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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。

ご来館される皆様へ
新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、以下のご協力をお願い致します。
・発熱、咳、息苦しさ、倦怠感など、風邪の症状があるときはご来館をお控えください。
・館内ではマスクの着用にご協力ください。
友の会感謝コンサート

小曽根真 スペシャルコンサート

6歳〜

文 行 芳 HP

一般のみ3,000円引

9月4日(金)

市川市文化会館 大ホール
開場18:30／開演19:00
全席指定 一般4,000円 高校生以下1,000円
©中村風詩人

◆市川市文化振興財団友の会特別割引！

通常価格4,000円 ⇒ 友の会会員特別価格1,000円
※友の会の割引はお１人様１枚のみ適用となります。

市川市文化振興財団友の会「ローズメンバーズ」にぜひご入会ください！
※対人距離を確保した座席にてご案内いたします。
●主催：市川市文化振興財団

残りわずか

4歳〜

【再販売】

海宝直人

文 行 芳 HP

舞台芸能活動25周年記念コンサート

9月11日(金)

市川市文化会館 大ホール

開場18:00／開演19:00
全席指定6,000円
※対人距離を確保するため、当初予定しておりました公演に
つきまして、全席払い戻したうえで再販売させていただい
ております。

●主催：市川市文化振興財団

公益財団法人

残りわずか

市川市文化振興財団

公演情報

Public performance Information

▪プレイガイド情報マークの見方

午後のクラシック

▪マークの見方

9月26日(土)

文 市川市文化会館
木 木内ギャラリー

～ベートーヴェン・メモリアル・イヤー～

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。
2020年８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。
また、催し物によっては、感染予防対策として前後左右を空けるなど対人距離
を確保した座席でご案内させていただく公演もございますのでご了承ください。
※公演情報に記載しております。

ママも楽しい０歳からコンサート
9月7日(月)

0

文 行 芳 HP

フレッシュ

市川市文化会館 大ホールホワイエ

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】〈ソプラノ〉 根本真澄
〈パーカッション〉 佐野幹仁
根本真澄
佐野幹仁 和久井沙良
〈ピアノ〉 和久井沙良
【曲目】鬼のパンツ、秋の童謡メドレー
※当日は電子ピアノでの演奏
小さな世界、楽しい手遊びうた
となります。
オペラ《ホフマン物語》より｢オランピアのアリア」 ほか
※対人距離を確保した座席に
てご案内いたします。
●主催：市川市文化振興財団 発売中

[振替公演]

6歳〜

豪華競演 特撰東西落語名人会

9月10日(木)

文 行 芳 HP

S席前売のみ300円引

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
※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。

三遊亭小遊三

桂文珍

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〜

三遊亭円楽

発売中

文 行 芳 HP

●主催：市川市文化振興財団

山崎佑麻

残りわずか

０歳からの芳澤こどもコンサート
10月31日(土)

福田麻子

芳澤ガーデンギャラリー

新着情報

0歳〜 文 行 芳 木 HP
フレッシュ

開場10:30／開演11:00／終演予定11:45
全席自由500円

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〉 加藤早紀 〈マリンバ〉 宗形南海
〈ピアノ〉 渋田麻里
【曲目】熊蜂の飛行、ディズニーメドレー
加藤早紀
宗形南海
渋田麻里
ジブリメドレー、きらきら星 ほか
※対人距離を確保した座席にてご案内いたします。 9月5日(土)10:00発売 窓口
●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

ママも楽しい０歳からコンサート
11月17日(火)

0歳〜

グリーンスタジオ(市川市生涯学習センター２階)

新着情報
文 行 芳 HP

フレッシュ

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）

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
共催：市川市文化振興財団

［チケット発売初日の販売方法］

©ina

発売中

特Ｗ ：特別電話047-393-7111またはWEBのみの受付。
特電 ：特別電話047-393-7111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：市川市文化振興財団

市川市文化振興財団

岩本果子

9月7日(月)10:00発売 窓口

第４回 即興オーディション

新着情報

11月23日(月・祝) 行徳文化ホールＩ＆Ｉ 19:00〜20:00(予定)

6歳〜

出場者募集

市川市文化会館 小ホール

●主催・問：樂画会 03-3498-2508

全席自由800円

【出演】 〈ヴァイオリン〉 福田麻子 〈ピアノ〉 山崎佑麻
【曲目】ベートーヴェン／ピアノソナタ「月光」「熱情」
ヴァイオリンソナタ 第１番、第９番
※対人距離を確保した座席にてご案内いたします。

