市川市文化振興財団イベント案内

EVENT
GUIDE
イ ベ ン ト ガ イ ド

2022
SEP.
財団公式キャラクター
アートくんとメロディーさん

Twitter
@ichikawa̲bunka

松山千春コンサート・ツアー2022
10月18日(火)

新着情報

0歳〜

市川市文化会館 大ホール

開場18:00／開演18:30

09
文 HP

全席指定8,800円

４歳以上要チケット。３歳以下膝上無料。ただし、座席が必要な
場合は要チケット。

発売初日9/25は特別電話047-393-7111もしくはWEBのみの受付
※発売日初日はお一人様２枚まで

●主催・問：ネクストロード 03-5114-7444
（平日14:00〜18:00）
共催：市川市文化振興財団

9月25日(日)10:00発売 特Ｗ

海宝直人
Home My Home 2022
11月24日(木)

4歳〜

新着情報
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18:00／開演19:00
全席指定 プレミアム席9,000円
S席7,000円 A席6,000円
発売初日9/24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

©Mika Iwamura

9月24日(土)10:00発売 特Ｗ

硬派弦楽アンサンブル「石田組」 6
2023年1月15日(日) 市川市文化会館 大ホール

新着情報

歳〜

文 行 芳 HP

各席500円引

開場13:00／開演14:00 全席指定 1階席6,000円 2階席5,000円
※学生券当日引換券（25歳以下）2,000円については、キョードー東京に
お問合せ下さい
【出演】〈ヴァイオリン〉石田泰尚、佐久間聡一、櫻井純、丹羽洋輔、大町滋
〈ヴィオラ〉生野正樹、萩谷金太郎、長石篤志
〈チェロ〉門脇大樹、弘田徹、大宮理人
〈コントラバス〉米長幸一
【曲目】 バルトーク／ルーマニア民俗舞曲
マイケル・ジャクソン（松岡あさひ編曲）／今夜はビートイット

©Hikaru.☆

ほか

発売初日9/10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
問：キョードー東京 0570-550-799
（平日11：00〜18：00 土日祝10：00〜18：00） 9月10日(土)10:00発売 特Ｗ

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

NEXT! ～いちかわ黄金伝説～

フレッシュ ：新人演奏家コンクール受賞者

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。

0歳〜

しまじろうコンサート

文 行 芳 HP

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”

9月24日(土)

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。

0歳〜

第10回記念いちかわ市民ミュージカル

市川市文化会館 大ホール

①11:00開演 ②16:00開演 開場は各回開演の30分前
全席指定 前売券 1階席2,800円 2階席2,000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。
●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

人形劇団プーク「死神」
9月25日(日)

9歳〜

発売中

文 行 芳 HP

市川市文化会館 小ホール

しまじろうとうみのだいぼうけん

開場18:00／開演18:30 全席自由 大人2,500円 子ども（小学４年生〜高校生）1,500円 当日各席300円増し

9月3日(土)･9月4日(日)

●市川子ども文化ステーション 047-332-3024

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★

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）

※小学３年生以下のお子様は入場できません

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）

市川寄席

●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） 発売中
後援：市川市文化振興財団

9月25日(日)

全席指定3,480円（会館特別価格）

6歳〜

上手い！可愛い！華がある！三拍子そろった「寄席のプリンセス」登場！

豪華競演！特撰東西落語名人会
9月5日(月)

市川市文化会館 大ホール

開場13:30／開演14:00
全席指定 S席4,500円 A席3,500円
【出演】 三遊亭小遊三、 桂文珍、 柳家三三

三遊亭小遊三

文 行 芳 HP

前売のみS席500円引

桂文珍

●主催・問：エイフル企画(株) 03-6240-1052 共催：市川市文化振興財団

柳家三三

発売中

「石井光智 電車の顔」展

【入場料】 一般 200円 中学生以下無料 障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方（1名）無料
※月曜日休館。ただし、月曜日が祝日の場合は開館、翌日休館
●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

文 行 芳 HP

市川市文化会館 大ホール

［チケット発売初日の販売方法］

文 行 芳 HP

市川市文化会館 大ホール

市川市文化会館 リニューアルオープン記念

NHK交響楽団 市川公演
10月1日(土)

