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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。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、当面の間、財団管理施設を休館
しております。受付時間につきましては下記をご参照ください。
（５月上旬現在）
【休館施設】全ての財団管理施設
【休館期間】当面の間
【受付時間】10:00～16:00
〈対象施設〉市川市文化会館、行徳文化ホールⅠ＆Ⅰ、芳澤ガーデンギャラリー

ジスター公演 ウラシマコタロウ

浦島太郎の現代版
ちょっぴり切なく愛おしくて温かい少年浦島小太郎の物語

4歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

一般のみ500円引

8月22日(土)

市川市文化会館 小ホール
開場13:30／開演14:00
全席指定 一般2,000円 ４歳〜中学生1,000円
【作・演出】はしもとじろう
【出演】竹原聖一郎 藤川航 廣瀬響乃 高木宏太
島村苑香 吉田さと

発売初日6/12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

6月12日(金)10:00発売 特電

海宝直人

4歳〜

舞台芸能活動25周年記念コンサート

9月11日(金)

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18:00／開演19:00
全席指定
プレミアムシート8,500円 S席6,000円 A席5,000円
発売初日5/24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

公益財団法人

5月24日(日)10:00発売 特電

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

柚木沙弥郎 ｢絵本の仕事｣展

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。

会期未定

2020年５月上旬現在の情報です。
主催者の判断により、催し物が中止もしくは延期となる場合があります。
詳細につきましては主催者にお問い合わせください。

一般600円、ローズメンバーズ500円、
シルバー(65歳以上)・団体(25名以上)500円
中学生以下・障がい者手帳をお持ちの方と
付き添いの方(１名)無料

※決定次第HPにてご案内します

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

新型コロナウイルスの影響で中止・延期になった公演
（５月上旬現在）
６月 １日（月）
【中止】＊ママも楽しい０歳からコンサート
（市川市文化会館 大ホールホワイエ）
６月 ６日（土）
【延期】＊川井郁子名曲コンサート
（行徳文化ホールI&I）
６月13日（土）
【中止】
「おかあさんといっしょ」ガラピコぷ～がやってきた！！
（市川市文化会館 大ホール）
問：東京音協 03-5774-3030（平日11:00～17：00）
【中止】＊第２回芸術文化奨励賞受賞記念 山元香那子ピアノリサイタル
（市川市文化会館 小ホール）
【中止】＊小島貞二記念 寄席清華亭
（中山文化村 清華園）
６月16日（火）
【中止】＊友の会感謝コンサート 小曽根真 スペシャルコンサート
（市川市文化会館 小ホール）
６月17日（水）
【中止】＊鈴木雅之 masayuki suzuki taste of martini tour 2020
（市川市文化会館 大ホール）
問：KMミュージック 045-201-9999
６月20日（土）
【中止】＊髙橋真梨子 Concert vol.44 2020 Our Days
（市川市文化会館 大ホール）
６月22日（月）
【延期】豪華競演 特選東西落語名人会
（市川市文化会館 大ホール）
問：エイフル企画 03-6240-1052
６月27日（土）
【延期】＊ボランティアガイド市川案内人の会「市川をもっと知ろう！」
（中山文化村 清華園）
７月 ４日（土）
【中止】＊三浦一馬キンテート 情熱のタンゴ2020
（市川市文化会館 大ホール）
７月19日（日）
【中止】恐竜どうぶつ園2020 ～ Erth’s Dinosaur Zoo ～
（市川市文化会館 大ホール）
問：サンライズプロモーション東京 0570-00-3337
（平日12:00～18:00）
７月20日（月）
【中止】純烈コンサートツアー2020
（市川市文化会館 大ホール）
問：アイエス 03-3355-3553（平日10:00～17:00）
＊印の公演は市川市文化振興財団主催公演となります。
営業を停止・短縮している主催者もございますので、お問合せ時間等につきまし
ては主催者のホームページをご確認ください。
●問：市川市文化振興財団 047-379-5111
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●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

地域連携事業

和洋女子大学 写真部 写真展
6月24日(水)〜28日(日)
10:00～16:30

新着情報

木内ギャラリー

入場無料

【内容】和洋女子大学写真部が部活動で撮影したものを展示。
●主催：市川市文化振興財団

てこなの森

問：和洋女子大学地域連携センター 047-371-1473

木内邸音楽会 vol.96

7月11日(土)

