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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。

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─

文 行 芳 HP

9月21日(土)､22日(日)､23日(月・祝)
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

©宝塚歌劇団

発売初日7/20は特別電話047-393-7111もしくはWEBのみの受付
7月20日(土)10:00発売 特電
●主催：市川市文化振興財団・阪急電鉄㈱

声優朗読劇 VORLESEN
フ ォ ア レ ー ゼ ン

〜ヴェルサイユ騒動記〜 脚本：中野順哉
11月2日(土) 市川市文化会館 大ホール
開場14:30／開演15:00
全席指定 一般4,500円 学生3,000円(大学生以下)

【出演】高塚智人、酒井広大、汐谷文康、チェンバロ／中野振一郎

高塚智人

6

新着情報

歳〜

文 行 芳 HP

一般のみ500円引

酒井広大

汐谷文康

発売初日7/5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

7月5日(金)10:00発売 特電

新着情報
海宝直人
CONCERT 2019『I hope.』in ICHIKAWA

11月3日(日)

4歳〜

文 行 芳 HP

S·A席のみ500円引

市川市文化会館 大ホール

開場16:00／開演17:00
全席指定 プレミアムシート8,000円 S席6,000円 A席5,000円
発売初日7/7は特別電話047-393-7111もしくは
WEBのみの受付
7月7日(日)10:00発売 特電
●主催：市川市文化振興財団

公益財団法人

Photo by：
ITARU HIRAMA

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

休館期間

問合せ先

2020年10月～2022年３月

市川市文化振興財団

総務担当

TEL 047-379-5111

ママも楽しい０歳からコンサート
7月2日(火)

0歳〜

市川市文化会館 大ホールホワイエ

●主催：市川市文化振興財団

14:00～14:45

文 行 芳 HP

三宅音菜

小池真衣

新着情報

フレッシュ

発売中

新着情報

市民文化サポーター企画事業 ワークショップ

楽しい切り絵に挑戦「切り絵を楽しもう！」
8月2日(金)

市川市文化会館 ローズルーム

【講師】川下文男（生涯学習インストラクター）
【定員】25名（要事前申込、定員になり次第締切） 7月1日(月)10:00より受付開始
●主催・申・問：市川市文化振興財団 047-379-5111

6歳〜

各席500円引

文 行 芳 HP

0歳〜

田辺純一

文 行 芳 HP

第12回 ひまわりコンサート
〜4つの手が奏でる魔法〜

8月3日(土)

行徳文化ホールＩ＆Ｉ

●主催：市川市文化振興財団

発売中

熊本マリ
〈ピアノ〉

歌舞伎公演「太刀盗人」(ワークショップ付き)
飯島哲蔵
©NJP

●主催・問：市川市観光プロモーション課 047-711-1142 制作：市川市文化振興財団

100円引

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」

8月10日(土)

稲生亜沙紀
田舎片麻未
【出演】〈ピアノ〉稲生亜沙紀、田舎片麻未
©Taira Tairadate
【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

石田純一
〈朗読〉

6歳〜

文 行 芳 HP

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
●主催：市川市文化振興財団

フレッシュ

7月20日(土) 市川市文化会館 ローズルーム

─1─

●主催：市川市文化振興財団

開場13:30／開演14:00
全席指定 1階席4,000円 2階席3,500円

入場無料

発売中

※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

｢作曲家のラブレター｣
吉成文乃

【出演】〈チェロ〉田辺純一 〈チェロ〉飯島哲蔵
【曲目】 オッフェンバック／チェロニ重奏曲Op.53
ピアソラ／オブリビオン、チャップリン／スマイル ほか

●主催：市川市文化振興財団

大会議室

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

極上のピアノ・エンターテイメント

アイ・リンク展望施設 (ザ タワーズ ウエスト 45階)

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)

7月21日(日) 行徳文化ホールI&I

フレッシュ

発売中

市民文化サポーター音楽Ⅱ期

～親子で落語を楽しもう～

熊本マリ＆石田純一

アイ・リンクスカイコンサート
7月14日(日)

文 行 芳 HP

13:30～15:00(受付13:00) 参加費500円

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】〈メゾソプラノ〉 吉成文乃
〈ヴァイオリン〉 三宅音菜 〈電子ピアノ〉 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

0歳〜

おやこ寄席（落語体験講座）

てこなの森

発売中

木内邸音楽会 vol.91

8月31日(土)

