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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。
6歳〜

市川市文化振興財団

第32回 新人演奏家コンクール

受賞記念演奏会

文 行 芳 HP

フレッシュ

８月下旬〜９月上旬に行われた新人演奏家コンクールの受賞者たちによる記念演奏会。
本紙「
」マーク公演に出演する、新たな顔ぶれの若き演奏家たちが演奏し
ます。ぜひご来場ください。

11月30日(土)

市川市文化会館 小ホール

開場12:30／開演13:00（17：00終演予定） 全席自由500円

【出演】(予定)
■管・打楽器部門
■声楽部門
最優秀賞：鈴木 涼／テューバ
最優秀賞：加藤早紀／ソプラノ
優秀賞：飯嶋幸子／ソプラノ
優秀賞：鶴澤 綾／ユーフォニアム
石谷莉奈／メゾソプラノ
中村紫苑／オーボエ
堀越俊成／テノール
花岡奈生／サクソフォン
渡辺正親／テノール
宗形南海／マリンバ
■弦楽器部門
■ピアノ部門
最優秀賞：上野萌華／ヴァイオリン
最優秀賞：遠藤 環
優秀賞：栗林衣李／ヴィオラ
優秀賞：香月すみれ
村松幸実／チェロ
田辺萌香
若林めぐみ／ヴィオラ
■邦楽器部門
最優秀賞：該当者なし
優秀賞：岡戸三夏／山田流箏曲
尾上葉月／生田流箏曲
恩田和実／太鼓
鈴木涼
加藤早紀
遠藤環
上野萌華
●主催・問：市川市文化振興財団 発売中
047-379-5111
（各部門 五十音順）

6歳〜

行徳名人会

文 行 芳 HP

1階席のみ500円引

〜いろどり特選会〜
2020年3月27日(金) 行徳文化ホールI&I
開場18:00／開演18:30
全席指定 １階席4,000円 ２階席3,000円
【出演】柳家喬太郎、玉川奈々福（浪曲）
春風亭一之輔、柳亭小痴楽

柳家喬太郎

春風亭一之輔

Ⓒキッチンミノル

発売初日11/10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

11月10日(日)10:00発売 特電

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。

DRUM TAO 2019年新作舞台 ザ・ドラマーズ
11月4日(月・振)

6歳〜

文 行 芳 HP

市川市文化会館 大ホール

開場16:00／開演16:30

【講 師】中山忠彦（洋画家、日本藝術院会員）
【対 象】小学５年生以上
【参加費】小学５年生～高校生1,000円 一般3,500円
【定 員】各 回先着10名（要事前電話申込。申込後、２週間以内に参加費をお支払い
ください。）
【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・消しゴムなど）
【内 容】着衣モデル４ポーズのデッサン
●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

14:00～14:45

新着情報

受付中

フレッシュ

【出演】〈テューバ〉鈴木涼 〈ユーフォニアム〉鶴澤綾
【曲目】 アルルの女よりメヌエット、ジブリメドレー ほか

鈴木涼

鶴澤綾

●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

第45回 現代バレエ合同公演 令和元年度 千葉・県民芸術祭
～文化でつなぐ千葉のちから～

4歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

開場16:30／開演17:00 全席自由3,000円 ※４歳以上有料、３歳以下入場不可。
●主催・問：千葉県芸術舞踊協会 0475-55-0522 後援：市川市文化振興財団

発売中

市川をもっと知ろう！

11月16日(土)｢南行徳の魅力を探ろう｣
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９：30〜16：30)
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和洋女子大学「ＷＡＹＯ アートコラボ展」

岩本果子

発売中

新着情報

木内ギャラリー

10:00～16:30(24日は14:00まで) 入場無料
●主催：市川市文化振興財団

問：和洋女子大学 047-371-1931

0歳〜

文 行 芳 HP

フレッシュ

行徳文化ホールI&I

開場10:30／開演11:00／終演予定11:45 全席指定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】〈オーボエ〉 大苗百合 〈ソプラノ〉 藤井冴 〈ピアノ〉 浅野桜子 大苗百合
藤井冴
浅野桜子
【曲目】パプリカ、ディズニーメドレー〜星に願いを、ビビディバビディブー他〜 ほか
●主催：市川市文化振興財団

