市川市文化振興財団イベント案内
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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

市川市文化会館 リニューアルオープン記念事業

祝祭管弦楽団
スペシャルコンサート
6月11日(土)

市川市文化会館 大ホール

06

Twitter
@ichikawa̲bunka

6歳〜

文 行 芳 HP

一般のみ1,500円引
市民特別料金
2,500円

※市内在住の方対象

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

【曲目】モーツァルト／ディヴェルティメント KV136
モーツァルト／ホルン協奏曲 第３番
ベートーヴェン／交響曲 第７番
【指揮】山脇幸人
【コンサートマスター】
近藤薫
（東京フィルハーモニー交響楽団
コンサートマスター）
【ソリスト】
福川伸陽（元NHK交響楽団首席）

山脇幸人
©FUKAYA Yoshinobu
/auraY2

近藤薫

福川伸陽

【メンバー】
ヴァイオリン／瀧村依里（読売日本交響楽団首席）
倉冨亮太（NHK交響楽団次席代行）
上敷領藍子
ヴィオラ／中村翔太郎（NHK交響楽団首席代行）
木下雄介（元大阪フィルハーモニー交響楽団首席）
チェロ／中木健二（紀尾井ホール室内管弦楽団）
門脇大樹（神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席）
コントラバス／幣隆太朗（SWR交響楽団）
フルート／神田勇哉（東京フィルハーモニー交響楽団首席）
オーボエ／荒絵理子（東京交響楽団首席）
クラリネット／松本健司（NHK交響楽団首席）
ファゴット／長哲也（東京都交響楽団首席）
トランペット／長谷川智之（NHK交響楽団首席）
ティンパニ／篠崎史門（神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席）
【アカデミー生（市川市文化振興財団新人演奏家コンクール受賞者より選抜）】
ヴァイオリン／梅田真叶、加藤綾子、辻純佳、新山開、牧野葵、三宅音菜
宮下絢子、山本栞奈、吉田薫子
ヴィオラ／栗林衣李、永田菫 チェロ／新井昴、小粥麻莉菜
コントラバス／蘆川里愛 フルート／平塚七衣 オーボエ／高橋早紀
クラリネット／林みのり ファゴット／小田光＊
ホルン／宮崎里咲＊、吉田智就＊ トランペット／守屋紗弥＊
＊印はコンクール受賞者ではありません。

●主催：市川市文化振興財団

発売中

公演情報

⃝Public performance Information⃝

▪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

行 行徳文化ホールⅠ＆Ⅰ 芳 芳澤ガーデンギャラリー
HP 財団オンライン販売

財団オンライン販売は公演日の１週間前までとなります。

▪マークの見方

：ローズメンバーズの方

フレッシュ ：新人演奏家コンクール受賞者

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。
新型コロナウイルス感染状況により、催し物が中止または延期になる場合がございます。
「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に従い開催
致します。皆様に安心してご鑑賞いただけるよう、以下のご協力をお願い致します。
・発熱、咳、息苦しさなど風邪の症状がある場合はご来場をお控えください。
・ご来場いただく際はマスクの着用にご協力ください。

人形劇「グリムのかばん」
6月4日(土)

0歳〜

文 行 芳 HP

市川市文化会館 大会議室

開場14:40／開演15:00
全席自由 前売 ４歳～高校生1,000円、大人2,000円（当日各席300円増）

３歳以下無料

発売中

●主催：NPO法人市川子ども文化ステーション 047-339-7744

ミサキッズ ラテンコンサート
6月4日(土)

0歳〜

文 行 芳 HP

開場13:00／開演14:00
全席自由 前売600円 当日800円 ＜お子様（高校生）まで無料＞

6歳〜

小島貞二記念

寄席清華亭
6月4日(土)

発売中

文 行 芳 HP

100円引

古今亭圓菊

発売中

純烈コンサート2022

6歳〜

文 行 芳 HP

市川市文化会館 大ホール

●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）

鈴木雅之 masayuki suzuki taste of martini tour

残りわずか

3歳〜

文 行 芳 HP

2022～DISCOVER JAPAN DX～
6月19日(日)

