（公財）市川市文化振興財団

☆公演情報☆
※下記公演は先行予約販売はございません。

藤井フミヤ
CONCERT TOUR 2021～2022 十音楽団

発行

Rose Member’s News
ローズ

メンバーズ

2022 年 4 月 1 日(金)

【全席指定】8,800 円 ※お一人様 4 枚まで
2 月 19 日(土)10:00 一般発売 ※発売初日 2/19 は特別電話 047-393-7111 もしくは WEB のみの受付

リニューアル OPEN

市川市文化会館

※本公演のチケットのお渡しは 4 月 2 日(土)以降、郵送・お引き取りになります。
詳細につきましては財団 HP をご確認ください。

1985 年に開館した市川市文化会館は、
開館後 30 年以上が経過しており、
建築基準法改正に伴う特定天井等の大規模改修を
2020 年 10 月から 2022 年 3 月まで行います。

●主催：bayfm78 共催：市川市文化振興財団
問：ホットスタッフプロモーション 03-5720-9999（平日 12:00～18:00）

Hiromi Go

◇◇◇ 市川市文化会館リニューアル内容 ◇◇◇
●特定天井改修
●大・小ホール客席改修 ［客席数：大ホール 1,758 席 小ホール 413 席］
●大ホールホワイエにエレベーター新設
●館内トイレ改修 ほか
リニューアルした市川市文化会館でのイベントにぜひお越しください。
詳しくは財団 HP にて順次お知らせいたします。

50th Anniversary Celebration Tour 2022
〜Keep Singing〜
5 月 7 日(土) 開場 17:00／開演 18:00
市川市文化会館 大ホール ※3 歳未満入場不可

※写真はイメージです。

市川市文化振興財団友の会ローズメンバーズ 会員有効期限について
※発売初日 2/18 は特別電話 047-393-7111 もしくは WEB のみの受付

●主催：bayfm78／MAS エンターテイメント 共催：市川市文化振興財団
問：MAS エンターテイメント 03-5746-9900

6 月 16 日(木) ①開場 13:30／開演 14:00
②開場 17:30／開演 18:00

市川市文化振興財団オンラインサービス

◇◇◇ アンケートご協力のお願い（ご回答の中から抽選で主催公演にご招待♪） ◇◇◇

※発売初日 2/4 は特別電話 047-393-7111 もしくは WEB のみの受付

この度、友の会運営の向上を目的として、友の会会員様対象のアンケートにご協力をお願いいたします。
アンケートにお答えいただいた方の中から、抽選で以下の主催公演にご招待いたします。

問：アイエス 03-3355-3553（平日 10:00～17:00）

木山裕策と歌声カルテットの昭和歌謡コンサート
4 月 19 日(火) 開場 12:30／開演 13:00
市川市文化会館 小ホール

※未就学児入場可（ただし座席が必要な場合は要チケット）

【全席指定】前売 2,000 円 当日 2,500 円 ※ローズメンバーズ前売のみ 200 円引
2 月 17 日(木)10:00 一般発売 ※発売初日 2/17 は特別電話 047-393-7111 もしくは WEB のみの受付
●主催・問：㈱マイソング 03-5774-1414

窓口会員会員証

※有効期限が切れる約 2 カ月前に、窓口会員は郵送にて、WEB 会員はメールにて更新手続きのご案内をお送りいたします。

※未就学児入場不可

【全席指定】7,000 円
2 月 4 日(金)10:00 一般発売
●主催：ニッポン放送／アイエス

市川市文化会館の大規模改修による休館に伴い、会員有効期間を休館期間分延長しておりましたが、市川市文化会館の
リニューアルオープンに伴い、2022 年 4 月入会・更新分から通常の有効期間（入会日より 1 年間*）となります。
【*入会日より 1 年経過した日の属する月末まで。】
【会員有効期限の確認方法】
●窓口（スタンダード）会員の場合
お手持ちの会員証をご確認ください。会員番号の下に有効期限が記載されています。
※会員証を紛失された場合はお電話にてお問い合わせください。
●WEB 会員の場合
「市川市文化振興財団オンラインサービス」の「会員情報の確認・変更」からログインしてご確認ください。
ログイン後、画面右上に有効期限が表示されます。

純烈コンサート 2022
市川市文化会館 大ホール
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Twitter 始めました！フォローお願い致します♪
@ichikawa_bunka (https://twitter.com/ichikawa_bunka)

4 月 9 日(土) 開場 16:00／開演 17:00
4 月 10 日(日) 開場 14:00／開演 15:00
市川市文化会館 大ホール ※未就学児入場不可