【出演】〈ソプラノ〉 小寺彩音 〈テューバ〉 鈴木涼
小寺彩音
鈴木涼
〈ピアノ〉 岩本果子
【曲目】パパパの二重唱、ロマンチストの豚、子犬のワルツ ほか
※対人距離を確保した座席にてご案内いたします。

【出演】三遊亭小遊三、桂文珍、三遊亭円楽

●主催・問：エイフル企画 03-6240-1052

文 行 芳 HP

市川市文化会館 大会議室

開場13:30／開演14:00

歳〜

6歳〜

100円引 フレッシュ

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35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：
「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26日(月) ～11月16日(月) 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】50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
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10月26日(月)10:00受付開始

催し物案内

●2020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。●
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。

９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、八幡市民会
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

2020年８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

◦大ホール

■市川市文化会館

〒272-0025

公演日

市川市大和田1-1-5

TEL

公演タイトル

友の会感謝コンサート「小曽根真 スペシャルコンサート」

6（日）
9（水）

市川交響吹奏楽団「秋のコンサート」（第414回）
存在理由～ Raison d'être ～ さだまさしコンサートツアー2020
豪華競演 特撰東西落語名人会 6/22振替公演
【再販売】海宝直人 舞台芸能活動25周年記念コンサート
藍井エイル LIVE TOUR 2020 “I will. . .” 6/14振替公演

13（日）

第6回 DuHai Aki Ballet Academy 発表会

14（月）

よしもとお笑いライブ～笑顔収穫祭り～ in 市川2020

15（火）
19（土）

THE ALFEE Best Hit Alfee 2020 春の夢 6/2振替公演

22（火・祝）
26（土）
◦小ホール ◦展示室

27（日）
30（水）
22（火・祝）

開演／終演(予定)
19:00／21:00

無料(先着800名)

15:00／16:00

【全席指定】一般席8,800円
車椅子席8,800円
【全席指定】
S席4,500円､A席3,500円

【全席指定】6,000円

無

047-379-5111

14:00／15:30

エイフル企画

19:00／20:30

市川市文化振興財団

03-6240-1052
047-379-5111
045-671-9911

キョードー横浜
(日祝除く11:00～18:00)

17:30／20:30
19:00／20:30

料

4/19振替公演

日医工創立55周年特別協賛 葉加瀬太郎コンサートツアー2020「FRONTIERS」

佐藤
チケットよしもと問合わせダイヤル
(24時間受付 お問合わせは10:00～19:00)
(土日祝を除く12:00～13:00／16:00～17:00)

定

スタジオミル
DISK GARAGE

止

【全席指定】
前売8,800円 当日9,300円

DuHai Aki Ballet Academy

SOGO TOKYO

未
中

047-379-5111
https://ichisui.themedia.jp/

延期調整中

7th STUDIO MILLE ballet concert
斉藤和義 KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2020 “202020”

市川市文化振興財団
市川交響吹奏楽団

止

料

開館時間：9:00〜21:30

お問い合わせ

市川市文化振興財団

18:00／未定

【全席指定】
前売4,000円 当日4,500円

17:00／19:00

ホットスタッフ・プロモーション
(平日12:00～15:00)

だいすけお兄さんの世界迷作劇場パート4 2020-21

中

止

指揮者バッティストーニ＆東京フィル in Ichikawa
ポリドールレコード 稲葉健二コンサート2020

中
【全席自由】3,000円

止

18:00／20:00

市川市文化振興財団
いなば倶楽部

①11:00／12:55
②14:00／15:55

樂画会(平日9:30～12:00)

14:00／16:00

オフィスKURUMI

27（日）
公開日

展示タイトル

入場方法

第37回 松声書展

仏教美術の世界 ― 徳蔵寺仏画教室25周年作品展 ―
9（水）～12（土）
第30回市川市手工芸公募展
15（火）～20（日）
21（月・祝）～23（水） 一如の会 書道習作展

無

料

無

料
中

◦第会議室

市川・浦安地区高等学校合同書道展

公演日

【全席自由】
前売2,500円 当日2,900円
【全席指定】一般(CD付)6,000円
小学生まで(CDなし)2,500円

公演タイトル

無

料

無

料

入場方法

午後のクラシック ～ベートーヴェン・メモリアル・イヤー～

開館時間

止

10:00／17:00
6日は16:00まで
9:00／18:00
9日は13:00から

0570-550-100
03-3405-9999

http://sogotokyo.com

090-6024-5910
050-5533-0888
03-5720-9999

https://www.red-hot.ne.jp/

0570-00-3337

https://sunrisetokyo.com

047-379-5111
047-334-9900
0120-954-618
03-3498-2508
090-5513-3396

お問い合わせ

047-431-6837

徳蔵寺仏画教室

047-357-1460
047-326-4072
047-379-9418

市川市手工芸連盟 和氣

9:30／18:30
一如の会
21日11:00から 23日11:00まで
9:00／18:00
市川・浦安地区高等学校合同書道展
26日13:00から 28日15:00まで 千葉県立市川昴高等学校 加藤