発売中

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

※学生席は２階席後方の左右ブロックとなります

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。
─1─

TATUYA ISHII SPECIAL CONCERT TOUR 2022
「MESSAGE」

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

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

●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

●主催・問：ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
共催：市川市文化振興財団

9：30〜16：30（最終入館16：00）

9月14日(水)

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

開場17:30／開演18:30 全席指定 S席10,000円 A席8,000円 お一人様４枚まで
小学生以上有料（小学生未満で座席が必要な場合有料）

9月9日(金)〜10月16日(日) 芳澤ガーデンギャラリー

6歳〜
梅沢富美男劇団特別公演
梅沢富美男＆研ナオコ アッ！とおどろく夢芝居

200円引

全席自由1,800円

【出演】 蝶花楼桃花、立川志ら鈴、春風亭㐂いち

9月28日(水)

文 行 芳 HP

市川市文化会館 大会議室

開場13:30／開演14:00

6歳〜

発売中

【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
アレクサンダー・
小菅優
ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第５番「皇帝」
リープライヒ
©Marco Borggreve
モーツァルト／交響曲 第41番「ジュピター」
©Sammy Hart

発売中

●主催：市川市文化振興財団
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木山裕策と歌声カルテットの昭和歌謡コンサート

10月3日(月)

0歳〜

市川市文化会館 小ホール

開場12:30／開演13:00

文 行 芳 HP

前売のみ200円引

全席指定 前売2,000円 当日2,500円

午後のクラシック ～ヴァイオリン・ピアノ～
10月15日(土)

6歳〜

市川市文化会館 大会議室

文 行 芳 HP

200円引

フレッシュ

開場13:30／開演14:00 全席自由1,000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）
●主催・問：(株)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

発売中

【出演】
〈ヴァイオリン〉堀内星良 〈ピアノ〉各務佑実
【曲目】ショパン／子守歌
エルンスト／夏の名残のバラ
フランク／ヴァイオリンソナタ ほか

堀内星良

0歳〜

10月4日(火)

文 行 芳 HP

絵日記を描こう！

市川市文化会館 大ホール

開場17:30／開演18:30

10月16日(日)

全席指定8.800円 当日券9,350円

8月28日(日)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）

新着情報

市民文化サポーター企画事業（美術）

美術講座「ゴッホ -波乱の生涯と作品」

6歳〜

無料（先着200名・要事前申込）

【講師】 谷岡清（美術評論家、NPO法人美術教育支援協会理事長）

9月1日(木)10:00受付開始

新着情報

日本の伝統芸能を楽しむ会

江戸の流行り唄と落語

10月8日(土)

※開場は各回開演の30分前

全席自由1,000円
発売中

0歳〜

文 行 芳 HP

「おもちゃの国とみんなのたからもの」

今年はあたらしいお話のミュージカル！おもちゃの国を舞台に、アンパンマンたちが大活躍するよ!
★夕方公演ではわくわくアンコールを実施するほか、
各公演終了後には好評の楽しい写真撮影タイムがあるよ。
みんなで、たのしくおどって、てをたたこう！

10月10日(月祝)

市川市文化会館 大ホール

①11:10開演 ②13:50開演 ★③16:30開演
開場は各回40分前 全席指定3,900円

©やなせたかし／

２歳からチケット必要。０歳、１歳のお子様は大人１名につき フレーベル館・TMS・NTV
１名まで膝上無料。ただし、席が必要な方は有料。
お一人様10枚まで
●主催・問：キョードー東京 0570-550-799（平日11:00〜18:00 土日祝10:00〜18:00）
発売中
共催：市川市文化振興財団

─3─

みんな楽しく０歳からコンサート
10月17日(月)

0歳〜

文 行 芳 HP

フレッシュ

市川市文化会館 小ホール

未就学児膝上無料（座席が必要な場合は要チケット）
【出演】〈コントラバス〉 橋本慎一 〈クラリネット〉 倉内理恵
〈ピアノ〉 弘中佑子
橋本慎一
【曲目】アンダーソン／ワルツィング・キャット
©Yutaka Nakamura
リムスキー＝コルサコフ／熊蜂の飛行
ロンドンデリーの歌 ほか