【全席指定】10,000 円
2 月 18 日(金)10:00 一般発売

2022

ニュース

後援：市川市文化振興財団

【休館日・開館時間】
●市川市文化会館（仮）事務所 定休日：第 2、第 4 火曜日（祝日は営業） 窓口受付時間：9:00～19:00
●行徳文化ホール I＆I 休館日：第 1、第 3 火曜日（祝日は営業） 開館時間：9:00～21:30
●芳澤ガーデンギャラリー 休館日：毎週月曜日（祝日の場合は直後の平日） 開館時間：9:00～17:00
発行：市川市文化振興財団 友の会事務局 【市川市文化会館(仮)事務所】
公式 HP（https://www.tekona.net）
TEL：047-379-5111
〒272-0023 市川市南八幡 3-12-21 MC 本八幡 5 階

〈財団公式ＨＰ〉

【招待対象公演】
① 川井郁子コンサート～名曲物語～〈2 月 26 日(土)15:00 開演 行徳文化ホール I＆I〉／3 組 6 名様（2 階席）
② 江口玲＆川口成彦 ピアノリサイタル〈3 月 10 日(木)18:30 開演 行徳文化ホール I＆I〉／3 組 6 名様
③ 行徳特選会〈3 月 18 日(金)18:30 開演 行徳文化ホール I＆I〉／3 組 6 名様（2 階席）
Google フォーム
④ スペシャル・午後のクラシック オペラ・ガラコンサート〈4 月 16 日(土)14:00 開演 市川市文化会館小ホール〉／3 組 6 名様
⑤ 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〈6 月 11 日(土)15:00 開演 市川市文化会館大ホール〉／5 組 10 名様
⑥ 鈴木雅之 taste of martini tour 2022 ～DISCOVER JAPAN DX～〈6 月 19 日(日)18:00 開演 市川市文化会館大ホール〉／1 組 2 名様
【回答方法】
〈窓口会員〉①持参 ②郵送（※送料はご負担いただきます） ③Google フォーム
本号友の会会報誌と同封している別紙アンケートをご使用いただくか、右の二次元コードより Google フォームにお進みください。
（送り先：〒272-0023 市川市南八幡 3-12-21 MC 本八幡 5 階 市川市文化振興財団 友の会事務局）
〈WEB 会員〉Google フォーム
メールにてフォーム URL をご案内いたします。
【回答期限】2 月 15 日（火）必着 【対象者】市川市文化振興財団友の会窓口会員・WEB 会員
【当選結果】当選者の発表は、招待チケットの発送をもってかえさせていただきます。

先行予約情報については中面へ！ その他チケット販売情報については裏面へ！

☆先行予約情報☆

さだまさしコンサートツアー2022

◆先行予約方法◆
《窓口会員》先行予約日 11:00～17:00 まで TEL：047-393-7111 にて受付（先着）
《WEB 会員》期間内（初日 11:00～最終日 17:00 まで）に財団 HP より申込み（抽選）

5 月 21 日(土) 開場 16:00／開演 17:00
市川市文化会館 大ホール ※未就学児入場不可
【全席指定】一般 8,800 円

車椅子・介助者席 8,800 円

※お一人様 4 枚まで

3 月 12 日(土)10:00 一般発売

市川市文化会館 リニューアルオープン記念事業

※発売初日 3/12 は特別電話 047-393-7111 もしくは WEB のみの受付

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

※本公演のチケットのお渡しについては、5 月 7 日(土)以降、郵送・お引き取りとなります。
座席の指定およびキャンセルはできません。
料金は事前にお支払いいただくため、チケットのお申込み方法・お支払期間については、通常と変更ありません。
チケットのお渡し期間・方法については通常の販売方法と異なりますので、下記をご確認の上お申込みください。

6 月 11 日(土) 開場 14:00／開演 15:00
市川市文化会館 大ホール ※未就学児入場不可

近藤薫
©深堀瑞穂

【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）
【メンバー】Vn ／瀧村依里（読響）、倉冨亮太（N 響）、上敷領藍子
Va ／中村翔太郎（N 響）、木下雄介（元大阪フィル）
Vc ／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）
Cb ／幣隆太朗（SWR 交響楽団）
福川伸陽
Fl ／神田勇哉（東フィル）
、 Ob ／荒絵理子（東響）
、 Cl ／松本健司（Ｎ響）
Fg ／長哲也（都響）、Hr ／福川伸陽（元Ｎ響）
Tp ／長谷川智之（N 響）
、 Tim ／篠崎史門（神奈川フィル）
主要オーケストラ首席奏者たちと当財団新人演奏家コンクール受賞者を中心に選ばれた若き演奏家たち！
【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