14:00／16:00

080-5079-1150

松声会 小川

開演／終演(予定)

【全席自由】800円

http://www.kyodoyokohama.com/

https://www.diskgarage.com/

(平日13:00～15:00)

サンライズプロモーション東京
(平日12:00～18:00)

KURUMI Newアルバム発売記念 ヴァイオリンコンサート♪

26（土）

休館日：第2、4火曜日（祝日の場合は開館）

【全席指定】一般4,000円
友の会会員特別価格1,000円
高校生以下1,000円

無

映画「マリア・カラス 伝説のオペラ座ライブ」特別上映会

26（土）～28（月）

047-379-5111

中

26（土）

4（金）～6（日）

になる場合がございます。詳細につきましては、主催者にお問い合わせください。
入場方法

4（金）

10（木）
11（金）
12（土）

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
館（全日警ホール）、行徳文化ホールI&Iのご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。
お問合せ先 市川市文化振興財団 総務担当 TEL 047-379-5111

047-371-2841

お問い合わせ

市川市文化振興財団

047-379-5111

※無料休憩所（２階）につきましては、当面の間閉鎖しています。

◦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

16（水）～20（日）

〒272-0021 市川市八幡4-2-1 TEL
展示タイトル

入場方法

市川アートクラブ絵画作品展

公開日

無

展示タイトル

無

〒272-0021

公開日

市川市八幡5-17-3

展示タイトル

12(土）､13(日）､26(土）､27(日） 一般公開
─3─

料

入場方法

6/1(月）〜9/13(日） 市川市収蔵作品展

■水木洋子邸

047-335-1542

TEL

料

休館日：第2、4月曜日（祝日の場合は翌日）

開館時間：9:00〜21:00

開館時間

お問い合わせ

開館時間

お問い合わせ

10:00／17:00
市川アートクラブ 浅野
16日10:00から 20日17:00まで
9:30／17:00
入館16:30まで

市川市文化芸術課

047-711-5908
047-300-8020

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
入場方法
無 料

開館時間
10:00／16:00

お問い合わせ
市川市文学ミュージアム
047-320-3334
─4─

2020年８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

■芳澤ガーデンギャラリー

〒272-0826

公開日

市川市真間5-1-18

TEL 047

になる場合がございます。詳細につきましては、主催者にお問い合わせください。
-374-7687

展示タイトル

18（金）～20（日）

山岸千穂個展

■木内ギャラリー

〒272-0826

公演日

休館日：毎週月曜日(祝日の場合は直後の平日)

入場方法
無 料

市川市真間4-11-4

TEL 047

-371-4916

公演タイトル

12（土）

てこなの森 木内邸音楽会vol.97

19（土）

第16回 レトロな音源コンサート ～ベートーヴェン交響曲の世界②～

■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

公演日

公演タイトル

5日（土）

市川をもっと知ろう！ 江戸時代の名刹「安国山 総寧寺」
【5月16日延期分】

無 料
(先着15名・要予約)

12日（土）

小島貞二記念 寄席清華亭

26日（土）

市川をもっと知ろう！「法華経寺 第一世 富木常忍とは」
【6月27日延期分】

完売御礼

●主催：市川市文化振興財団

開演／終演(予定)

お問い合わせ

無 料
(先着15名・要予約)

047-333-6147

13:30／15:00

市川市文化振興財団

047-379-5111

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！

9月 5日(土) 江戸時代の名刹「安国山 総寧寺」【５月16日延期分】
9月26日(土)「法華経寺 第一世 富木常忍とは」【６月27日延期分】
今後の開催日 10月17日(土)､11月7日(土)､11月21日(土)､12月5日(土)
テーマにつきましてはHPをご覧ください。

中山文化村 清華園

開場13:00／開講13:30(１時間30分程度の講座を予定しております。)
無料 【定員】各回先着15名 要事前申込 【講師】市川案内人の会
※対人距離を確保した座席にてご案内いたします。

