

6歳〜

市川市文化振興財団即興オーディション受賞者による

午後のクラシック ～編曲ミラクル～

文 行 芳 HP

100円引 フレッシュ

6月1日(土) 市川市文化会館 小ホール
開場13:30／開演14:00

7月2日(火)

全席自由800円

【出演】〈ピアノ〉 松永悠太郎 〈ソプラノ〉 根本真澄
松永悠太郎 根本真澄
〈フルート〉 中村淳 〈ヴァイオリン〉 大谷舞
〈ヴァイオリン〉 加藤綾子
【曲目】エデンの東、ひまわり、モンティ／チャルダーシュ
チャイコフスキー／くるみ割り人形より「葦笛の踊り」ほか
●主催：市川市文化振興財団

発売中

大谷舞

ガラ響宴＆悲劇の歌姫“トスカ”（ハイライト）
6月2日(日)

6歳〜

加藤綾子

文 行 芳 HP

全席自由5,000円

●主催・問：市川オペラ振興会 047-325-0089

木村珠美

午前の部11:00～11:45 午後の部13:00～13:45 入場無料

鈴木雄司

長尾基史

6歳〜 文 行 芳 清 HP

100円引

中山文化村 清華園
残りわずか
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てこなの森

三宅音菜

小池真衣

発売中

木内邸音楽会 vol.90

6歳〜 文 行 芳 木 HP
フレッシュ

木内ギャラリー
全席自由600円

【出演】〈尺八〉 長谷川将山 〈生田流筝曲〉 中島裕康
【曲目】春の海、リベルタンゴ、夏色のアダージョ ほか

発売中

長谷川将山

0歳〜

市民文化サポーター音楽Ⅱ期

文 行 芳 HP

第12回 ひまわりコンサート
7月20日(土)

中島裕康

100円引

フレッシュ

市川市文化会館 ローズルーム

開場13:30／開演14:00 全席自由800円
未就学児膝上無料(座席が必要な場合は要チケット)
【出演】〈ピアノ〉稲生亜沙紀、田舎片麻未
【曲目】フォーレ／組曲「ドリー」Op.56より
チャイコフスキー／「くるみ割り人形」より
シューベルト／幻想曲 D.940 ほか
●主催：市川市文化振興財団

開場13:30／開演14:00 全席自由800円 【出演】春風亭正太郎、春風亭一花
●主催：市川市文化振興財団

●主催：市川市文化振興財団

吉成文乃

〜4つの手が奏でる魔法〜

申・問：芳澤ガーデンギャラリー 047-374-7687

寄席清華亭

6月8日(土)

文 行 芳 HP

フレッシュ

新着情報

0歳〜 フレッシュ

郭沫若記念館

【定員】各回20名（要事前申込、定員になり次第締切）
【出演】〈三味線〉 鈴木雄司 〈小鼓〉 長尾基史
【曲目】太鼓の曲、島の千歳 ほか
受付中

小島貞二記念

【出演】〈メゾソプラノ〉 吉成文乃
〈ヴァイオリン〉 三宅音菜 〈ピアノ〉 小池真衣
【曲目】タイスの瞑想曲
鬼のパンツ（フニクリ・フニクラ） ほか

●主催：市川市文化振興財団

郭沫若記念館「邦楽コンサート」

●主催：市川市文化振興財団

市川市文化会館 大ホールホワイエ

開場13:30／開演14:00
発売中

0歳〜

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）

7月13日(土)

【プロデュース】木村珠美 【指揮】神尾昇 【演出】奥村啓吾 【管弦楽】市川オペラ管弦楽団 【協力】市川交響楽団協会

6月2日(日)

中村淳

市川市文化会館 大ホール

開場13:00／開演14:00

ママも楽しい０歳からコンサート

受付中

発売中

春風亭正太郎 春風亭一花
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稲生亜沙紀
田舎片麻未
©Taira Tairadate

0歳〜

おやこ寄席（落語体験講座）

文 行 芳 HP

8月6日(火)

～親子で落語を楽しもう～

7月21日(日) 行徳文化ホールI&I

大会議室

発売中

キエフ・クラシック・バレエ プリンセス・ストーリーズ

4歳〜

文 行 芳 HP

一般のみ300円引

大ホール

開場14:30／開演15:00 全席指定 一般3,800円 4歳～高校生1,800円
※３歳以下入場不可。 ※演奏は特別録音音源を使用いたします。
※開演後の入場は制限させていただく場合がございます。
※当日バレエのワークショップあり（要申込、下記参照）。 発売中