倉内理恵

弘中佑子
©Ayane Shindo

発売中

●主催：市川市文化振興財団

6歳〜

桂宮治 独演会

●主催：市川市邦楽連盟 松島 090-4592-2515

それいけ！アンパンマン ミュージカル

10月1日(土)10:00受付開始

文 行 芳 HP

市川市文化会館 大会議室

①11:00開演 ②14:30開演

●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

開場10:30／開演11:00／終演予定11:45 全席自由600円

市川市文化会館 小ホール

●主催・申：市川市文化振興財団 047-379-5111

郭沫若記念館

【参加費】 無料（先着10名・要事前申込） 【対象】 小・中学生
【講師】 百田稔 【テーマ】 大すきな食べもの

発売初日8/28は特別電話047-393-7111もしくはWEBのみの受付

10月7日(金)

新着情報

①10:30～12:00 ②13:30～15:00

年齢制限無し。ただし4 歳未満でもご入場される全てのお子様のチケットが必要

開場13:00／開講13:30

各務佑実

発売中

●主催：市川市文化振興財団

10月19日(水)

文 行 芳 HP

行徳文化ホールI&I

開場17:45／開演18:30

全席指定3,000円

●主催：エニー・チケットポート
共催：市川市文化振興財団
問：チケットポート 03-6327-3710（平日10：00〜18：00）

RYO NISHIKIDO LIVE TOUR 2022
″Nocturnal″

発売中

3歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

錦戸亮 全国ホールツアー市川公演開催決定！

10月21日(金)

市川市文化会館 大ホール

開場17:30／開演18:30
全席指定 特典付9,900円 一般8,800円
発売初日9/11は特別電話047-393-7111もしくはWEBのみの受付

他プレイガイドは9月10日（土）10：00発売
9月11日(日)10:00発売 特Ｗ
●主催：NOMAD RECORDS
問：ラウンド・アバウト 03-6418-7205（平日12:00〜16:00）
後援：市川市文化振興財団

─4─

映画「われ弱ければ 矢嶋楫子伝」

10月22日(土)

市川市文化会館 小ホール

①10:30上映 ②14:00上映★ ③18:30上映

0歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

※開場は各回上映の30分前

★２回目は字幕付上映

市川市文化振興財団

第35回新人演奏家コンクール 受賞記念演奏会

6歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

８月下旬〜９月上旬に行われる新人演奏家コンクール受賞者による記念演奏会。 フレッシュ
本誌「

」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。

全席自由1,200円
●主催：市川市で良い映画を見る会 松島 090-4592-2515
現代ぷろだくしょん 03-5332-3991（平日10：00〜18：00）

路上ライブ開始から20周年！

植村花菜 スペシャル・コンサート

6歳〜

発売中

文 行 芳 HP

Family Ties 〜家族の絆〜

10月28日(金)

全席指定 S席5,500円 A席5,000円

●主催：MIN-ON
問：MIN-ONインフォメーションセンター 03-3226-9999（平日10:00〜16:00） 発売中

躍るクラシック・コンサート

6歳〜

文 行 芳 HP

１階席のみ500円引

話題のYouTubeピアニスト石井琢磨と菊池亮太を迎えて、
豪華なオーケストラと、とにかく楽しいクラシック音楽を届けるコンサート！

11月3日(木祝)

市川市文化会館 小ホール

開場12:30／開演13:00

全席自由500円

第35回 市川市文化振興財団 新人演奏家コンクール日程
弦楽器部門：８月26日(金) 管・打楽器部門：９月８日(木)
声 楽部門：９月２日(金) 邦楽器部門：９月９日(金)
ピアノ部門：９月７日(水) コンクールは公開です。

10月6日(木)
10:00発売 窓口
●主催：
市川市文化振興財団

フジコ・ヘミング＆ウィーン室内管弦楽団

市川市文化会館 大ホール

開場17:30／開演18:30

11月26日(土)

市川市文化会館 大ホール

開場15:00／開演16:00 全席指定 １階席5,000円 ２階席4,000円
配信視聴チケット3,000円 ※配信視聴チケットはイープラスのみの取扱いとなります
【出演】石井琢磨、菊池亮太、STAND UP! ORCHESTRA、榊真由
【曲目】ハチャトゥリアン／剣の舞
ブラームス／ハンガリー舞曲 ほか