市川市文化会館 大ホール

開場17:00／開演18:00

全席指定9,300円

本公演のチケットのお渡しは６月５日
（日）
以降を予定しております。
詳細につきましては、財団HPをご覧ください。

完売御礼

●主催：市川市文化振興財団

夏の邦楽フレッシュコンサート
7月3日(日)

市川市文化会館 小ホール

6歳〜

文 行 芳 HP

一般のみ200円引

フレッシュ

開場13:15／開演14:00 全席自由 一般1,500円 学生（高校生以下）500円

【出演】
〈箏曲〉尾上葉月、中嶋ひかる、町田夢子 〈尺八〉青木滉一郎 〈笛〉正田温子
〈三味線〉杵屋勝司郎 〈打ち物〉藤舎呂近、藤舎雪丸
【曲目】黒髪、鏡獅子、さらし幻想曲 ほか

発売中

●主催：市川市文化振興財団

6歳〜

市川市文化会館 大会議室

【講師】宮本益光（声楽家・桐朋学園大学准教授）
開場13:30／開演14:00 入場無料（先着100名・要事前申込）
●主催・申：市川市文化振興財団 047-379-5111

福田こうへい コンサートツアー2022

受付中

6歳〜

文 行 芳 HP

市川市文化会館 大ホール

※市川市文化振興財団ではＳ席のみ取り扱い。
※Ｓ席7,500円（グッズ付き）はローソンチケットのみ取り扱い。
●主催：ベルワールドミュージック 03-3222-7982（平日12:00～17:00）
共催：市川市文化振興財団

みんな楽しく０歳からコンサート

0歳〜

グリーンスタジオ

発売中

文 行 芳 HP

フレッシュ

【市川市文学ミュージアム内】市川市生涯学習センター
（メディアパーク市川）
２階

開場10:30／開演11:00／終演予定11:45
発売中

特Ｗ ：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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●主催：中山文化村実行委員会 問・申：市川市文化振興財団 047-379-5111

7月6日(水)

①開演14:00 ②開演18:00 ※開場は各回開演の30分前
全席指定7,000円

［チケット発売初日の販売方法］

中山文化村 清華園

無料(先着20名・要事前申込) 【講師】市川案内人の会

開場12:30／開演13:00
全席指定 S席7,500円（グッズ付き） S席7,000円 A席6,000円

●主催：市川市文化振興財団

6月16日(木)

開場13:00／開講13:30

7月5日(火)

全席自由800円

【出演】 古今亭圓菊
※清華園でのチケットの取り扱いはございません。

6月18日(土) ｢むかしの市川｣

7月4日(月)

中山文化村 清華園

開場13:30／開演14:00

市川をもっと知ろう

芸術講座・音楽「宮本益光・声楽は楽しい」

行徳文化ホールI&I

●主催：合同会社旭企画 後援：市川市
問：美咲園（石井・黒田・八木）047-317-2585（平日10:00～17:00）

ボランティアガイド市川案内人の会

全席自由600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】〈サクソフォン〉 栗山弥奈美 〈トロンボーン〉 黒木良太 〈ピアノ〉 岩本果子
【曲目】愛のあいさつ、唱歌メドレー、ドラえもん、サウンド・オブ・ミュージック ほか

発売中

●主催：市川市文化振興財団
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UNISON SQUARE GARDEN
TOUR 2022
｢Kaleido proud fiesta」
7月8日(金)

6歳〜

文 行 芳 HP

7月22日(金)