木内ギャラリー

開場13:30／開演14:00

ママも楽しい０歳からコンサート
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〉 石谷莉奈 〈ヴァイオリン〉 堀真亜菜
〈ピアノ〉 田辺萌香
【曲目】《となりのトトロ》 より「さんぽ」
《千と千尋の神隠し》 より「あの夏へ」
エルガー／愛の挨拶 ほか
●主催：市川市文化振興財団

フレッシュ

全席自由600円

【出演】〈オーボエ〉 中村紫苑 〈ピアノ〉 香月すみれ
【曲目】リスト：パガニーニ／ラ・カンパネルラ、シューマン／アダージョとアレグロ
ドビュッシー／夢想 ほか
●主催：市川市文化振興財団 発売中

7月13日(月)

6歳〜 文 行 芳 木

石谷莉奈

中村紫苑 香月すみれ

新着情報

0歳〜

文行芳

フレッシュ

堀真亜菜

田辺萌香

6月1日(月)10:00発売 窓口

７月開催予定の公演につきましては、電話予約のみ受付しております。
HPでの販売は中止しておりますので、ご了承下さい。
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市川寄席

6歳〜

落語は近くで観るのが面白い！

文行芳

200円引

7月18日(土)

市川市文化会館 大会議室
開場13:30／開演14:00
全席自由1,800円

立川志獅丸

らく兵

立川がじら 立川志の麿

【出演】立川志獅丸、らく兵、立川がじら、立川志の麿
●主催：市川市文化振興財団

発売中

午後のクラシック

6歳〜

～テノール・チェロ・ピアノ～

7月25日(土)

市川市文化会館 大会議室

開場13:30／開演14:00

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
渡辺正親
【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
●主催：市川市文化振興財団

～親子で落語を楽しもう～

１．寄席（よせ）入門 【講師】雷門音助
扇子や手拭いの使い方等、舞台やしぐさの解説
２．体験コーナー
落語の代表的なしぐさや小話を体験
３．色物 【出演】林家八楽（紙切り）
４．落語 【出演】雷門音助
●主催：市川市文化振興財団

新着情報

0歳〜

文行芳

菅谷公博

吉越瑛山

簑田弘大

渡辺定路

田辺純一

田舎片麻未

5月22日(金)10:00発売 窓口

0歳〜

文 行 芳 HP

市川市文化会館 大ホール

開場18:00／開演18:30

全席指定7,700円

※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）
※本 公演は４月10日(金)の振替公演となります。4/10のチケットで本公演にご入場
いただけます。

発売初日6/6は特別電話047-393-7111もしくはWEBのみの受付
林家八楽

6月6日(土)10:00発売 特電

●主催・問：キョードー東京 0570-550-799 共催：市川市文化振興財団

[振替公演]

6歳〜

豪華競演 特撰東西落語名人会

文 行 芳 HP

S席前売のみ300円引

9月10日(木)

市川市文化会館 大ホール
0歳〜

文 行 芳 HP

市川市文化会館 大ホール

１日①9：50 ②12：40 ③15：30 ④18：10
２日①10：30 ②13：30 ③16：30（開場は各回30分前）
※１日④公演・２日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）

©Benesse Corporation／しまじろう

※３歳以上有料、３歳未満膝上鑑賞無料（大人１名につき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
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8月21日(金)

※未就学児膝上無料（座席が必要
な場合は要チケット）

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、
3,480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。

200円引

フレッシュ

開場13:30／開演14:00 全席自由1,000円
【出演】〈ソプラノ〉 加藤早紀
〈バリトン〉 菅谷公博
〈尺八〉 吉越瑛山
加藤早紀
〈三味線〉 簑田弘大
〈サクソフォン〉 渡辺定路
〈チェロ〉 田辺純一
〈ピアノ〉 田舎片麻未
【曲目】オペラ「カルメン」より、音のタイムトラベル
	〜本公演スペシャルバージョン〜 ほか
企画協力：市民文化サポーター（音楽）全４期

クリス・ハート 全国ツアー2020
～Love is Love～（愛を歌う)

雷門音助

しまじろうコンサート
すすめ！たからのしまのだいぼうけん

文 行 芳 HP

市川市文化会館 小ホール

[振替公演]

6月1日(月)10:00発売 窓口

8月1日(土)・2日(日)

8月10日(月・祝)

●主催：市川市文化振興財団

行徳文化ホールI＆I 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

歳〜

村松幸実 山口香菜子

発売中

おやこ寄席(落語体験講座)
7月26日(日)