6歳〜

文 行 芳 HP

〜ウィーン・フィルの名コンサートマスターを迎えて〜
魂のピアニスト、ウィーン名門オーケストラとの豪華な競演

12月14日(水)

市川市文化会館 大ホール

開場13:00／開演14:00
全席指定 S席11,000円 A席9,000円 B席7,000円 C席5,000円
【ピアノ】フジコ・ヘミング 【指揮】マリオ・コシック
【コンサートマスター】ライナー・キュッヒル
【曲目】モーツァルト／ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 ほか

フジコ・ヘミング
©Hideo Nakajima

●主催・問：コンサート・ドアーズ 03-3544-4577（平日10:00〜18:00）
発売中
後援：市川市文化振興財団

CHINTAIクラシック・スペシャル

ウクライナ国立バレエ

「ドン・キホーテ」

（旧キエフ・バレエ）

12月20日(火)

市川市文化会館 大ホール

6歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

S席・A席各500円引

開場17:45／開演18:30
全席指定 S席9,000円 A席7,000円 B席5,500円 C席4,000円

石井琢磨

菊池亮太

STAND UP! ORCHESTRA

榊真由

発売中

●主催：市川市文化振興財団

【出演】オレシア・シャイターノワ、オレクサンドル・オメリチェンコ
他ウクライナ国立バレエ（旧キエフ・バレエ）
※演奏は特別録音音源を使用いたします。

©Hidemi Seto

発売初日9/14は特別電話047-393-7111もしくはWEBのみの受付

ベートーヴェン・シネマ＆リサイタル
近藤嘉宏 plays 三大ピアノソナタ
11月24日(木)

6歳〜

文 行 芳 HP

「第9回 いちかわ未来の画家コンクール」作品大募集！

市川市文化会館 小ホール

開場12:30／開演13:00

発売中

【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】11月22日
（火）
〜11月27日
（日） ※必着
【展示期間】12月18日
（日）
〜令和5年1月9日
（月・祝）
※休館日：月曜日、年末年始［12／28
（水）
〜1／4
（水）
］
【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。
【審 査 員】中山忠彦（洋画家・日本藝術院会員・市川市名誉市民）
大場再生（洋画家・独立美術協会会員）
寺久保文宣（洋画家・日展特別会員・白日会常任委員）
※応募方法等の詳細は、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
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新着情報

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。

全席指定4,000円

《第１部》映画『エロイカ』上映（1949年／オーストリア映画（日本語字幕付）／86分）
《第２部》近藤嘉宏ピアノ・リサイタル
【曲目】ピアノソナタ 第８番 ハ短調 作品13「悲愴」 ほか
●主催：楽画会 03-3498-2508（平日9:30〜17:30） 後援：市川市文化振興財団

9月14日(水)10:00発売 特Ｗ

●主催：光藍社
問：光藍社チケットセンター 050-3776-6184（平日12:00～16:00）
共催：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

─6─

催し物案内

９月公演早見表

●2022年８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８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

3(土)・4(日)
5(月)
14(水)
15(木)
18(日)
24(土)
28(水)

◦小ホール

2(金)
4(日)
7(水)
8(木)
9(金)
10(土)･11(日)
17(土)

公演タイトル

入場方法

開演／終演（予定）

【全席指定】
3,480円
（会館特別価格）

①11:00／12:15
②14:00／15:15
③17:00／18:20

豪華競演！特撰東西落語名人会

【全席指定】
S席4,500円
A席3,500円

14:00／16:00

梅沢富美男劇団特別公演
梅沢富美男＆研ナオコ アッ！とおどろく夢芝居

【全席指定】
7,000円

①14:00／16:20
②18:00／20:20

アイエス
（平日10:00〜17:00）

03-3355-3553

DOBERMAN INFINITY LIVE TOUR 2022 "LOST+FOUND"