市川市文化会館 大ホールリハーサル室 10:30～12:00 受講料5,000円 定員20名
レ ベ ル：中級クラス

※レッスン後半ポワントあり
※各所属教室からポワントシューズを許可されていない方はバレエシューズ

参加資格：12～16歳程度で4年以上のバレエ経験者
（ただし、本公演のチケットを購入した方に限る）
講
師：タチアナ・ボロヴィーク（キエフ・クラシック・バレエ芸術監督）
現役ダンサー3名（うち一人は通訳兼）
申込方法：所定の申込用紙に必要事項を記入の上、市川市文化会館に持参・郵送・FAX
※応募多数の場合は、抽選となります。
※結果および詳細は6月下旬頃にお知らせいたします。
※申込用紙は財団公式HPよりダウンロードできます。
※ピアニストによる演奏ではなく、録音音源を使用いたします。

申込締切：6月16日(日) ※消印有効

FAX：047-370-0180

CHARAMETAL BAND CHARAMEL Ghoul City TOUR 2019

0歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

8月2日(金)､30日(金) 市川市文化会館 大ホール
両日とも開場18:00／開演19:00

8月10日(土)

文 行 芳 HP

こどもちゃれんじ会員のかたへ
全席指定
会員価格でご購入される場合は、
3,000円
「しまじろうコンサート」公式WEB
（会館特別価格） サイトよりお申し込みください。
※３歳以上有料、３歳未満膝上鑑賞無料（大人１名につき ©Benesse Corporation／しまじろう
１名まで、座席が必要な場合は要チケット）

発売中
●主催：ベネッセコーポレーション
問：しまじろうコンサートお客さま窓口 0120-988-883(９:00～21:00)
後援：市川市文化振興財団

市川寄席

落語は近くで観るのが面白い！

開場13:30／開演14:00
●主催：市川市文化振興財団

●主催：市川市文化振興財団

文 行 芳 HP

200円引

ほか

立川晴の輔

5月26日(日)10:00発売 窓口

寄席清華亭

開場13:30／開演14:00 全席指定 1階席4,000円 2階席3,500円
●主催：市川市文化振興財団 発売中

新着情報

6歳〜

全席自由1,800円

【出演】立川晴の輔、三遊亭わん丈

開場13:30／開演14:00
石田純一

文 行 芳 HP

市川市文化会館 大ホール

9月14日(土) 中山文化村 清華園
熊本マリ

0歳〜

※③公演は「スペシャルアンコール」があります。
※公演時間約75分（休憩含む）

小島貞二記念
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既公演よりイメージ写真

両日とも①10：30 ②13：30 ③16：10（開場は各回30分前）

各席500円引

行徳文化ホールＩ＆Ｉ

文 行 芳 HP

発売中

8月24日(土)・25日(日)

｢作曲家のラブレター｣

8月3日(土)

6歳〜

一般のみ1,000円引

行徳文化ホールＩ＆Ｉ

開場13：30／開演14：00
全席指定 一般3,000円 高校生以下1,000円

市川市文化会館 ローズルーム

発売初日6/1は特別電話047-393-7111もしくはWEBのみの受付
6月1日(土)10:00発売 特電
●主催・問：ソーゴー東京 03-3405-9999

6歳〜

第１部 歌舞伎の楽しみ方「立ち廻り〈参加型〉
」
第２部 歌舞伎 松羽目物「太刀盗人」

9月7日(土)

全席指定7,400円

【出演】CHARAMETAL BAND CHARAMEL／ふなっしー(Vo.)、
にゃんごすたー(Dr.)、アックマ(Gt.)、カパル(Ba.)
※４歳以上有料。３歳未満膝上鑑賞無料（座席が必要な場合は要チケット）

熊本マリ＆石田純一

歌舞伎公演「太刀盗人」(ワークショップ付き)

しまじろうコンサート
とびだせ！ワクワクぼうけんランド

キエフ・クラシック・バレエ ワークショップ

NASSYI FES. Presents

全席指定 S席11,500円 A席9,500円 B席8,000円

●主催：フジテレビジョン／キョードーファクトリー
発売中
後援：市川市文化振興財団
:
:
:
問：キョードー東京 0570-550-799(全日11 00～18 00／土日祝10 00～18:00)