市川市文化振興財団

11月24日(日)

発売中

第３回 即興オーディション

6歳〜

市川市文化会館 大会議室

楽
器：自由（ソロに限る、ピアノは内部奏法不可）※詳細はお問い合わせください。
課
題：当日会場にて指定
参加資格：18歳以上28歳まで
募集人数：10名程度 ※応募多数の場合選考
参 加 費：5,000円
審 査 員：平野公崇（サックス奏者）
、小坂裕子（市川市文化振興財団アートディレクター）
受賞特典：
「いちかわニューイヤーフェスティバル2020」への出演。
「市川市文化振興財団フ
レッシュアーティストバンク」登録および市内各所で行われる財団企画コンサー
トへの出演機会の提供。
募集期間：10月１日(火) ～11月10日(日) 当日消印有効
※申込方法の詳細は財団ホームページでご確認ください。

観覧者募集

観覧無料 【定員】60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

市川市文化会館 大ホール

ボランティアガイド市川案内人の会

加藤和美

出場者募集

アイ・リンク展望施設 (ザ タワーズ ウエスト 45階)

入場無料

11月16日(土)

平中麻貴

●主催：市川市文化振興財団 問：芳澤ガーデンギャラリー 047-374-7687

11月21日(木)

両日とも①10:30～12:30 ②13:30～15:30

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〉 平中麻貴 〈ヴァイオリン〉 加藤和美 〈ピアノ〉 岩本果子
【曲目】パプリカ、ピカピカブ〜！、童謡メドレー ほか

ママも楽しい０歳からコンサート

芳澤ガーデンギャラリー

文 行 芳 木 HP

開場10:30／開演11:00／終演予定11:45 全席自由500円

市川市家族の週間

中山忠彦 デッサン教室

11月10日(日)

0歳〜

芳澤ガーデンギャラリー

11月19日(火)〜24日(日)

発売中
●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

アイ・リンクスカイコンサート

11月17日(日)

地域連携事業

全席指定6,800円

11月9日(土)・10日(日)

０歳からの芳澤こどもコンサート

受付中

やんべぇGYOTOKU 盛り上げよう行徳、育もう郷土愛

和音の祭典
12月1日(日)

行徳文化ホールI＆I

開場12:30／開演13:00 入場無料
【出演】歌手／坂本りえ、ものまねタレントTOMO
邦楽合奏団／織座、末広太鼓、手児奈太鼓
※やんべぇとは行徳地域に伝わる方言で「やりましょう」の意味。
●主催：市川市

問：市川市行徳支所総務課 047-359-1114
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新着情報

室井滋・長谷川義史・日野陽仁『朗読の森』

3歳〜

－懐かしく、ちょっぴり切ない心の記憶―

12月8日(日)

文 行 芳 HP

一般のみ500円引

【共演】〈サックス／フルート〉 岡淳 〈ピアノ〉 大友剛
〈影絵〉 浜崎ゆう子
●主催：市川市文化振興財団 発売中

室井滋

長谷川義史

〈ライトペインティング〉

日野陽仁

木内ギャラリー
11月7日(木)10:00受付開始

申込・問：木内ギャラリー 047-371-4916

6歳〜

市民文化サポーター音楽Ⅲ期

午後のクラシック

100円引 フレッシュ

木管で楽しむ冬の名曲
～フルート・オーボエ・ピアノ～

木内ギャラリー

フレッシュ

全席自由600円

【出演】〈ヴィオラ〉 若林めぐみ 〈ピアノ〉 遠藤環
【曲目】ブラームス／F.A.Eソナタよりスケルツォ
シューマン／アダージョとアレグロ
バッハ／無伴奏チェロ組曲第１番
ラヴェル／ラ・ヴァルス ほか