【全席指定】一般 3,500 円

先行予約期間
窓口会員
WEB 会員

窓口会員
WEB 会員

窓口会員

高校生以下 1,000 円 市民特別料金 2,500 円（市内在住の方対象）

WEB 会員

※ご購入の際にご住所のわかるものをご提示いただきます。

先行予約期間
窓口会員
WEB 会員

1 月 29 日(土)11:00～17:00
1 月 27 日(木)11:00～1 月 29 日(土)17:00
●主催：市川市文化振興財団

車椅子席 3,800 円

※車椅子席はチケットポートのみの取り扱いとなります。

3 月 4 日(金)10:00 一般発売
※発売初日 3/4 は特別電話 047-393-7111 もしくは WEB のみの受付

先行予約期間

●主催：エニー・チケットポート

B.振込】

2 月 28 日(月)～3 月 2 日(水) (抽選日から 3 日以内)
【支払方法：クレジット】

※抽選：2 月 28 日(月)午前中

5 月 7 日(土)～（公演 2 週間前から、公演当日可）
【引換方法：A.窓口 B.郵送】
5 月 7 日(土)～（公演 2 週間前から、公演当日可）
【引換方法：A.郵送 B.コンビニ】
◆WEB 会員
①先行予約期間に予約
②抽選（必ず当落結果をご確認ください）
③支払期間内にクレジットにて支払
④チケットお渡し・引換
A. 郵送の場合…引換期間初日にチケットを郵送します。
B. コンビニの場合（引換券発券）
…予めコンビニにて引換券を発券の上、
引換期間内に引換券を窓口にご持参いただき、
チケットとお引換ください（公演当日可）
。

●主催：市川市文化振興財団

5 月 20 日(金) 開場 17:45／開演 18:30
行徳文化ホール I＆I ※未就学児入場不可

窓口会員
WEB 会員

【支払方法：A.窓口

◆窓口会員
①先行予約期間に予約
②A.B いずれかの方法で支払期間内に支払
A.窓口支払：お支払いの際、引換券をお渡しします。
B.振込支払：銀行振込 or 郵便振込
振込案内を支払期間初日に郵送します。
③チケットお渡し・引換
A.窓口支払の場合 …引換期間内に引換券を窓口にご持参いただき、
チケットとお引換ください（公演当日可）
。
B.振込支払の場合 …引換期間初日にチケットを郵送します。

神田伯山 独演会

【全席指定】一般席 3,800 円

支払期間・支払方法
3 月 12 日(土)～3 月 26 日(土) (一般発売日から 2 週間)

チケットお渡し・引換期間

山脇幸人
©FUKAYA YoshinobuauraY2

※ローズメンバーズ 一般のみ 1,500 円引
2 月 5 日(土)10:00 一般発売 ※発売初日 2/5 は特別電話 047-393-7111 もしくは WEB のみの受付

2 月 27 日(日)11:00～17:00
2 月 25 日(金)11:00～2 月 27 日(日)17:00

2 月 25 日(金)11:00～17:00
2 月 23 日(水祝)11:00～2 月 25 日(金)17:00
問：チケットポート 03-6327-3710（平日 10:00～18:00） 共催：市川市文化振興財団

本紙の情報は、2022 年 1 月中旬現在のものです。
「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」に従い開催いたします。
新型コロナウイルスの影響により開催を予定している公演が中止・延期となる場合があります。
中止・延期公演のチケットを購入・予約しているお客様には電話もしくはメールにてお知らせいたします。
最新情報は、財団公式 HP などでご確認ください。（https://www.tekona.net）

●注意事項
☆営利を目的としたチケットの転売行為は、金額・理由を問わず一切禁止させていただきます。
☆公演により、枚数制限を設ける場合がございます。その場合、同一の会員番号による複数回の予約はできません。
☆公演中止・延期等によるチケットの返金対象は、チケット金額のみとなります。（各種手数料は対象外です。）

●先行予約について
☆窓口会員様
・記載された当日、電話のみ 11:00～17:00 までの受付です。一般発売日までの期間受付ではございません。
・受付時間内であっても規定の席数に達し次第、受付を終了いたします。ご了承ください。
・お申込みには会員番号が必要になります。お手元に「友の会ローズメンバーズ会員証」をご用意ください。
・予約の途中で電話が切れた場合、予約は成立しません。携帯電話等による予約では特にご注意ください。
☆WEB 会員様
・WEB 会員様は期間内初日 11:00～最終日 17:00 までの申込みです。
・友の会ローズメンバーズ会員証は窓口会員様のみに発行しております。（WEB 会員様には発行しておりません。）

●チケット引換方法
いずれの方法も、お引渡し時期は一般発売日以降です。
1.市川市文化会館(仮)事務所、行徳文化ホール I&I、芳澤ガーデンギャラリーにて、チケット料金と引換にお渡しする方法。
2.銀行振込にて下記の指定口座へチケット料金をお振込みいただいた後にチケットを郵送する方法。
■振込先/千葉銀行市川支店 普通 3777771 名義：(ｺｳｻﾞｲ)ｲﾁｶﾜｼﾌﾞﾝｶｼﾝｺｳｻﾞｲﾀﾞﾝ
（振込手数料はお客様負担となります。）
3.郵便振替にて下記の指定口座へチケット料金をお振込みいただいた後にチケットを郵送する方法。
■振込先/ゆうちょ銀行 00190-2-414025 名義：市川市文化会館友の会（振込手数料はお客様負担となります。）
4.佐川急便 e-コレクトによる代金引換サービスで自宅にチケットをお届けする方法。（別途手数料がかかります。）
※公演により引換方法が異なる場合がございますので、ご確認の上お申込みください。