【全席指定】
9,350円

19:00／未定

DISK GARAGE
（平日12:00〜15:00）

050-5533-0888

しまじろうコンサート
しまじろうとうみのだいぼうけん

令和4年度 市川市芸術祭・文化祭
無 料
市川交響吹奏楽団 秋のコンサート
第10回記念いちかわ市民ミュージカル
【全席指定】１階席2,800円
２階席2,000円
NEXT! 〜いちかわ黄金伝説〜 ”我が街”に、
新たな伝説が蘇る！
（当日各席200円増し）
”いちかわ黄金市民パワー伝説”
TATUYA ISHII SPECIAL CONCERT TOUR 2022「MESSAGE」

①16:00／未定
②11:00／未定

いちかわ市民ミュージカル
実行委員会

18:30／未定

DISK GARAGE
（平日12:00〜15:00）

047-369-7522

ichikawa_shimin_
musical@yahoo.co.jp
https://www.diskgarage.
com/form/info

未来和樹 LIVE 2022『伝苑』

未来和樹ライブ実行委員会

050-6869-1288

エンターテインメント集団 新風 in 市川
～序章その弐～「生命の力」

【全席自由】
一般3,700円
高校生以下2,500円

①10:30／12:15
②13:30／15:15

エンターテインメント集団
新風

090-7010-3698

無

料

11:00／15:45

市川市文化振興財団

無

料

10:00／11:30

石川

無

料

10:30／15:10

市川市文化振興財団

無

料

10:30／16:55

市川市文化振興財団

無

料

11:00／11:55

無

◦展示室

ミキ漫 2022全国ツアー

公開日

料

【全席自由】大人2,500円
子ども（小学4年生〜高校生）1,500円
（当日各席300円増し）

【全席指定】
3,500円
展示タイトル

入場方法

9:30／19:30
18:30／19:20

市川子ども文化ステーション

19:00／20:30
開館時間

◦

西陣美術織 伊藤若冲展

料

10:00／17:00
4日は16:00まで

令和4年度 市川市芸術祭・文化祭
第30回市川市手工芸公募展

無

料

10:00／16:00
18日は14:00まで

料

23日 13:00／18:00
10:00／18:00
10/2
（日）
は16:00まで

市川デッサン会 制作展

無

大会議室

公演タイトル

市川寄席

eika.5435@docomo.ne.jp

NAK
（日本アマテュア歌謡連盟）047-376-2627
市川支部 佐藤
080-8192-2672

無

公演日

25(日)

渡邉

市川市文化振興財団

人形劇団プーク「死神」

23(金)〜10/2(日)

090-8118-1506

15:00／17:00

10日17:30／未定
11日①12:00／未定
②16:30／未定

25(日)

14(水)〜18(日)

03-6240-1052

【全席指定】
S席7,000円
A席6,000円

第14回 市松歌謡祭

1(木)〜4(日)

エイフル企画
（株）

050-5533-0888
047-379-5111
080-1396-6396
047-379-5111
047-379-5111
047-379-5111

市川市文化振興財団 第35回 新人演奏家コンクール【声楽部門】
ピアノでドレミ♪5th anniversary コンサート
市川市文化振興財団 第35回 新人演奏家コンクール【ピアノ部門】
市川市文化振興財団 第35回 新人演奏家コンクール【管・打楽器部門】
市川市文化振興財団 第35回 新人演奏家コンクール【邦楽器部門】

18(日)

30(金)

【全席指定】
S席10,000円
A席8,000円

お問い合わせ
しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883
（9:00〜21:00）

入場方法

開演／終演（予定）

【全席自由】
1,800円

14:00／16:00

入場方法
無 料

開演／終演（予定）
未 定

047-332-3024

FANYチケット問合わせダイヤル
（10：00〜19：00／年中無休） 0570-550-100
お問い合わせ
西陣美術織 全国巡回展
072-808-2223
実行委員会
市川市手工芸連盟 牛尼

090-4228-3594

市川デッサン会 泉水

047-372-1680

お問い合わせ
市川市文化振興財団

047-379-5111

■行徳文化ホールⅠ&Ⅰ
公演日

17(土)
25(日)

公演タイトル

KEDIA音楽教室 第4回音楽発表会
第15回記念公演 妙典シンフォニック・ウィンド・アンサンブル
定期演奏会
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未