●主催・問：サンライズプロモーション東京 0570-00-3337（平日12:00～15:00）
共催：市川市文化振興財団／BSフジ
発売中

本公演のチケットのお渡しは７月３日
（日）
以降を予定しております。
詳細につきましては、財団HPをご覧ください。

●主催：VINTAGE ROCK std. 03-3770-6900（平日12：00〜17：00）
共催：市川市文化振興財団
6月4日(土)10:00発売 特Ｗ

0歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

前売のみ200円引

市川市文化会館 小ホール

開場12:30／開演13:00

発売中

「イル・ヴォーロ with プラシド・ドミンゴ 6
魅惑のライブ～３大テノールに捧ぐ」特別上映会
歳〜

文 行 芳 HP

©Angelo Trani

発売中

文 行 芳 木 HP

200円引

●主催：市川市文化振興財団
問：木内ギャラリー 047-371-4916

開場10:30／開演11:00／終演予定12:00
全席自由 大人1,000円 子ども（高校生以下）500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】〈落語〉柳亭市寿 〈色物〉柳貴家雪之介（大神楽曲芸） 柳亭市寿

7月30日(土)

0歳〜

文 行 芳 HP

一般のみ200円引

行徳文化ホールI&I

①開演11:00 ②開演13:00

（開場は各回開演の30分前）
工作×おしばい合わせて約１時間

全席自由 一般1,500円 ３歳〜小学生500円

● あらすじ ●
童話ジャックと豆の木のお話をベースにした、少年ジャックの冒険のおはなし。
奇妙な男から渡された不思議なマメに魔法の呪文を唱えると・・・
あっという間にツルが伸び、豆の木は雲の上まで伸びちゃった！のぼってみると雲の上に
は不思議な国が・・・！
舞台に立つ演者が芝居のみならずバンドチームとしても楽器の生演奏を行い、工作で作った
手作りマラカスならぬ “マメカス” を観客の子どもたちとお芝居の中で活躍させる参加型
シアター。

発売中

●主催：市川市文化振興財団

～サクソフォン・クラリネット・ピアノ～
疋田未都

波田紗也歌

6月4日(土)10:00発売 窓口

8月6日(土) 市川市文化会館 大会議室
開場13:30／開演14:00

6歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

200円引

フレッシュ

全席自由1,000円

【出演】
〈サクソフォン〉山本航司 〈クラリネット〉西村薫 〈ピアノ〉大野瑞季
【曲目】ガーシュイン／ラプソディ・イン・ブルー、パスカル／ソナチネ
プーランク／２つのクラリネットのためのソナタ ほか

6月11日(土)10:00発売 窓口

●主催：市川市文化振興財団
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柳貴家雪之介

発売中

●主催：市川市文化振興財団

午後のクラシック

全席自由800円

【出演】〈フルート〉疋田未都 〈ピアノ〉波田紗也歌
【曲目】ボルヌ／カルメンファンタジー ほか

行徳文化ホールI&I 大会議室

フレッシュ

7月9日(土) 木内ギャラリー
開場13:30／開演14:00

文 行 芳 HP

２歳以下膝上無料（座席が必要な場合は要チケット）

市川市文化会館 小ホール

6歳〜

0歳〜

【演出】鵜山仁
【脚本】さいとうゆういち
【出演】沢田冬樹、木津誠之、西岡野人、相川春樹、頼経明子、梅村綾子、髙柳絢子

①開映11:00 ②開映14:00（開場は上映開始の30分前）
全席自由 前売2,500円 当日2,900円

てこなの森
木内邸音楽会 vol.108

7月24日(日)

ジャックと豆の木

●主催・問：㈱マイソングエンタテイメント 03-5774-1414
後援：市川市文化振興財団

●主催・問：樂画会 03-3498-2508（平日9:30～17:30）
共催：市川市文化振興財団

おやこ寄席〈落語体験講座〉

文学座こどもげき こどもむけ参加型シアター

全席指定 前売2,000円 当日2,500円

車椅子等で介助が必要な方の介添人は１名様まで半額（窓口限定）
未就学児膝上無料（座席が必要な場合は要チケット）

7月9日(土)

文 行 芳 HP

３歳以上有料、２歳以下膝上無料（座席が必要な場合は要チケット）

開場17:45／開演18:30 全席指定5,900円 お一人様２枚まで
発売初日6/4は特別電話047-393-7111もしくはWEBのみの受付

7月8日(金)