若林めぐみ

10月26日(土)10:00発売 窓口

全席自由800円

遠藤環

●主催：市川市文化振興財団

新着情報

いちかわニューイヤーフェスティバル2020
福島さゆり

髙橋早紀

石坂奏

【出演】フルート／福島さゆり オーボエ／髙橋早紀 ピアノ／石坂奏
【曲目】チャイコフスキー／四季より「トロイカ」
「クリスマス」
シューマン／３つのロマンスより
ダマーズ／フルート・オーボエ・ピアノのための三重奏曲 ほか
●主催：市川市文化振興財団

新着情報

6歳〜 文 行 芳 木 HP

ドキドキ、ワクワク

12月14日(土) 市川市文化会館 大会議室
開場13:30／開演14:00

文 行 芳 HP

山澤慧

ⒸAyane Shindo

11月1日(金)10:00受付開始

木内邸音楽会 vol.93

開場13:30／開演14:00

【対象】小・中学生 【定員】各回先着10名 ※要事前電話申込
【参加費】500円（材料費込）【講師】当館学芸員
●主催：市川市文化振興財団

てこなの森

2020年1月11日(土)

①10:00～12:00 ②13:30～15:30

入場無料

【講師】山澤慧（千葉交響楽団契約首席チェロ奏者）
【定員】100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

新着情報

6歳〜

市川市文化会館 大会議室

開場13:30／開演14:00／終演予定16:00

クリスマスワークショップ 手づくりクリスマスカードをつくろう！
12月8日(日)

無伴奏チェロを聴く～バッハを中心に～
2020年1月8日(水)

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

新着情報

芸術講座（音楽）

0歳〜

一般公募団体による舞台パフォーマンス！音楽あり！ダンスあり！

2020年1月18日(土)
開場13:30／開演14:00

市川市文化会館 大ホール

入場無料

出演団体はHPでご確認ください。
事前申込等はございません。当日会場へお越しください。

発売中

●主催・問：市川市文化振興財団

小島貞二記念

寄席清華亭

12月14日(土)

6歳〜 文 行 芳 清 HP

100円引

市川寄席 ～新年の初笑いはここから！～

中山文化村 清華園

開場13:30／開演14:00

2020年1月19日(日) 市川市文化会館

全席自由800円

【出演】三遊亭圓丈、村松喜久則
●主催：市川市文化振興財団

発売中

よしもとお笑いライブin市川2019
～年末大笑いスペシャル～
12月19日(木)

三遊亭圓丈

0歳〜

村松喜久則

新着情報
文 行 芳 HP

市川市文化会館 大ホール

開場18:15／開演19:00

全席指定 前売4,000円 当日4,500円

※5歳以上有料。4歳以下膝上無料、お席が必要になる場合は有料。
【出演】中川家、タカアンドトシ、とろサーモン、ウーマンラッシュアワー、銀シャリ、
プラス・マイナス、トレンディエンジェル、尼神インター、ゆにばーす
※都合により出演者が変更となる場合がございます。

●主催：吉本興業

発売中

問：チケットよしもと予約問合せダイヤル
(24時間受付 ※お問合せは10:00～19:00)0570-550-100
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6歳〜

開場13:30／開演14:00

文 行 芳 HP

200円引

大会議室

全席自由1,800円

【出演】立川志ら乃、柳亭市童、橋家文吾

●主催：市川市文化振興財団

発売中

立川志ら乃

森山良子コンサートツアー2019〜2020
～Prime Songs～
2020年1月23日(木)
開場15:30／開演16:00

柳亭市童

6歳〜

市川市文化会館 大ホール

全席指定6,800円

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

文 行 芳 HP

美川憲一＆コロッケ

6歳〜

文 行 芳 HP

スペシャルジョイントコンサート2020

全幕〈イタリア語上演／字幕付〉

市川市文化会館 大ホール

発売中

●主催：ニッポン放送／アイエス 問：アイエス 03-3355-3553(平日10：00〜17：00)

高嶋ちさ子 わがまま音楽会 ～ピアノクインテット編～

6歳〜

文 行 芳 HP

2020年2月11日(火・祝) 市川市文化会館 大ホール
全席指定5,500円

【曲目(予定)】 パガニーニ／カプリス第24番
発売中
サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン ほか
●主催：MASエンターテイメント 03-5746-9900(平日11:00～18:00)