定

17:30／20:00

お問い合わせ
（株）
KEDIA Music Create
047-727-6570
妙典シンフォニック・ウィンド・ https://myodenswe.
アンサンブル
wixsite.com/mswe

─8─

2022年８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

展示タイトル

9（金）〜10/16
（日）

「石井光智 電車の顔」展

入場方法

開館時間(開演/終演)

一般 200円 中学生以下無料
障がい者手帳をお持ちの方と
付き添いの方(1名)無料

9:30〜16:30
（最終入館16:00）

お問い合わせ

047-374-7687

芳澤ガーデンギャラリー

■木内ギャラリー
公演日

入場方法

開館時間(開演/終演)

てこなの森 木内邸音楽会vol.109

公演タイトル

完売御礼

14:00／15:00
開場13:30

木内ギャラリー

047-371-4916

〈レトロな洋館で聴く〉物語の音楽

無 料
予約不要
13時から先着順受付

14:00／16:10
開場13:50

てこな音盤倶楽部 日下部

047-325-3440

10（土）
19
（月祝）

お問い合わせ

■中山文化村 清華園
公演日

10（土）
24
（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「市川の神社と神様」

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

10（土）、11（日）、24（土）、25（日） 一般公開

市川をもっと知ろう！

9月24日(土) ｢市川の神社と神様｣
10月22日(土) ｢堀之内貝塚と周辺の歴史｣
11月19日(土) ｢東西線の開通と行徳｣

開場13:00／開講13:30 無料(先着20名・要事前申込)

【講師】市川案内人の会

●主催：中山文化村実行委員会

入場方法
無

ボランティアガイド市川案内人の会

中山文化村 清華園

お問い合わせ

8月26日(金)10:00受付開始
申・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

てこなの森 木内邸音楽会 vol.110
11月19日(土)

木内ギャラリー

開場13:30／開演14:00

047-320-3334

市川市文学ミュージアム

6歳〜

全席自由800円

新着情報
文 行 芳 木 HP

200円引

フレッシュ

【出演】〈ヴァイオリン〉福田麻子
〈ピアノ〉松永悠太郎
【曲目】未定
●主催：市川市文化振興財団
問：木内ギャラリー 047-371-4916

9月17日(土)10:00発売 窓口

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
ぜひご利用ください。
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

世良公則アコースティックソロライブ
-迸る-hotobashiru

6歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

～生きるチカラが此処にある～

12月17日(土)

市川市文化会館 小ホール
開場15:15／開演16:00

全席指定6,900円

©Takashi Hirano

発売初日9/23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

9月23日(金祝)10:00発売 特Ｗ

明るい未来を願って

新着情報

6歳〜

〜クアトロ・ピアチェーリ特別演奏会〜

12月18日(日)

文 行 芳 HP

一般のみ500円引

市川市文化会館 小ホール

開場13:15／開演14:00
全席指定 一般3,500円 U25 1,500円
【出演】〈ヴァイオリン〉大谷康子 〈ヴィオラ〉百武由紀 〈チェロ〉苅田雅治
【ゲスト】〈ヴァイオリン〉木野雅之 〈ピアノ〉佐藤卓史
【曲目】ドヴォルザーク／ピアノ五重奏曲 第2番 Op.81 ほか

発売初日9/23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

大谷康子

9月23日(金祝)10:00発売 特Ｗ

新着情報

宝塚歌劇月組全国ツアー公演

ミュージカル･ロマン

『ブラック･ジャック 危険な賭け』

文 HP

─手塚治虫原作「ブラック・ジャック」より─

ジャズ･オマージュ
『FULL

SWING！』

11月25日(金)･26日(土)･27日(日)
市川市文化会館 大ホール

〈25日〉 ①13:30 ②18:00
〈26日､27日〉 ①12:00 ②16:30
開場は各回30分前
全席指定 S席8,300円 A席5,500円
【主演】月城かなと、海乃美月

©宝塚歌劇団
本公演とは内容が異なります

発売初日10/15は特別電話047-393-7111もしくはWEBのみの受付
※１回の購入は１公演２枚まで ※3歳以上有料
10月15日(土)10:00発売 特Ｗ
●主催：阪急電鉄㈱、市川市文化振興財団［26日(土)12：00］

公益財団法人

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