市川市文化会館 大ホール

0歳〜

前売のみ300円引

①開演12:00 ②開演15:00（開場は各回開演の45分前）
全席指定3,300円

市川市文化会館 大ホール

木山裕策と歌声カルテットの
昭和歌謡コンサート

リアル恐竜ショー 恐竜パーク

─4─

行徳アニメシアター

（2010年 98分）
「ヒックとドラゴン」

8月20日(土)

0歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

9月14日(水)

３歳以下膝上無料（座席が必要な場合は要チケット）
Ⓒ2010 DreamWorks Animation L.L.C. All Rights Reserved. TM & Ⓒ2010 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

6月5日(日)10:00発売 窓口

和太鼓 東京打撃団
8月27日(土)

4歳〜

開場15:30／開演16:00

文 行 芳 HP

前売のみ400円引

行徳文化ホールI&I

8月30日(火)

5月27日(金)10:00発売 特Ｗ

6歳〜

文 行 芳 HP

市川市文化会館 大ホール

開場13:30／開演14:00

●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）

発売中

0歳〜

文 行 芳 HP

しまじろうとうみのだいぼうけん
9月3日(土)･9月4日(日)

市川市文化会館 大ホール

各日①11:00開演 ②14:00開演 ③17:00開演★

全席指定3,480円（会館特別価格）
３歳未満膝上無料（保護者１名につきお子さま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

9月5日(月)

市川市文化会館 大ホール

6月2日(木)10:00発売 特Ｗ

●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）

第10回記念いちかわ市民ミュージカル

0歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

9月24日(土)

市川市文化会館 大ホール

①11:00開演 ②15:30開演 開場は各回開演の30分前
前売券 指定席2,800円 自由席1,800円 当日各席200円増し
３歳以上有料。３歳未満膝上無料。座席が必要な場合は要チケット。

7月1日(金)10:00発売 窓口
●主催：いちかわ市民ミュージカル実行委員会
047-369-7522 ichikawa_shimin_musical@yahoo.co.jp
共催：市川市文化振興財団

6歳〜

9月25日(日)

新着情報
文 行 芳 HP

200円引

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

蝶花楼桃花

立川志ら鈴 春風亭㐂いち

【出演】 蝶花楼桃花、立川志ら鈴、春風亭㐂いち
●主催：市川市文化振興財団

6月5日(日)10:00発売 窓口

第35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》

開場は各回30分前 ★各日３回目のみスペシャルアンコール付き
※公演時間約75分（休憩含む）

豪華競演！特撰東西落語名人会

市川市文化会館 大ホール

市川寄席

全席指定8,000円

しまじろうコンサート

文 行 芳 HP

“我が街”に、新たな伝説が蘇える！
“いちかわ黄金市民パワー伝説”

発売初日5/27は特別電話047-393-7111もしくはWEBのみの受付

舟木一夫芸能生活60周年
記念コンサート2022

6歳〜

①開演14:00 ②開演18:00 ※開場は各回開演の30分前 全席指定7,000円
発売初日6/2は特別電話047-393-7111もしくはWEBのみの受付

NEXT! ～いちかわ黄金伝説～

全席指定4,000円

懐かしくて新しい和太鼓アンサンブル、東京打撃団。
圧倒的な音圧と、繊細な演奏で楽しく舞台を駆けめぐる！
【曲目】華疾風（はなはやて）
、新（あらた） ほか
●主催：アートウィル 03-5707-1711
共催：市川市文化振興財団

梅沢富美男＆研ナオコ

新着情報

アッ！とおどろく夢芝居

行徳文化ホールI&I

①開映10:30 ②開映13:30 開場は各回30分前 全席自由500円

●主催：市川市文化振興財団

梅沢富美男劇団特別公演

6歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

S席のみ500円引

開場13:30／開演14:00
全席指定 S席4,500円 A席3,500円

《応募期間》 ６月６日（月）〜７月４日（月）
《会
場》 市川市文化会館 小ホール
《審査日程》
弦楽器部門【自由曲】８月26日
（金）
声楽部門【自由曲】９月２日（金）
ピアノ部門【課題曲】９月 ７日
（水）
管・打楽器部門【自由曲】９月８日（木）
邦楽器部門【自由曲】９月 ９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。
《募集人数》各部門30人程度