文行芳

100円引 フレッシュ

6
真夏の饗宴
～心躍る和と洋のハーモニー～

開場13:30／開演14:00
全席指定 S席4,500円 A席3,500円
三遊亭小遊三

【出演】三遊亭小遊三、桂文珍、三遊亭円楽

桂文珍

三遊亭円楽

※本 公演は６月22日(月)の振替公演となります。6/22のチケットで本公演にご入場
いただけます。

5月25日(月)10:00発売 窓口
●主催・問：エイフル企画 03-6240-1052

共催：市川市文化振興財団

映画「マリア・カラス 伝説のオペラ座ライブ」
特別上映会
9月26日(土)

6歳〜

文 行 芳 HP

市川市文化会館 小ホール

①11:00 ②14:00（開場は各回30分前） 全席自由 前売2,500円 当日2,900円
●主催・問：樂画会 03-3498-2508 共催：市川市文化振興財団
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©ina

5月25日(月)10:00発売 窓口

[振替公演]

山口雄理 サクソフォンリサイタル
9月28日(月)

6歳〜

文 行 芳 HP

《参加者募集》

市川市文化会館 小ホール

《応募期間》5月25日(月)

開場18:30／開演19:00 全席自由 一般2,500円 学生1,500円
【出演】〈サクソフォン〉 山口雄理
【ゲスト】〈ensemble reise〉
フルート／工藤美幸、クラリネット／小野信太郎
オーボエ／山西由莉、ホルン／西本葵
ファゴット／坪谷陸
山口雄理
〈ピアノ〉 榎本詩帆 〈コールアングレ〉 石津谷治恵
【曲目】グレクソン／協奏曲、トマジ／春、ケクラン／木管７重奏曲 ほか
※本 公演は４月17日(金)の振替公演となります。4/17のチケットで本公演にご入場
いただけます。
●主催・問：山口雄理 070-3606-1814

後援：市川市文化振興財団

開館35周年記念事業 音楽ファン必見

世界が注目する

発売中

6歳〜

文 行 芳 HP

S席のみ1,500円引

指揮者バッティストーニ＆東京フィル in Ichikawa
～指揮者のお話つき～

9月30日(水)

開場18:30／開演19:00
全席指定 S席5,000円 A席3,000円 B席2,000円

アンドレア・バッティストーニ
©上野隆文

世界的に注目を集める指揮者、アンドレア・バッティストーニと、日本で最も長い
伝統を持つオーケストラ、東京フィルハーモニー交響楽団。ドラマティックな表現を
得意とするこのコンビが市川市文化会館開館35周年を記念してお贈りするのは、心踊
る“オペラの序曲集”と、クラシック音楽屈指の名曲、ドヴォルザークの交響曲『新世界
より』です。
オペラの冒頭にオーケストラだけで演奏され、華やかに幕開けを告げる「序曲」や
「前奏曲」は、いわばオペラのオープニング・テーマ曲。その作品の魅力がぎゅっと
凝縮されているから聴きごたえ十分！イタリア･オペラの大作曲家、ロッシーニとヴェ
ルディの代表作をお楽しみください。
後半は、日本ではベートーヴェンの『運命』、シューベルトの『未完成』に並び、三
大交響曲の一つとして親しまれているドヴォルザーク作曲の『新世界より』をお届け
します。郷愁誘うメロディ（愛唱歌「遠き山に日が落ちて」としても有名）や、迫力
ある劇的な展開に引き込まれる傑作です。
マエストロのお話を交えながら、時代と国境を越えて愛されるオーケストラの名曲
をお楽しみください。
●主催：市川市文化振興財団

発売中

《会

～7月6日(月)必着

場》市川市文化会館 小ホール

《審査日程》
声 楽部門【自由曲】８月14日
（金） 邦楽器部門【自由曲】
８月31日（月）
ピアノ部門【課題曲】９月１日
（火） 管・打楽器部門【自由曲】９月２日（水）
弦楽器部門【自由曲】９月11日
（金）
※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
《応募資格》
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）
◦声楽部門：18歳～33歳 ◦邦楽器部門：18歳～35歳
◦ピアノ部門、管・打楽器部門、弦楽器部門：18歳～28歳
※年齢はいずれも2020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る可能性もあります。
《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。
※参加申込書は市川市文化振興財団公式ＨＰよりダウンロード出来ます。
《審 査 員》
◦声 楽部門
◦邦楽器部門