木内ギャラリー

開場13:30／開演14:00

全席自由600円

既公演よりイメージ写真

新着情報

6歳〜 文 行 芳 木 HP
フレッシュ

【出演】〈ヴァイオリン〉 蔭井清夏 〈ピアノ〉 大野瑞季
【曲目】ガーシュウィン／３つの前奏曲
シューマン／幻想小曲集Op.12より
ブラームス／ヴァイオリン・ソナタ第２番 ほか
●主催：市川市文化振興財団

7月13日(土)10:00発売 窓口

─2─

蔭井清夏

大野瑞季

フォレスタコンサート in 市川
9月5日(木)

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

6歳〜

9月7日(土)

文 行 芳 HP

200円引

開場13:30／開演14:00 全席自由1,800円
【出演】立川晴の輔、三遊亭わん丈、柳家花ごめ

9月14日(土)

立川晴の輔

発売中

寄席清華亭

三遊亭わん丈

柳家花ごめ

6歳〜 文 行 芳 清 HP

100円引

発売中

ママも楽しい０歳からコンサート
10月7日(月)

古今亭菊生

0歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

フレッシュ

市川市文化会館 大ホールホワイエ
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】〈マリンバ〉 山﨑友香子、〈ピアノ〉 砂坂由真
山﨑友香子 砂坂由真
【曲目】トルコ行進曲、ディズニーメドレー、チャルダッシュ 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

●主催：市川市文化振興財団

7月20日(土)10:00発売 窓口

10月24日(木)

開場14:30／開演15:00

7月2日(火)10:00発売 窓口

中村勘九郎 中村七之助
錦秋特別公演2019

6歳〜

文 行 芳 HP

ほか

7月1日(月)10:00発売 窓口
後援：市川市文化振興財団

新着情報

6歳〜

文 行 芳 木 HP

200円引

芳澤ガーデンギャラリー

開場13:30／開演14:00

全席自由2,000円

【出演】〈ピアノ〉細川千尋、〈ベース〉 澤田将弘、
〈ドラム〉 石川智

7月6日(土)10:00発売 窓口
●主催：市川市文化振興財団

細川千尋
©Ai Ueda

石川智
©藤本史昭

問：芳澤ガーデンギャラリー 047-374-7687

DRUM TAO 2019年新作舞台
ザ・ドラマーズ
11月4日(月・振)

澤田将弘

6歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

市川市文化会館 大ホール

開場16:00／開演16:30 全席指定6,800円
発売初日7/27は特別電話047-393-7111もしくはWEBのみの受付

文 行 芳 HP

10月10日(木)

7月27日(土)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

森山良子コンサートツアー2019〜2020
～Prime Songs～

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
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

新着情報

全席自由5,000円

●主催：市川ベルクールの会(青木) 047-321-3826

10月27日(日)

6歳〜

市川市文化会館 小ホール

芳澤ジャズライブ2019

全席自由800円

【出演】古今亭菊生
●主催：市川市文化振興財団

文 行 芳 HP

【出演】〈ソプラノ〉 髙橋慶 〈フルート〉 平塚七衣
髙橋慶
平塚七衣
正住真智子
〈ピアノ〉 正住真智子
【曲目】「魔笛」ハイライト、オッフェンバック／オランピアのアリア、ドビュッシー／ピエロ ほか

【曲目】百万本のバラ、今日でお別れ、愛の讃歌

中山文化村 清華園

開場13:30／開演14:00

新着情報

100円引 フレッシュ

第25回 しますえ・よしお コンサート

市川市文化会館 ローズルーム

小島貞二記念

6歳〜

市川市文化会館 ローズルーム

落語は近くで観るのが面白い！

●主催：市川市文化振興財団

午後のクラシック Beautiful Harmony
10月12日(土)

全席指定5,800円

●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
発売中

市川寄席

市民文化サポーター音楽Ⅰ期

中村勘九郎

発売中

6歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

2020年1月23日(木) 市川市文化会館 大ホール
開場15:30／開演16:00

全席指定6,800円

発売初日7/27は特別電話047-393-7111もしくはWEBのみの受付
7月27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)

●主催：ニッポン放送 後援：市川市文化振興財団
問：森山良子コンサート市川公演事務局 050-3533-3550(平日11：00〜17：00)

─3─

─4─

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。
《募集人数》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》

11月30日(土) 市川市文化会館 小ホール 13：00開演予定

●主催・申・問 市川市文化振興財団 新人演奏家コンクール担当 047－379－5111

受付中

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
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。
─5─
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催し物案内