《参加費》10,000円

《応募資格》
《申込方法》
《審査員》等につきましては
財団HPよりご確認ください。

【出演】 三遊亭小遊三、 桂文珍、 柳家三三

発売初日6/25は特別電話047-393-7111
もしくはWEBのみの受付
●主催・問：(株)エイフル企画 03-6240-1052

─5─

三遊亭小遊三

桂文珍

柳家三三

6月25日(土)10:00発売 特Ｗ
共催：市川市文化振興財団

《受賞記念演奏会》

11月26日(土)
市川市文化会館

13：00開演予定

小ホール

詳細はこちら

●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

─6─

催し物案内

６月公演早見表

●2022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。●
財団管理施設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、掲載していない催し
物もあります。●ご来場は公共の交通機関をご利用ください。●表示金額は全て税込みです。

2022年５月上旬現在の情報です。新型コロナウイルス感染症の拡大状況により開 館時間等が変更になる場合がございます。詳細は各施設HPにてご確認ください。

◦大ホール

■市川市文化会館
公演日

公演タイトル

入場方法

開演／終演(予定)

完売御礼

17:00／19:00

レキシツアー2022 土偶サスペンス劇場 〜消えたレキシ男爵〜

完売御礼

17:00／未定

11
（土）

リニューアルオープン記念 祝祭管弦楽団スペシャルコンサート

【全席指定】
一般3,500円
高校生以下1,000円
市民特別料金2,500円

15:00／17:00

16
（木）

純烈コンサート2022

【全席指定】
7,000円

①14:00／16:00
②18:00／20:00

18
（土）

私立恵比寿中学 10th Anniversary Tour 2022〜drawer〜

完売御礼

17:00／19:00

19
（日）

鈴木雅之 masayuki suzuki taste of martini tour 2022
〜DISCOVER JAPAN DX〜

完売御礼

18:00／20:00

4（土）

布袋寅泰 HOTEI the LIVE 2022 “Still Dreamin’ Tour”

5（日）

24
（金）
25
（土）

◦小ホール

26（日）

YUKI concert tour “SOUNDS OF TWENTY” 2022
知里のミュージックエッセンス 500回記念コンサート

【全席指定】
9,900円
【指定席】
6,500円
【自由席】
4,500円

お問い合わせ
キョードー東京
（平日11:00〜18:00／土日祝10:00〜18:00）0570-550-799
DISK GARAGE
050-5533-0888
（平日12:00〜15:00）
市川市文化振興財団

アイエス
03-3355-3553
（平日10:00〜17:00）
キョードー東京
（平日11:00〜18:00／土日祝10:00〜18:00）0570-550-799
市川市文化振興財団

047-379-5111

HOT STUFF PROMOTION

03-5720-9999

15:30／19:00

オフィス・かねこ(株)

047-334-0721

14:00／16:00

金管アンサンブルBliss 中野

080-3418-8163

19:00／未定
16:00／未定

◦展示室

4（土）

金管アンサンブルBliss 第3回定期演奏会

5（日）

ブラスムジークシュベルマー 第27回定期演奏会

無

料

14:00／16:00

ブラスムジークシュベルマー
ワタナベ

フラダンス タヒチアンダンス発表会
なのはなシニア千葉特選演芸会
第24回 山口邦明門下生コンサート OTTIMO

無

料

16:00／19:30

FETI'A Hula Halau' O Hokule'a

10:00／12:00

市川市高齢者クラブ連合会

15:00／18:30

オフィスオッティモ

11
（土）
15
（水）
24
（金）
公開日

4（土）〜6（月）
9（木）〜12（日）

展示タイトル

料

【全席自由】
1,800円
無

料

入場方法

第51回 鶏聲展

無

料

書・遊び心展

無

料

無

料

26
（日）〜7/3（日） 第10回 純展 京葉支部展
◦大会議室

公演日

4（土）

無

公演タイトル

人形劇「グリムのかばん」

047-379-5111

開館時間
10:00／16:30
6
（月）
は14：00まで
10:00／17:00
12
（日）
は16:00まで
26
（日）
13:00／17:00
10:00／17:00
7/3は16:00まで