市川市文化会館 大ホール

【指揮】アンドレア・バッティストーニ
【曲目】ヴェルディ／歌劇「ナブッコ」より序曲
ヴェルディ／歌劇「椿姫」第１幕より前奏曲
ロッシーニ／「ウィリアム・テル」より序曲
ドヴォルザーク／交響曲第９番「新世界より」

第33回 市川市文化振興財団 新人演奏家コンクール

〈参加申込書〉
直野資、西野薫、森山京子
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
◦ピアノ部門 江口玲、田部京子、森島英子
◦管・打楽器部門 平野公崇、福川伸陽、吉岡アカリ
◦弦楽器部門 大谷康子、苅田雅治、百武由紀
◦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》
13：00開演予定
●主催・申・問

11月28日(土)

行徳文化ホールI＆I

市川市文化振興財団 新人演奏家コンクール担当 047－379－5111

▪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。

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

●2020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。

６月公演早見表

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

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

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、当面の間下記の施設は休館しており

ます。イベントの中止・延期につきましては、主催者までお問い合わせください。

●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

2（火）

入場方法

THE ALFEE Best Hit Alfee 2020 春の夢

13（土）

4/13振替公演

おかあさんといっしょ「ガラピコぷ～がやってきた!!」

14（日）

藍井エイル LIVE TOUR 2020 “I will…”

17（水）

鈴木雅之 masayuki suzuki taste of martini tour 2020
“ALL TIME ROCK'N ROLL” 4/4振替公演

20（土）

◦小ホール

22（月）
13（土）
16（火）

延

Iwatani presents 髙橋真梨子 Concert vol.44 2020 Our Days
supported by TACHIHI
豪華共演 特選東西落語名人会
第2回芸術文化奨励賞受賞記念 山元香那子ピアノリサイタル
友の会感謝コンサート
「小曽根真 スペシャルコンサート」 3/19振替公演

◦展示室

30（火）
25（木）～30（火）

◦無料休憩所

休館中

止

9月12日(土)17:00開演に延期

045-671-9911

http://t-onkyo.co.jp/

045-201-9999

中

止

市川市文化振興財団

047-379-5111

エイフル企画

http://www.kmmusic.co.jp

中

止

市川市文化振興財団

03-6240-1052
047-379-5111

中

止

市川市文化振興財団

047-379-5111

市川市で良い映画を見る会
松島

090-4592-2515

①10:30／12:30
②14:00／16:00

開館時間

展示タイトル

入場方法
無

03-5774-3030

KMミュージック

入場方法

市川市写真連盟 市川写友会 写真展

東京音協（平日11:00～17:00）
キョードー横浜
(月～土11:00～18:00)

止

9月10日(木)14:00開演に延期

無

お問い合わせ
SOGO TOKYO
03-3405-9999
（日・祝日を除く12:00～13:00／16:00～19:00） http://sogotokyo.com/

中

【全席自由】
前売1,200円 当日1,500円

4/8振替公演

第34回 公募・輪の輪展

公開日

中

展示タイトル

映画「一粒の麦」荻野吟子の生涯

公開日

開演／終演(予定)
期（日程調整中）

料

10:00／18:00

お問い合わせ
輪の輪工芸美術会事務局

開館時間

料

10:00／19:00

090-1250-6636

お問い合わせ
市川写友会 佐久間

090-7702-1910

■行徳文化ホールⅠ＆Ⅰ
公演日

6(土）

公演タイトル

川井郁子名曲コンサート

14(日）

曽谷フィルハーモニックオーケストラ 第11回定期演奏会

21(日）

ぽこあぽこ 小さな発表会

入場方法

開演／終演(予定)

2021年3月4日(木)18:30開演に延期
中
延

止

期（日程調整中）

お問い合わせ
市川市文化振興財団

047-379-5111

曽谷フィルハーモニック
オーケストラ 川口

090-6757-0853

ぽこあぽこ 市川教室 菅井

047-328-8642

https://www.pianopocoapoco.com

■中山文化村 清華園
公演日

27（土）

公演タイトル

市川をもっと知ろう！
江戸時代の名刹「富木常忍と法華経寺」
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入場方法
延

開館時間(開演/終演)
期（日程調整中）

お問い合わせ
中山文化村 清華園
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047-333-6147

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、当面の間下記の施設は休館しており

ます。イベントの中止・延期につきましては、主催者までお問い合わせください。

■芳澤ガーデンギャラリー
公開日

会期未定

展示タイトル

柚木沙弥郎「絵本の仕事」展

入場方法

開館時間(開演/終演)

一般600円ほか

9:30／16:30
入館 16:00まで

入場方法

開演／終演(予定)