大宮臨太郎とＮ響の仲間たち
2020年2月11日(火・祝)

文 行 芳 HP

一般のみ500円引

フレッシュ

6歳〜

2020年3月8日(日) 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

【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

柴田真郁
©ai ueda

●主催：市川市文化振興財団 発売中
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

文 行 芳 HP

一般のみ1,500円引

「第７回 いちかわ未来の画家コンクール」作品大募集！

「いちかわ未来の画家コンクール」は、中高生の才能を幅広く発掘し、育成する
ことを目的としています。

市川市文化会館 小ホール

開場14：30／開演15：00 全席指定
一般3,500円 高校生以下1,000円

6歳〜

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

開場／開演 ①13:30／14:00 ②17:30／18:00
全席指定7,000円

大宮臨太郎

倉冨亮太

【出演】〈ヴァイオリン〉 大宮臨太郎
〈ヴァイオリン〉 倉冨亮太
〈ヴィオラ〉 中村翔太郎
〈ヴィオラ〉 村松龍
〈チェロ〉 市寛也
【曲目】ドヴォルザーク／弦楽五重奏曲 変ホ長調 Op.97
村松龍
ブラームス／弦楽五重奏曲 第２番 ト長調 Op.111 ほか
●主催：市川市文化振興財団

オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」
Cavalleria Rusticana

2020年1月27日(月)

開場13:30／開演14:00

春のうたごえ

中村翔太郎

市寛也

市民文化サポーター企画事業

第12回 いちかわ街かど美術展作品募集！

発売中

第２回 市川市文化振興財団 芸術文化奨励賞
未来を担う若手芸術家を推薦してください！！

芸術家の育成を事業の中心理念とする当財団は、市川市にゆかりがある若年でありながら
目覚ましい活躍をする方を「市川市文化振興財団芸術文化奨励賞」として顕彰いたします。
対象は40歳以下とし、公募をいたします。
広く推薦をいただくことで、将来ある若き芸術家を積極的に応援していきたいと考えます。
■対象
市川市にゆかりがある40歳以下の方
■人数
若干名
■賞
賞状・盾・金一封・翌年に記念事業を開催
■推薦方法 ①候補者名 ②推薦理由 ③推薦者名 ④推薦者の連絡先をご記入の上、
下記のいずれかの方法で推薦してください。
【郵送】〒272-0025 千葉県市川市大和田1-1-5 芸術文化奨励賞係
【FAX】047-370-0180 【Mail】oubo@ichikawa-bunka.or.jp
●主催・問：市川市文化振興財団 047-379-5111

■募集作品 創造性に富み、若さあふれるフレッシュな美術作品。テーマは自由。
■募集期間 2019年11月19日
（火）
～12月1日（日）※必着
■展示期間 2019年12月15日
（日）
～2020年1月13日
（月・祝）
■対
象 市川市、浦安市、鎌ケ谷市、船橋市、松戸市に在住・在学の中高生およびそれ
に相当する年齢の生徒
※応募方法等の詳細は財団ホームページもしくは募集要項をご確認ください。
●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

第12回いちかわ街かど美術展に展示する作品を募集します。市川市内在住、在学、在勤の
方ならどなたでも応募できます。日頃から作りためていた作品の中から「これこそは！」
という一品をぜひご出品ください。
【出品申込受付期間】11月1日(金)～11月30日(土)
【申込方法】
市川市文化会館ほか、財団管理施設で配布しております。
申込書に必要事項をご記入の上、市川市文化会館へ持参、
もしくは郵送、FAXでお送りください。
【展覧会期日】2020年2月16日(日)～2月23日(日)
10時～17時（最終日は15時まで）
【作品搬入出日】搬入：2020年2月15日(土) 10時～13時
搬出：2020年2月23日(日) 15時～17時
【場所】市川市文化会館 展示室
お申込み先 〒272-0025 市川市大和田1-1-5 市川市文化会館
いちかわ街かど美術展事務局
FAX：047-370-0180 申込書は財団公式HPからもダウンロードできます。