入場方法

開演／終演(予定)

【全席自由】
4歳〜高校生1,000円
大人2,000円
（当日各席300円増）

15:00／16:00

入場方法

開演/終演（予定）

080-4346-6419
080-9548-1087
047-396-2629
047-397-6574

お問い合わせ
日本書道普及連盟

03-3261-3121

聖龍書会

047-326-1013

純展 京葉支部 伊藤

090-6521-9206

お問い合わせ
NPO法人
市川子ども文化ステーション

047-339-7744

■行徳文化ホールⅠ&Ⅰ
公演日

4（土）

公演タイトル

ミサキッズ ラテンコンサート

【全席自由】
前売600円
当日800円
お子様
（高校生）
まで無料

14:00／16:30
12:00／14:00

お問い合わせ
美咲園 石井・黒田・八木
（平日10:00〜17:00）

12（日）

DANCE IN THE FOREST vol.2

無

料

18（土）
25（土）

行徳吹奏楽団 演奏会 vol.12
ちいさな発表会

無

料

14:00／16:00

行徳吹奏楽団 堀内

無

料

10:00／20:00

菅井

─7─

15:00／17:00

DANCE STUDIO FOREST

─8─

047-317-2585
misakids1448@gmail.com

047-711-4441

info@danceforest.com

090-3228-6245
047-328-8642

2022年５月上旬現在の情報です。新型コロナウイルス感染症の拡大状況により開 館時間等が変更になる場合がございます。詳細は各施設HPにてご確認ください。

■芳澤ガーデンギャラリー
公開日

2（木）〜10（金）
18
（土）
30
（木）〜7/3（日）

展示タイトル

市川美術会創立70周年記念
市展 選抜役員展

入場方法
無

0歳からの芳澤こどもコンサート

開館時間(開演/終演)

料

完売御礼

人生を愉しむ四人の作品展

無

お問い合わせ

9:00／17:00
※最終日10日は13:00まで
市川美術会 倉本
入館16：30まで、10日12：30まで
11:00／11:45
芳澤ガーデンギャラリー
開場10:30
11:00／17:00
※最終日7/3は16:00まで
バンブースタジオ
入館16：30まで、7/3 15：30まで

料

090-3142-1153
047-374-7687
047-372-2656

■中山文化村 清華園
公演日

4（土）
18
（土）

公演タイトル

小島貞二記念 寄席清華亭
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「むかしの市川」

入場方法

開演／終演(予定)

【全席自由】
800円

14:00／15:30

市川市文化振興財団

047-379-5111

無 料
（先着20名。
要事前申込）

13:30／15:00

市川市文化振興財団

047-379-5111

〒272-0021 市川市八幡4-2-1 TEL.047-335-1542
休館日：第2・4月曜日
（祝日の場合は翌平日） 開館時間：9:00～21:00

ギャラリー

◦中山メモリアル

■全日警ホール（市川市八幡市民会館）
公開日

お問い合わせ

展示タイトル

4/16（土）～6/19（日） 市川市収蔵作品展

入場方法
無

開館時間
9:30／17:00
入館16:30まで

料

お問い合わせ

047-712-8557

市川市文化芸術課

〒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：第2・4土日曜日 開館時間：10:00～16:00

■水木洋子邸
公開日

展示タイトル

11（土）、12（日）、25（土）、26（日） 一般公開

入場方法
無

ローズメンバーズ（市川市文化振興財団 友の会）のご案内
⃝スタンダード
（窓口）
会員 年会費2,000円
⃝特典 ・チケットの先行予約

⃝WEB会員

年会費1,500円

（財団が主催する公演または指定する公演のチケット）
・チケットの割引
（財団が主催する公演または指定する公演のチケット）
・イベント情報誌の送付（スタンダード会員限定） ほか
ぜひご入会下さい！！
詳細につきましては
財団HPをご覧ください。
●問：市川市文化振興財団 047-379-5111