●主催：市川市文化振興財団

【演目（予定）】『白雪姫』『シンデレラ』『眠れる森の美女』より抜粋

●主催・申・問：市川市文化振興財団
〒272-0025 市川市大和田1-1-5 TEL：047-379-5111

文 行 芳 HP

※3歳未満入場不可、チケットは1人1枚必要（膝上鑑賞不可）。
S席・A席のみ取扱い。B席の取扱いはございません。

※未就学児膝上無料（座席が必要な場合は要チケット）
１．寄席（よせ）入門 【講師】古今亭今いち
扇子や手拭いの使い方等、舞台やしぐさの解説
古今亭今いち
遠峰あこ
２．体験コーナー
３．色物 【出演】遠峰あこ(アコーディオン弾き) ４．落語 【出演】古今亭今いち

7月27日(土) 市川市文化会館

3歳〜

市川市文化会館 大ホール

開場18:30／開演19:00

開場10:30／開演11:00／終演予定12:00
全席自由 大人1,000円 こども(高校生以下)500円

●主催：市川市文化振興財団

ブラスト！：ミュージック・オブ・ディズニー

新着情報

6歳〜 文 行 芳 清 HP

100円引

全席自由800円 【出演】決定次第HPにて発表!!
6月8日(土)10:00発売 窓口
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第32回 市川市文化振興財団 新人演奏家コンクール 《参加者募集》
《応募期間》6月17日(月) ～7月8日(月)必着
《審査日程》
管・打楽器部門【自由曲】８月28日（水）
声 楽部門【自由曲】８月29日（木）
ピアノ部門【課題曲】９月２日（月）
弦楽器部門【自由曲】９月３日（火）
邦楽器部門【自由曲】９月９日（月）
※邦楽器…三味線音楽、箏曲、地歌(三弦・胡弓を含む)、邦楽囃子(大太鼓等を含む)、尺八、篠笛。
《参加資格》
大学（大学院含む）
・短期大学・専門学校の音楽課程在学者、卒業者、あるいはこれら
と同等と認められる方。
（高校生は除く）
◦管・打楽器部門、ピアノ部門、弦楽器部門：18歳～28歳
◦声楽部門：18歳～33歳 ◦邦楽器部門：18歳～35歳
※年齢はいずれも2019年４月２日現在。
※原則として受賞記念演奏会に出演いただけることが応募条件になります。
《応募人数》各部門30名程度 ※応募者多数の場合は書類選考となります。
《参 加 費》10,000円 ※参加費は納入後、いかなる理由があっても返金できません。
《申込方法》
参加申込書に必要事項をご記入の上、お申し込みください。
※参加申込書は、財団公式ＨＰよりダウンロード出来ます。
《審 査 員》
◦管・打楽器部門 平野公崇、福川伸陽、吉岡アカリ
◦声 楽部門 直野資、西野薫、森山京子
◦ピアノ部門 江口玲、田部京子、森島英子
◦弦楽器部門 大谷康子、苅田雅治、百武由紀
◦邦楽器部門 長唄三味線／小島直文、篠笛・尺八／竹井誠、山田流箏曲／萩岡松韻、
邦楽囃子／三浦正義
◦全部門
小坂裕子（市川市文化振興財団 常務理事・アートディレクター）
（敬称略、各部門五十音順）

《受賞記念演奏会》
●主催・申・問

11月30日(土) 市川市文化会館 小ホール 13：00開演予定

市川市文化振興財団 新人演奏家コンクール担当 047－379－5111

春のうたごえ オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」合唱団員募集
日時：2020年3月8日(日) 15：00開演（予定）
会場：市川市文化会館 大ホール

指揮：柴田真郁 合唱指導：藪西正道、西野薫
ソリスト：市川市文化振興財団新人演奏家コンクール受賞者
合唱団：カヴァレリア・ルスティカーナ市民合唱団 管弦楽：市川交響楽団
曲
目：G.ロッシーニ／『スターバト・マーテル』No.1、No.10
P.マスカーニ／オペラ『カヴァレリア・ルスティカーナ
（全曲）
』全１幕
〈イタリア語上演／字幕付〉
募集人数（先着）
：ソプラノ40名、アルト40名、テノール20名、バス20名
参加資格：オ ペラに関心があり、練習に熱心に通える方。舞台上で演技ができ、心身
ともに健康な方。年齢・経験不問。結団式・指揮者練習・オケ合わせ・ゲ
ネプロ・本番に必ず参加できる方。練習日程の３分の２以上に出席できる方。
参 加 費：一般23,000円、高校生以下18,000円
（指定楽譜代込）
指定楽譜：「スターバト・マーテル」リコルディ版（RICOLDI版）
「カヴァレリア・ルスティカーナ」ソンゾーニョ版
（CASA MUSICALE SONZONGO版）
※参加費はいかなる場合でも返金いたしかねます。ご了承ください。
練習会場：市川市文化会館または行徳文化ホールI&I
申込締切：結団式〈７月10日（水）
〉まで
※申込方法、練習日程等の詳細は財団ホームページでご確認ください。
●主催・申・問：市川市文化振興財団 047-379-5111