７月公演早見表

◦大ホール

■市川市文化会館
公演日

4（木）

公演タイトル

●2019年6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。

入場方法

開演／終演(予定)

【全席指定】6,000円

18:30／未定

DISK GARAGE
（平日12:00～19:00）

050-5533-0888

◦展示室

◦小ホール

5（金）

ASIAN KUNG－FU GENERATION Tour 2019「ホームタウン」 (高校生以下対象学割あり)
無 料
長寿ふれあいフェスティバル in いちかわ

13:00／16:00

市川市地域支えあい課

047-712-8518

6（土）

布袋寅泰 HOTEI Live In JAPAN 2019 ～GUITARHYTHM VI TOUR～

17:30／19:30

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

0570-550-799

7（日）
13（土）
14（日）
20（土）
21（日）

令和元年度市川市芸術祭・文化祭 市響「交響楽の午後」
（第407回）

14:00／16:30

市川交響楽団協会 篠田

047-339-3554

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

0570-550-799

27（土）

キエフ・クラシック・バレエ～プリンセス・ストーリーズ～

28（日）

管絃樂團 “響” 第30回定期演奏会

30（火）

M.S.S Project ～Soul Meeting Tour 2019～

【全席指定】5,800円

中尾彬×池波志乃 トークショー 終活夫婦

無 料
(要応募 応募期限6/28 17:00まで)

31（水）
7（日）

浜崎あゆみ
ayumi hamasaki TROUBLE TOUR 2019-2020 A-misunderstood-

27（土）

◦ローズルーム

28（日）

料

【全席指定】9,600円

18:00／20:00
16:00／18:00

無

料

15:30／18:30

エツコBGDスタジオ

東京バレエ劇場附属中山バレエ研究所 発表会

無

料

17:00／20:00

東京バレエ劇場

047-430-8725
03-3361-0958

15:00／16:00

市川市文化振興財団

047-379-5111

14:00／16:00

管絃樂団 響 渋谷

090-9209-3558

18:30／未定

KMミュージック
（平日11:00～18:00）

045-201-9999

18:00／19:00

㈱デベロップ
（平日10:00～17:00）

03-5459-4755

14:00／16:00

東部マンドリーノ 酒井

047-337-9101

東部マンドリーノ 第15回マンドリン演奏会
展示タイトル

書・遊び心展

公演タイトル

大人気！アンディ先生のまじっくしょー！

◦無料休憩所

20（土）

市民文化サポーター音楽Ⅱ期 第12回ひまわりコンサート

開催中

市川市写真連盟 市川写友会 写真展

公開日

【全席指定】一般3,800円
4歳～高校生1,800円

無

無

展示タイトル

料

料

入場方法
無

リアル脱出ゲーム×ミュウツーの逆襲EVOLUTION
「ミュウツーの城からの脱出」

公演日

7（日）

無

第20回記念発表会

公開日

11（木）～14（日）

完売御礼

料

前売一般3,000円
前売学生2,600円
前売グループ17,400円
(1～6名）

入場方法
【全席自由】
大人 2,000円
3歳～高校生 1,500円

開館時間
10:00～17:00
14日は16:00まで
①11:00 ②13:45
③16:30
①11:00 ②14:00
③16:45

お問い合わせ
聖龍書会

047-326-1013

㈱バッドニュース

03-3477-2500

開演／終演(予定)

お問い合わせ

13:30／14:30

NPO法人
市川子ども文化ステーション

047-332-3024

【全席自由】800円

14:00／16:00

市川市文化振興財団

入場方法

開館時間

047-379-5111

無

料

10:00／19:00

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

14(日)

公演タイトル

アイ・リンクスカイコンサート

入場方法
無

料

開演／終演(予定)
14:00／14:45

お問い合わせ
市川市観光プロモーション課

047-711-1142

■芳澤ガーデンギャラリー
公開日

展示タイトル

12（金）～9/16（月・祝） 「開館15周年記念 あんびるやすこ作品展」

入場方法

開館時間(開演／終演)

一般500円
シルバー(65歳以上)400円
ローズメンバーズ400円
団体割引(25名以上)400円
中学生以下無料

9:30／16:30
最終入館 16:00まで

参加費無料
各回先着15名

①10:30～
②14:30～

お問い合わせ

「開館15周年記念 あんびるやすこ作品展」〈関連イベント〉＊詳細はP6をご確認下さい。

13（土）､20（土）､27（土） ◆写真撮影コーナー
21（日）
28（日）

◆ワークショップ
なんでも魔女商会シリーズの「シルクとナナのロゼット」
◆ワークショップ
魔法の庭シリーズの「ジャレットのレターフレグランス」
◆トーク＆サイン会
─7─