●主催：中山文化村実行委員会

新着情報

6歳〜 文 行 芳 木 HP
小島貞二記念

6歳〜 文 行 芳 HP

100円引

全席自由800円 【出演】決定次第HPにて発表！！

※対人距離を確保した座席にてご案内いたします。
※清華園窓口での販売はございません。

占部智美 松永悠太郎

9月12日(土)10:00発売 窓口

●主催：市川市文化振興財団

9月12日(土)10:00発売 窓口

■行徳文化ホールＩ＆Ｉ

〒272-0121

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）

■郭沫若記念館

〒272-0826

市川市真間5-3-19

TEL 047-372-

5400

開館日：毎週金・土・日曜日

■アイ・リンクタウン展望施設

〒272-0033

市川市市川南1-10-1

■東山魁夷記念館

〒272-0813

市川市中山1-16-2

■市川市文学ミュージアム

〒272-0015

市川市鬼高1-1-4
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新着情報

中山文化村 清華園

開場13:30／開演14:00

受付中

申・問：市川市文化振興財団 047-379-5111

寄席清華亭

12月12日(土)

【出演】〈フルート〉 占部智美 〈ピアノ〉 松永悠太郎
【曲目】C.シャミナード／コンチェルティーノ
L.ベリオ／セクエンツァⅠ
F.プーランク／フルートソナタ ほか
※対人距離を確保した座席にてご案内いたします。

047-325-3440

047-379-5111

フレッシュ

全席自由600円

てこな音盤倶楽部

中山文化村 清華園

●主催：市川市文化振興財団 問：木内ギャラリー 047-371-4916

木内ギャラリー

047-379-5111

14:00／15:30

※10月19日(月)は休館
※会場の混雑状況により入場までお待ちいただく場合がございます。

開場13:30／開演14:00

市川市文化振興財団

【全席自由】800円

入場無料

11月14日(土)

お問い合わせ

14:00／15:00
開場13:30
14:00／16:10
開場13:50

市川市文化振興財団

木内ギャラリー

木内邸音楽会 vol.98

開演／終演(予定)

13:30／15:00

10月15日(木)〜10月25日(日)

てこなの森

03-6226-2555

Gallery MUMON

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）

新着情報

大塚克 鉛筆画展
9:30～16:00

料

入場方法

市川ゆかりの作家展

開館時間：9:00〜17:00

お問い合わせ

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

入場方法

無

開館時間
9:30／16:30

開館時間：9:00～21:30

開館時間：10:00〜16:00（入館は30分前まで）

ザ タワーズ ウエスト45階 TEL 047-322-9300
休所日： 第1月曜日（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

TEL 047-333休館日：毎週

2011
月曜日（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）

市川市生涯学習 センター（メディアパーク市川）2階 TEL 047-320-3334
休館日： 毎週月曜日（祝日の場合は翌日） 開館時間：火～金10:00～19:30、土日祝10:00～18:00
─6─

公演情報

Public performance Information

市川市文化振興財団

第33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月中旬〜９月上旬に行われる新人演奏家コンクールの入賞者 フレッシュ
たちによる記念演奏会。
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。

11月28日(土)

行徳文化ホールＩ＆Ｉ

開場12:30／開演13:00

全席自由500円

※対人距離を確保した座席にてご案内いたします。

9月26日(土)10:00発売 窓口

●主催：市川市文化振興財団

存在理由～Raison d'être～
さだまさし コンサートツアー2020
9月9日(水)

6歳〜

文 HP

市川市文化会館 大ホール

開場17:15／開演18:00
全席指定 一般席8,800円 車椅子席8,800円
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、原則隣席を空けた
座席配置となります。
連番での購入は出来ませんので、ご理解の程よろしくお願いいた
します。
また今後の状況によって、販売方法等が変わる場合もございますので、予めご了解
ください。

残りわずか

●主催：市川市文化振興財団

日医工 創立55周年特別協賛

葉加瀬太郎 コンサートツアー 2020
｢FRONTIERS｣
9月26日(土)

6歳〜

市川市文化会館 大ホール

開場16:30／開演17:00

全席指定 前売8,800円

発売初日8/22は特別電話047-393-7111のみの受付

※WEBでは受付いたしません。
※会場規定によるソーシャルディスタンス確保のため、左右一席
ずつ空けて販売させて頂く場合がございます。
また、会場規定によっては、連番でのお座席の確保が難しい場合がございます。
予めご了承ください。

8月22日(土)10:00発売 特電
●主催：BS朝日／ bayfm ／オン・ザ・ライン
共催：市川市文化振興財団 特別協賛：日医工株式会社
問：ホットスタッフ・プロモーション 03-5720-9999(平日12:00～15:00)

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

文