●主催・問：市川市文化振興財団 047-379-5111

10月31日(木)締切

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

11月公演早見表

●2019年10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

3（日・祝）

声優朗読劇 VORLESEN フォアレーゼン
～ヴェルサイユ騒動記～
海宝直人 CONCERT 2019『I hope.』 in ICHIKAWA

4（月・振）

DRUM TAO 2019年新作舞台 ザ・ドラマーズ

2（土）

6（水）
8（金）
9（土）
10（日）
13（水）
14（木）
16（土）
23（土・祝）
24（日）

井上陽水 50周年記念ライブツアー『光陰矢の如し』～少年老い易く 学成り難し～
女王蜂全国ホールツアー2019「+」-聖戦-

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

【全席指定】一般4,500円
学生3,000円（大学生以下）
【全席指定】
S席6,000円 A席5,000円

市川市文化振興財団

047-379-5111

17:00／19:00

市川市文化振興財団

047-379-5111

【全席指定】6,800円

16:30／18:10

03-5561-9001

完売御礼

18:30／未定

【指定席】5,800円

18:45／未定

チケットポート
（平日10:00～18:00）
ホットスタッフ・プロモーション
（平日12:00～18:00）
DISK GARAGE
（平日12:00～19:00）

市川市合唱連盟 酒井

047-334-7832

無

料

第74回 市川市児童生徒音楽会

無

料

① 9:20／12:00
②13:00／15:40

市川市教育委員会指導課

047-383-9338

17:00／20:30
14:00／16:00

千葉県芸術舞踊協会
アンサンブル・市川

0475-55-0522

◦小ホール
◦展示室

THE ALFEE 45th Anniversary Best Hit Alfee 2019 秋のBattle Starship AlfeeⅡ
市川市合同学習発表会（北部地区）
整備主任者法令研修会
令和元年度 市川市芸術祭・文化祭 第42回市川市吟剣詩舞道大会

完売御礼

7（木）
10（日）
14（木）
16（土）
17（日）
23（土・祝）
30（土）

14:30／16:00
18:30／未定

関係者

13:30／16:00

無

料

11:00／17:00

ハミングバード ウインドオーケストラ 第10回ファミリーコンサート

無

料

14:00／16:00

市川市PTA連絡協議会 PTA研究大会
令和元年度 市川市芸術祭・文化祭 第44回市川市三曲協会定期演奏会
第14回市川市自治会連合協議会大講演会 高齢者の健康維持と病気の予防-Part8
外間フラ教室 ハワイアンフラ発表会
いちかわ芸術文化協会 第4回芸術文化祭
千葉商科大学文化団体連合会吹奏楽部 第49回定期演奏会
市川市文化振興財団 第32回新人演奏家コンクール 受賞記念演奏会

関係者

10:00／12:00

無

料

11:00／17:30

無

料

13:30／15:30

無
無

料
料

16:00／19:30
11:30／20:00

無

料

15:00／16:30

展示タイトル

池田蘭径 墨彩画の世界展
しあわせ・平和・想い いろいろ作品展

◦大会議室

公演タイトル

◦無料休憩所

市川市文化振興財団 第3回即興オーディション

公開日

展示タイトル

市川市写真連盟 市川写友会 写真展

無

料

10:00／15:45

公演日

開催中

無

料

10/29（火）～11/4（月・振） 市川フォトフェスティバル 2019

24（日）

050-5533-0888

令和元年度 市川市芸術祭・文化祭 第41回市川市民合唱祭

28（木）
30（土）
1（金）
3（日・祝）
4（月・振）

28（木）～12/1（日）

03-5720-9999

12:25／17:00
11:40／17:00

【全席自由】3,000円
無 料

10（日）～24（日）

お問い合わせ

15:00／16:45

第45回 現代バレエ合同公演 令和元年度 千葉・県民芸術祭　～文化でつなぐ千葉のちから～
アンサンブル・市川 第38回定期演奏会
ⅩSounds Wind Orchestra 第7回定期演奏会