芳澤ガーデンギャラリー

①11:00／12:00
②14:00／15:00

事前申込

11:00／12:00
14:00／15:30
─8─

047-374-7687

◦ホール

■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)

13(土)

流れ星 単独ライブツアー2019「星幻想（スターファンタジー）
」

【全席指定】
一般4,000円
学生2,800円
親子席6,000円

16:00／未定

14(日)

曽谷フィルハーモニックオーケストラ 第10回定期演奏会

無

◦大会議室

曽谷フィル 川口

090-6757-0853

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

クラヴィーア・プラッツ
入川

047-395-0202

島村楽器主催 合同発表会

無

料

21(日)

音楽教室クラヴィーア・プラッツ発表会

無

料

13:00／16:00

21(日)

おやこ寄席（落語体験講座）～親子で落語を楽しもう～

0570-550-799

14:00／16:00

20(土)

公演タイトル

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

料

①10:45／13:00
②15:30／18:30

公演日

お問い合わせ

入場方法

開演／終演(予定)

【全席自由】
大人1,000円
こども(高校生以下)500円

11:00／12:00

入場方法

開演／終演(予定)

お問い合わせ

047-379-5111

市川市文化振興財団

■木内ギャラリー
公演日

公演タイトル

7(日)

第8回レトロな音源コンサート ～海をテーマにした音楽の世界～

28(日)

入江晴美×土屋駿也 チェロ・ピアノデュオ

大人2,500円
学生2,000円

14:00／16:10
開場13:50
14:00／16:00
開場13:30

入場方法

開館時間
（開演/終演）

無

料

お問い合わせ
てこな音盤倶楽部
日下部

047-325-3440

土屋

080-5009-6846

■水木洋子邸
公開日

展示タイトル

13(土)､14(日)､27(土)､28(日) 一般公開「京マチ子さん 杉葉子さんを偲んで」
27（土）

ミニイベント「マジックであそぼう」

お問い合わせ

無

料

10:00／16:00

市川市文学ミュージアム

047-320-3334

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

14(日)～15(月・祝) 市川原爆の絵展
18(木)～21(日)

無

絵画四季展

無

ギャラリー

◦中山メモリアル

6/8(土)～9/29(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

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

047-373-1897

料

9:30／17:00
入館16:30まで

〒272-0813

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─

047-300-8020

市川市文化振興課

木内ギャラリー

〒272-0826

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

090-5403-5002

10:00／17:00
絵画四季 石原
18日10:00から､21日15:00まで

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

市川市末広1-1-48

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

TEL.047-374-7687

お問い合わせ

10:00／18:00
市川原爆の絵展実行委員会
14日10:00から､15日17:00まで 円谷

〒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

開館時間

料

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

休 館 日：2日（火）、16日（火）
開館時間：9:00~21:30  

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

〒272-0826

無

TEL.047-701-3011

休 館 日：9日
（火）、
23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：13日（土）
、14日（日）
、27日（土）
、28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：8日(月)､ 22日(月)
開館時間：9:00~21:00
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注目情報

Attention Information

キエフ・クラシック・バレエ プリンセス・ストーリーズ
7月27日(土) 市川市文化会館

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
【演目（予定）】『白雪姫』『シンデレラ』『眠れる森の美女』より抜粋
※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。

●主催：市川市文化振興財団

発売中

さだまさし コンサートツアー2019 〜新自分風土記〜
10月11日(金)

市川市文化会館 大ホール

新着情報

6歳〜

文 HP

開場17:15／開演18:00
全席指定 一般8,640円 車椅子席8,640円
発売初日8/24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

8月24日(土)10:00発売 特電

室井滋・長谷川義史・日野陽仁『朗読の森』

新着情報

文 行 芳 HP

一般のみ500円引

－懐かしく、ちょっぴり切ない心の記憶―

12月8日(日)

3歳〜

行徳文化ホールＩ＆Ｉ

開場13:30／開演14:00
全席指定 一般2,500円 ３歳～中学生1,000円

【共演】〈フルート〉 岡淳 〈ピアノ〉 大友剛
〈影絵〉 浜崎ゆう子

室井滋

長谷川義史

〈ライトペインティング〉

日野陽仁

発売初日7/28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

7月28日(日)10:00発売 特電

▪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6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