受付中

市川市芳澤ガーデンギャラリー
開館15周年記念
あんびるやすこ作品展

新着情報

7月12日(金)～9月16日(月・祝)

芳澤ガーデンギャラリー

9:30～16:30(入館16:00まで)
※休館日／月曜日（ただし月曜が祝日の場合は開館し、翌日休館）

一般500円、ローズメンバーズ400円・
©2019 Yasuko Ambiru
シルバー(65歳以上)・団体(25名以上)400円
中学生以下・障がい者手帳をお持ちの方と付添いの方(１名)無料

〈関連イベント〉 参加費無料／入館料のみ必要
●あんびるやすこ先生

トーク＆サイン会

【日時】①７月28日(日) ②８月18日(日) ③９月１日(日) 各日14:00～15:30
【定員】各回50名
【申込方法】『往復はがき』に郵便番号、住所、氏名、電話番号と参加希望日をご記入の
上、下記の宛先までお送りください。返信の宛先も忘れずにご記入ください。
〒272-0826 千葉県市川市真間５-１-18 市川市芳澤ガーデンギャラリー
「あんびるやすこ展」係
＊申込締切：①７月５日(金)、②７月26日(金)、８月９日(金) 当日消印有効
＊申込多数の場合は抽選とさせていただきます。
＊お１人様１回１枚の往復はがきでお申し込みください。
＊当日、当選はがきをお持ちの方で、会場にてあんびるやすこ先生の書籍をご購入の方に
サインを致します。(当日ご購入の書籍に限ります。色紙などはご遠慮ください。)
＊サインは当選はがき１枚につき１冊とさせていただきます。

●ワークショップ
【定員】各回先着10名
【申込方法】申込受付開始日の10:00から電話受付
開催日時
７月21日(日)
なんでも魔女商会シリーズの
①11:00～12:00 ②14:00～15:00
「シルクとナナのロゼット」
８月18日(日)11:00～12:00
７月28日(日)11:00～12:00
魔法の庭シリーズの
８月４日(日)
「ジャレットのレターフレグランス」
①11:00～12:00 ②14:00～15:00
８月25日(日)
ムーンヒルズ魔法宝石店の
①11:00～12:00 ②14:00～15:00
「プラバンチャーム付きブレスレット」
９月１日(日)11:00～12:00

申込受付開始日
７月12日(金)
７月26日(金)
７月12日(金)
７月26日(金)
７月26日(金)
８月23日(金)

●読み聞かせ会
あんびるやすこ作「こじまのもり」シリーズより２作品
朗読：杉森多恵子（ナレーター）
【日時】９月８日(日) ①11:00～11:30 ②14:00～14:30
【定員】各回先着15名
【申込方法】８月23日(金)10:00から電話受付

●写真撮影コーナー
「なんでも魔女商会」の主人公シルク風のコスチューム（お子様用）を着て、召使い
ねこ・コットンのぬいぐるみを一緒に撮影できます。
【日時】毎土曜日 ①10:30～ ②14:30～
【定員】各回先着15名（当日９:30から整理券を配布します。）
【対象】小学２～４年生程度
●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

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

６月公演早見表

◦大ホール

■市川市文化会館

●2019年5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)

2（日）

令和元年度 市川市芸術祭・文化祭 ガラ響宴＆悲劇の歌姫“トスカ”（ハイライト）

【全席自由】5,000円

14:00／17:30

市川オペラ振興会

6（木）

山下達郎 PERFORMANCE 2019

完売御礼

18:30／21:15

SOGO TOKYO
（日・祝日を除く12:00～13:00／16:00～19:00） 03-3405-9999

完売御礼

①13:00／14:00
②15:30／16:30

東京音協
（平日11:00～17:00）

03-5774-3030

17:00／19:00

市川市文化振興財団

047-379-5111

12:15／16:10

千葉県立鎌ケ谷高等学校 中尾 047-444-2171

15（土）

「おかあさんといっしょ」ガラピコぷ～がやってきた!!