公開日

開演／終演(予定)

【全席自由】500円
入場方法
無

料

無

料

無

料

入場方法

無 料
※要事前申込

入場方法
無

料

13:00／17:00
開館時間
10:00／18:00
11/4は17:00まで
10:00／17:30
10日は13:00から
24日は16:00まで
10:00／18:00
11/28は13:00から
12/1は15:00まで

Ⅹ Sounds Wind Orchestra
小沢
SOGO TOKYO
（日・祝日を除く12:00～13:00／16:00～19:00）

市川市教育委員会指導課

一般社団法人
千葉県自動車整備振興会

市川市吟剣詩舞道連盟 渡邉

ハミングバードウインド
オーケストラ
市川市PTA連絡協議会
学校地域連携推進課 田中

市川市三曲協会 柴田

市川市自治会連合協議会事務局
市川市市民部 地域振興課

外間フラ教室 主宰 砂川
いちかわ芸術文化協会

千葉商科大学文化団体連合会
吹奏楽

03-3405-9999
047-383-9338
043-241-7247
090-2441-1183

https://hummingbirdwindorchestra.webnode.jp/

047-383-9386
047-337-1463
047-334-1128
080-5417-3780
090-8100-6354
047-372-4111
047-379-5111

市川写真家協会

070-5075-7774
070-5086-7773

市川市 文化振興課

047-300-8020

千葉退職教職員の会

090-4248-1926

お問い合わせ
市川市文化振興財団

開館時間
10:00／19:00

080-3011-5856

市川市文化振興財団
お問い合わせ

開演／終演(予定)
14:00／16:00

http://www.buruiti.com

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

10(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

入場方法

開演／終演(予定)

お問い合わせ
市川市観光プロモーション課 047-711-1142

■中山文化村 清華園
公演日

16（土）

公演タイトル

市川をもっと知ろう！「南行徳の魅力を探ろう」
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無 料
(先着30名・予約不要)

13:30／15:30

お問い合わせ
中山文化村 清華園
─8─

047-333-6147

■行徳文化ホールⅠ＆Ⅰ
公演日

公演タイトル

10（日）

合同発表会

15（金）
17（日）
21（木）
24（日）

2019 子育て交差点
行徳吹奏楽団演奏会I＆I VOL11
市川市家族の週間 ママも楽しい0歳からコンサート
国府台女子学院オーケストラ部 第8回定期演奏会

入場方法
無 料
無

開演／終演(予定)
14:40／17:00

料

10:30／16:00

無 料
【全席指定】600円
無

14:00／16:00
11:00／11:45

料

13:00／15:00

お問い合わせ

島村楽器ピアノショールーム
市川コルトンプラザ店
子育て交差点実行委員会
事務局(幸前)

行徳吹奏楽団 堀内
市川市文化振興財団

国府台女子学院
オーケストラ部

047-320-4590
080-3389-8117
090-3228-6245
047-379-5111
047-322-7770

■芳澤ガーデンギャラリー
公開日

展示タイトル

10/31（木）～11/4（月・振） シャドーボックス展
9（土）～10（日）

0歳からの芳澤こどもコンサート

開館時間
（開演/終演）

お問い合わせ

10:30／16:30
アトリエ サンアート 関口
最終日11/4は15:00まで
要事前電話申込
①10:30／12:30
②13:30／15:30
小学5年生〜高校生1,000円
芳澤ガーデンギャラリー
※両日2回開催
一般3,500円

無

中山忠彦デッサン教室

17（日）

入場方法
料

【全席自由】500円

11:00／11:45

芳澤ガーデンギャラリー

047-426-6244
047-374-7687
047-374-7687

■木内ギャラリー
公開日

7（木）～10（日）
16（土）

展示タイトル

3-D シャドーボックス仲間展
〈レトロな洋館で聴く〉第7回 セピアの電蓄音楽会

19（火）～24（日）
27（水）～12/3（火）

入場方法
無 料
無

料

公益財団法人市川市文化振興財団 地域連携事業 Wayo アートコラボ

無

料

わたしのまちの写真展

無

料

■水木洋子邸
公開日

9（土）､10（日）､23（土・祝）､24（日） 一般公開

展示タイトル

入場方法
無 料

展示タイトル

入場方法

開館時間
（開演/終演）
9:30／16:00
アトリエ Reo
14:00／16:10
開場13:50
10:00／16:30
24日は14:00まで
9:30／16:30
12/3は14:00まで