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
公演日

6(土）
21(日）
24(水）～28(日）

公演タイトル

第13回 レトロな音源コンサート
〜9か国のオーケストラで聴く
〜ベートーヴェン交響曲の世界①〜
コスモス・ガルテン ライアーコンサート
地域連携事業「和洋女子大学 写真部 写真展」

無

料

1,000円
小・中学生500円

無

料

お問い合わせ

14:00／16:10
開場13:50

てこな音盤倶楽部

047-325-3440

14:00／15:30
開場13:30

水野

090-5998-7142

10:00／16:30

和洋女子大学 地域連携センター 047-371-1473

■水木洋子邸
公開日

展示タイトル

入場方法

開館時間(開演/終演)

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、当面の間公開を中止します。

お問い合わせ
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

ギャラリー

◦中山メモリアル

展示タイトル

入場方法

展示タイトル

入場方法

開館時間

お問い合わせ

6月の催物はすべて中止となりました。
公開日

3/24(火)～6/21(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

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

市川市真間5-1-18

TEL.047-374-7687

〒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
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

木内ギャラリー

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

お問い合わせ

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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047-300-8020

市川市文化振興課

〒272-0121

休 館 日：2日（火）、16日（火）
開館時間：9:00~21:30  

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

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
9:30／17:00
入館16:30まで

料

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

TEL.047-701-3011

休 館 日：9日
（火）、23日
（火）
開館時間：9:00~21:30

〒272-0826

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：当面の間中止
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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ここでちょっとおたのしみ
正解者の中から抽選で５名様に、開館35周年記念事業 指揮者バッティストーニ＆
東京フィル in Ichikawa(９月30日公演)のチケット(S席：お一人様２枚)をプレゼント！
芸術活動からは多くの○○が生まれますね！
1

2
5

3

4

6

7

8

9
10
11

13

12
14

15

17

18
20

タテ１
タテ２
タテ３
タテ４
タテ６
タテ９
タテ10
タテ11
タテ12
タテ13
タテ14
タテ15
タテ16
タテ19

16
19
21

ピアノの詩人。
落ち物パズルゲームの元祖。
心に響いたり、
沁みたり、
深かったり・
・
そ ろりそろり。室町時代に成立した
伝統芸能です。
ピクニック。♪◯◯を越え行こうよ～
定刻通りに始まる事です。◯◯タイム。
フランス語の歌曲です。
札幌コンサートホールの愛称です。
市川にもゆかりのある国民的シンガー
ソングライター。◯◯まさし。
ピアノの魔術師。
根 音といわれ、コードの基礎となる
音です。
金、銀、◯。
日 本の春。多くのアーティストに歌
われています。
聴かせどころ。

ヨコ１ 客席から舞台を見て左側です。
ヨコ３ その演目は「時代物」
、
「世話物」
、
「舞
踊劇」と大きく３つに分かれます。
ヨコ５ 最初から最後まで行うお芝居の稽古。
略して◯◯◯とも言います。
ヨコ７ 落 語、講談、漫才、曲芸などが行わ
れている劇場。演芸場。
ヨコ８ 子 ども達にも大人気。2020年応援ソ
ング。
ヨコ９ 歌 曲「魔王」を作曲したシューベル
トは「歌曲の◯」とも呼ばれています。
ヨコ10 大人気アニメ「◯◯の巨人」
。
ヨコ12 刀を守るためのものです。
ヨコ13 だんだんゆっくり。
ヨコ17 滑らかに。つなげて。
ヨコ18 ◯◯活動。生きる喜びになりますね。
ヨコ20 楽 譜でまず最初に目にします。◯◯
記号。
ヨコ21 宣伝活動で我々も配ります。

【応募方法】
メールまたはハガキにて以下の項目を下記宛先までお送りください。
①氏名②郵便番号・住所③連絡先(メールアドレスまたは電話番号)④答え(二重マスの文字を
並び替えて出来る４文字の言葉。)⑤今後開催を希望する公演
■宛先：[メール] ticket@ichikawa-bunka.or.jp
[ハガキ] 〒272-0025 市川市大和田1-1-5 市川市文化会館 チケットプレゼント係
■締切：６月20日(土)消印有効
正解者の中から抽選で５名様に、開館35周年記念事業 指揮者バッティストーニ＆東京フィル
in Ichikawa(９月30日公演)をご招待( S 席：お一人様２枚)させていただきます。
解答はイベントガイド７月号に掲載いたします。
当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

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