開館時間

料

10:00／16:00

お問い合わせ

047-320-3334

市川市文学ミュージアム

「いちかわアーティストバンク」登録アーティストをHPにて公開中！
学校や会社、地域のイベントにてぜひご活用ください！
いちかわアーティストバンクは、市川市内で活躍するアーティスト
の活動機会の拡充と、市川市民が文化芸術に触れる環境づくりを
目的としています。

詳細につきましては
財団HPをご覧ください。

●問：市川市文化振興財団 047-379-5111

市川市文化振興財団 管理施設のご案内
市川市文化会館
〒272-0025

行徳文化ホールⅠ&Ⅰ

市川市大和田1-1-5

TEL.047-379-5111

〒272-0121

休 館 日：第２・４火曜日（祝日の場合は開館）
開館時間：9:00~21:30

芳澤ガーデンギャラリー
〒272-0826

市川市真間5-1-18

TEL.047-374-7687

休 館 日：毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）
開館時間：9:00~17:00

市川市末広1-1-48

TEL.047-701-3011

休 館 日：第１・３火曜日（祝日の場合は開館）
開館時間：9:00~21:30  

木内ギャラリー
〒272-0826

市川市真間4-11-4

TEL.047-371-4916

休 館 日：毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）
開館時間：9:00~17:00
─9─

中山文化村 清華園
〒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）
※庭園は毎日9：00〜17：00で開園（年末年始は除く）

郭沫若記念館
〒272-0826

市川市真間5-3-19

市川市文化会館の会議室・練習室・和室・
茶室、行徳文化ホールＩ&Ｉの会議室を
ご利用してみませんか。
空き状況については財団ホームページを
ご確認ください。

TEL.047-372-5400

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）
─ 10 ─

市川市文化会館

検索

行徳文化ホールＩ&Ｉ

検索

公演情報

⃝Public performance Information⃝
6歳〜

イープラスpresents

『ピアノの森』
ピアノコンサート2022
8月11日(木祝)

文 行 芳 HP

前売のみ一般500円引

行徳文化ホールI&I

開場13:00／開演14:00
全席指定 一般3,800円 子ども(小学生)2,500円
【出演】髙木竜馬
【曲目】ベートーヴェン／エリーゼのためにイ短調Wo059
ショパン／ポロネーズ第６番変イ長調作品53
《英雄ポロネーズ》 ほか

発売初日5/28は特別電話047-393-7111
もしくはWEBのみの受付

髙木竜馬

お一人様４枚まで

5月28日(土)10:00発売 特Ｗ

●主催：イープラス 050-3185-6449（10:00～18:00）pianonomori-info@eplus.co.jp
共催：市川市文化振興財団

市川市文化会館 リニューアルオープン記念事業

NHK交響楽団 市川公演
10月1日(土)

6歳〜

文 行 芳 HP

S席・A席各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
学生席
（大学生以下）
2,000円
【指揮】アレクサンダー・リープライヒ
【ピアノ】小菅優
【曲目】モーツァルト／歌劇「フィガロの結婚」序曲
ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第５番「皇帝」
モーツァルト／交響曲 第41番「ジュピター」
アレクサンダー・
リープライヒ
©Sammy Hart

小菅優
©Marco Borggreve

NHK交響楽団

リニューアルオープンを祝う華麗なコンサート。
世界的ピアニスト小菅優がベートーヴェン「皇帝」を演奏します。
指揮は各国で活躍するアレクサンダー・リープライヒ。
「序曲」から「皇帝」「ジュピター」、Ｎ響スペシャルプログラムです。

発売初日5/29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29日(日)10:00発売 特Ｗ

市川市文化振興財団

〒272-0025 市川市大和田1－1－5

TEL 047-379-5111 FAX 047-370-0180
最新の公演情報は公式HP

https://www.tekona.net