◦小ホール

22（土）
23（日）

髙橋真梨子 Iwatani presents Mariko Takahashi Concert vol.43 2019 MariCovers
西部・東葛飾地区吹奏楽連盟 合同演奏会

完売御礼

28（金）

Yuki Kajiura LIVE TOUR vol.#15 ～The Junctions of Fiction 2019～

【全席指定】7,560円

29（土）
30（日）
1（土）
2（日）

超特急 BULLET TRAIN SPRING/SUMMER TOUR 2019
EUPHORIA ～Breakthrough,The Six Brave Stars～

14（金）

無

料

【全席指定】7,800円

19:00／未定
17:00／19:00
15:00／17:00

お問い合わせ

047-325-0089

インフォメーションダイヤル
（平日13:00～18:00）

03-5793-8878

キョードー東京
（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）

0570-550-799

◦展示室

14:00／16:00

市川市文化振興財団

無

料

14:00／16:15

渡邉

047-379-5111
080-4346-6419

キングレコード全国吟詠コンクール 千葉・茨城大会（予選）

無

料

9:20／18:00

キングレコード吟詠剣詩舞会
千葉・茨城支部 新留

04-7125-1008

15（土）

設立15周年記念 市川福祉ボランティア・フェスティバル

無

料

12:30／17:00

ナルク市川拠点

047-326-5548

16（日）

全日本ピアノ指導者協会 ピティナ・ピアノステップ

無

料

10:00／20:30

（一社）全日本ピアノ指導者協会
（ピティナ） 加藤

047-334-5737

22（土）
23（日）

第28回 ちいさな発表会

無

料

10:30／16:30

ピアノ教室 ぽこあぽこ

16:00／19:30

小川

047-328-8642
090-4098-6031

29（土）

ピティナ・ピアノコンペティション 市川地区予選

無

料

10:30／20:00

島村楽器ピアノショールーム
市川コルトンプラザ店

047-320-4590

30（日）

第35回 発表会

無

料

12:15／16:30

小柏

070-5077-6946

午後のクラシック～編曲ミラクル～
ブラスムジークシュベルマー 第26回定期演奏会

第36回選抜新人舞踊公演 第32回選抜ジュニア舞踊公演

公開日

展示タイトル

5/31（金）～6/2（日） クラーク陶芸教室 第14回 生徒展

【全席自由】800円

【全席自由】3,000円

入場方法
無

料
料

◦無料休憩所

13（木）～15（土）

第29回 市川・浦安地区合同高等学校美術工芸展

無

18（火）～23（日）

第31回 市川市写真展

無

料

29（土）

ララちゃんランドセル展示会

無

料

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

入場方法
無

料

開館時間

お問い合わせ

10:00～18:00
クラーク陶芸教室
6/2は15:30まで
9:00～17:00
千葉県立行徳高等学校
13日13:00から15日16:00まで
10:00～17:00
市川市 写真連盟（重光）
23日は14:00まで

10:00～16:00
10:00／19:00

047-395-1040
090-2313-5846
0120-77-1001

（株）羅羅屋

開館時間

047-329-5373

お問い合わせ

090-7702-1910

市川写友会 佐久間

■芳澤ガーデンギャラリー
開催日

22（土）～23（日）

公演タイトル

市川こどもアートクラブ2019
22日(土)ストローでヒンメリをつくろう
23日(日)ストローで動く人形をつくろう

入場方法

開催時間

参加費500円
各回10名 要事前申込

①10:00〜12:00
②14:00〜16:00

入場方法

開館時間(開演／終演)

お問い合わせ
芳澤ガーデンギャラリー

047-374-7687

■木内ギャラリー
公開日

展示タイトル

5/23(木)～6/2(日)

市川ゆかりの作家展「筧智子作品展～動物園でおやつにしよう～」

無

料

9:30／16:30

市川市木内ギャラリー

無

料

松丸

080-3098-9255

Graceful Cello by 植草ひろみ vol.5 in 木内ギャラリー

2,500円

10:00／17:00
9日16:00まで
14:30／16:00
開場14:00

047-371-4916

昼も夜も 展

ユーワンプロジェクト

047-426-3147

入場方法

開演／終演(予定)

無 料
※各回先着20名
事前申込

①11:00／11:45
②13:00／13:45

7(金)～9(日)
23(日)

お問い合わせ

■郭沫若記念館
公演日

2(日)

公演タイトル

邦楽コンサート
─7─

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

公演タイトル

入場方法

開演／終演(予定)