お問い合わせ

てこな音盤倶楽部 日下部

090-7209-5779
047-325-3440

和洋女子大学

047-371-1931

伊藤

080-5473-9882

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

◦第２展示室

■全日警ホール
（八幡市民会館）
公開日

3(日・祝)～5(火)

第2回 土の織物「練上げ陶器展」

6(水)～10(日)

会員の作品展示とワークショップ

13(水)～17(日)

第23回 翠展

21(木)～24(日)

うんげん彩色と仏画展

ギャラリー

◦中山メモリアル

29(金)～12/1(日)

第21回 ユネスコ絵画展

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
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

〒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

047-378-5204

えんの会 沖本

047-326-1139

市川市ユネスコ協会 松本

開館時間

9:30／17:00
入館16:30まで

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）

─9─

090-3226-8823

お問い合わせ

047-300-8020

市川市文化振興課

木内ギャラリー

〒272-0826

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

TEL.047-374-7687

047-326-4072

アートルームミドリ 伊藤

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

市川市末広1-1-48

中山文化村 清華園

芳澤ガーデンギャラリー

090-3437-7635

市川市手工芸連盟 和氣

〒272-0121

休 館 日：5日（火）、19日（火）
開館時間：9:00~21:30  

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

お問い合わせ

TDk市川市民積層陶器同好会
豊田

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

TEL.047-701-3011

休 館 日：12日（火）、26日
（火）
開館時間：9:00~21:30

料

入場方法
無

行徳文化ホールⅠ&Ⅰ

開館時間

10:00／18:00
3日10:00から､5日16:00まで
無 料
10:00／17:00
ワークショップ参加者は材料費 6日13:00から､10日15:00まで
10:00／17:00
無 料
13日13:00から､17日17:00まで
10:00／18:00
無 料
21日10:00から､24日17:00まで
10:00／17:00
無 料
29日12:00から､12/1 16:00まで

無

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：9日（土）
、10日（日）
、23日（土・祝）
、24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：11日(月)､25日(月)
開館時間：9:00~21:00
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注目情報

Attention Information

声優朗読劇 VORLESEN
フ

ォ

〜ヴェルサイユ騒動記〜

ア

レ

ー

ゼ

6歳〜

文 行 芳 HP

一般のみ500円引

ン

出演者追加決定!!

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

高塚智人

酒井広大

汐谷文康

狩野翔

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、狩野翔、チェンバロ／中野振一郎

【あらすじ】
1756年のヴェルサイユ宮殿を舞台に繰り広げられる政治と音楽家のお話。プロイセンとフランス
が険悪な関係にあるなか、その関係を融和させるため企画された国王ルイ15世のためへの音楽会。
そこで音楽を披露することになった、ヨハン・アウグスト・アブラハム・バッハとアルマン＝
ルイ・クープラン。しかし、クープランには知られていない秘密があった。
ひょんなことからその秘密を知り、クープランを助けることになった宮廷のコック見習いルイは、
明るい性格で憎めないキャラクターであるが、実は音楽の腕前が高かった。
政治的陰謀がうごめくこの音楽会の結末とは、、、
●主催：市川市文化振興財団

発売中

海宝直人 CONCERT 2019
『I hope.』 in ICHIKAWA
11月3日(日)

4歳〜

文 行 芳 HP

各席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 S席6,000円 A席5,000円
数多くのミュージカルで主演する「海宝直人」
2019年、待望のソロデビュー！ 生で浴びる “究極の歌声”！
●主催：市川市文化振興財団

発売中

Photo by：
ITARU HIRAMA

▪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10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