1(土)

ちいさな発表会

無

料

10:30／16:30

9(日)

行徳こども音楽教室 Music&Me 発表会

関係者

9:30／16:00

【全席指定】5,000円

15(土)

奥華子コンサートツアー2019 ～弾き語り～

22(土)

村上正治記念ちばマスターズオーケストラ
響き合う心と音楽 第28回ふれあいコンサート

無

料

お問い合わせ

047-328-8642

菅井
行徳こども音楽教室
Music&Me

musicagyoutoku@
gmail.com

15:00／17:00

ホットスタッフ・プロモーション
(平日12:00～18:00)

03-5720-9999

14:00／16:00

村上正治記念ちばマスターズ
オーケストラ 小林

090-5323-4875
047-395-9467
kimura@
chornoah.com

29(土)

第5回 ハワイアンミュージックとフラの祭典

無

料

13:00／15:45

プメハナアオキレイブフラ
鈴川

30(日)

合唱団ノア 第8回定期演奏会

無

料

14:00／16:10

合唱団ノア 木村

■中山文化村 清華園
公演日

8日（土）
15日（土）

公演タイトル

小島貞二記念 寄席清華亭
市川をもっと知ろう！「祖師堂のひみつ」

入場方法

開演／終演(予定)

【全席自由】800円

14:00／15:30

中山文化村 清華園

お問い合わせ

無 料
(先着30名・予約不要)

047-333-6147

13:30／15:30

中山文化村 清華園

047-333-6147

入場方法

開館時間
（開演/終演）

■水木洋子邸
公開日

8(土)､9(日)､22(土)､23(日)
22(土)

展示タイトル

お問い合わせ

一般公開

無

料

10:00／16:00

市川市文学ミュージアム

047-320-3334

ミニイベント 電蓄で聴くサウンドトラック「女優 田中絹代」

無

料

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

展示タイトル

入場方法

11(火)～15(土)

フォト・レッド・ローズ写真展

無

16(日)～17(月)

書と短歌の作品展

無

19(水)～23(日)
29(土)～7/2(火)

市川アートクラブ絵画作品展
和紙ちぎり絵作品展

市川市文化会館

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

〒272-0025

市川市大和田1-1-5

TEL.047-379-5111

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

047-395-9349

料

10:00／17:00
市川アートクラブ 浅野
19日10:00から､23日17:00まで

047-711-5908

料

10:00／17:00
和紙ちぎり絵サークル 村越
29日12:30から､7/2日15:00まで

090-4123-5175

木内ギャラリー

〒272-0826

〒272-0813

市川市中山4-14-1

TEL.047-333-6147

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

9:00／17:00
家庭倫理の会市川市 関
16日11:00から､17日15:00まで

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

市川市末広1-1-48

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

TEL.047-374-7687

090-8476-7533

料

〒272-0121

中山文化村 清華園

芳澤ガーデンギャラリー

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

お問い合わせ

10:00／17:00
フォト・レッド・ローズ 浦山
11日13:00から､15日16:00まで

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

休 館 日：4日（火）、18日（火）
開館時間：9:00~21:30  

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

〒272-0826

無

TEL.047-701-3011

休 館 日：11日（火）、
25日
（火）
開館時間：9:00~21:30

無

開館時間

料

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）
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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：8日（土）
、9日（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)､24日(月)
開館時間：9:00~21:00
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注目情報

Attention Information

宝塚歌劇宙組全国ツアー公演

ミュージカル・ロマン『追憶のバルセロナ』
ショー・アトラクト『NICE GUY!!』
─その男、Ｓによる法則─
9月21日(土)､22日(日)､23日(月・祝)

新着情報
文 行 芳 HP

市川市文化会館 大ホール

〈21日〉①14:00 ②18:00 〈22日、23日〉①12:00 ②16:00
※開場は各回30分前

全席指定 S席7,300円 A席5,000円 ※3歳以上有料

【出演】真風涼帆、星風まどか

真風涼帆
©宝塚歌劇団
※写真は公演のもの
とは異なります。

発売初日7/20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・阪急電鉄㈱

7月20日(土)10:00発売 特電

杉山清貴
acoustic solo tour 2019
9月28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6,000円
発売初日6/14は特別電話047-393-7111
もしくはWEBのみの受付
6月14日(金)10:00発売 特電
●主催：ＡＮＹ（J:COMグループ）

後援：市川市文化振興財団

▪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。

※2019年5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

