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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2022年４月１日リニューアルオープン!!

鈴木雅之

3歳〜

文 行 芳 HP

masayuki suzuki taste of martini tour 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
発売初日12/25は特別電話047-393-7111もしくはWEBのみの受付

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。
お一人様４枚まで
詳細につきましては財団HPをご覧ください。
●主催：市川市文化振興財団

12月25日(土)10:00発売 特Ｗ

市川市文化会館 リニューアルオープン記念事業

新着情報

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)

市川市文化会館 大ホール

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

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

【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）、上敷領藍子（フリー）
、倉冨亮太（N響）
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 ／幣隆太郎（SWR交響楽団）
、F l ／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）
主要メンバー16名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21名の若き演奏家たち！
【曲目】モーツァルト／ディヴェルティメントKV136
●主催：市川市文化振興財団
モーツァルト／ホルン協奏曲第３番
2月5日(土)10:00発売 特Ｗ
ベートーヴェン／交響曲第７番

市川市文化会館 リニューアルオープン記念事業

3歳〜

リニューアルオープン記念フェスティバル 出場者募集！
4月3日(日)

市川市文化会館 大ホール

14:00〜17:00を予定

新しくなった市川市文化会館の大ホールステージを誰よりも早く体験してみませんか？
小さなお子様から大人まで！個人でもファミリーでもお友達同士でもグループでも！！
舞台上でのパフォーマンスなら何でもOK ！
■参加資格 3歳以上で市内在住・在学・在勤の方
（グループの場合は1名以上が市内在住・在学・在勤）
■内
容 舞台上のパフォーマンスなら何でもOK ！
（他の出演者との兼ね
合いで、舞台装置、舞台迫等を使用した演出は致しかねます。
）
■参 加 費 無料
■募集締切 １月24日（月）※応募者多数の場合選考とさせていただきます。
詳細はこちら
申込方法等の詳細につきましては財団HPをご確認下さい。
受付中
●主催・申・問：市川市文化振興財団 047-379-5111

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
（仮）
事務所 行 行徳文化ホールⅠ＆Ⅰ 芳 芳澤ガーデンギャラリー
木 木内ギャラリー 清 中山文化村 清華園
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

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。

1月8日(土)

木内ギャラリー

開場13:30／開演14:00

6歳〜 文 行 芳 木 HP
フレッシュ

全席自由600円

【出演】〈オーボエ〉内田麻結 〈ハープ〉石丸瞳
【曲目】ドビュッシー／夢、ゴーベール／マドリガル
ラファエル／オーボエとハープのためのソナチネ ほか
●主催：市川市文化振興財団

完売御礼

内田麻結

石丸瞳

6歳〜

～クラリネット・ヴィオラ・ピアノ～

1月30日(日)

文 行 芳 HP

100円引

フレッシュ

行徳文化ホールI&I

開場13:30／開演14:00

フレッシュ ：新人演奏家コンクール受賞者

てこなの森 木内邸音楽会 vol.105

午後のクラシック

全席自由800円

【出演】
〈クラリネット〉森卓也
〈ヴィオラ〉新井瑞穂
〈ピアノ〉波田紗也歌
【曲目】モーツァルト／ケーゲルシュタット・トリオ
エルガー／愛の挨拶 ほか

森卓也

新井瑞穂

波田紗也歌

発売中

●主催：市川市文化振興財団

新着情報

ユニバーサル・アート・フェスティバル2021

チャレンジド・ミュージカル 第13回公演

文 行 芳 HP

Ｍｒ．パーフェクト！～○が×で、×が○で～
2月5日(土)･6日(日)

0歳〜

行徳文化ホールI&I

〈５日〉①開演16:00［Mr. パーフェクト！（Aプロ）］
〈６日〉②開演11:00［ミラクルパフォーマンスA］
②開演12:00［Mr. パーフェクト！（Aプロ）］
③開演16:00［Mr. パーフェクト！（Bプロ）］
※開場は各回開演の30分前

全席指定 前売 大人2,000円 子ども(高校生以下)･障がい者･介助者1,500円

新春 邦楽コンサート
1月16日(日)

6歳〜

文 行 芳 HP

一般のみ200円引 フレッシュ

全日警ホール（市川市八幡市民会館）

●主催：市川市文化振興財団

佐藤さくら子 石本かおり

堅田崇

福原寛瑞

長谷川将山

残りわずか

新着情報

0歳〜

フレッシュ

郭沫若記念館

①開演11:00 ②開演13:00 開場は各回開演の30分前
入場無料 【定員】各回15名（要事前申込）

●主催：市川市文化振興財団

〈小鼓〉木戸紗都子

山下紗綾

木戸紗都子

問･申：芳澤ガーデンギャラリー 047-374-7687

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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新着情報

6歳〜

郭沫若記念館

無料

【講師】成田久江（市川市社会教育委員）
【定員】15名（要事前申込）
【対象】小・中学生

1月15日(土)10:00受付開始

問･申：芳澤ガーデンギャラリー 047-374-7687

川井郁子コンサート
～名曲物語～
2月26日(土)

1月8日(土)10:00受付開始

［チケット発売初日の販売方法］

2月6日(日)

●主催：市川市文化振興財団

─山田流箏曲・小鼓─

【出演】〈山田流箏曲〉山下紗綾
【曲目】子の日の遊、万歳 ほか

発売中

ミニチュア辻切り体験
13:30～15:30

郭沫若 邦楽コンサート
1月29日(土)

●主催：NPO法人いちかわ市民文化ネットワーク 047-369-7522
共催：市川市文化振興財団

郭沫若記念館で市川の民俗行事を体験しよう

開場13:30／開演14:00
全席自由 一般1,500円 高校生以下500円
【出演】〈三味線〉佐藤さくら子
〈箏〉石本かおり
〈囃子〉堅田崇
〈笛〉福原寛瑞
〈尺八〉長谷川将山
【曲目】春の海、勧進帳滝流し、夜叉舞、紅蓮華
長唄メドレー ほか

※当日は各席500円増
会議室にて「ミラクルアート・ロビー展」
（入場無料）同時開催！

6歳〜

文 行 芳 HP

１階席のみ300円引

行徳文化ホールI&I

開場14:00／開演15:00
全席指定 １階席3,800円 ２階席3,000円
【出演】川井郁子、ピアノ、弦楽五重奏団
【曲目】アイ・ガット・リズム、踊り明かそう
エンドレス・ラブ、魅惑のワルツ、オーシャンゼリゼ
キャラバンの到着、宇宙戦艦ヤマト、リベルタンゴ ほか

発売中

●主催：市川市文化振興財団
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ママも楽しい０歳からコンサート
3月5日(土)

グリーンスタジオ

0歳〜

【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

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

未就学児膝上無料（座席が必要な場合は要チケット）

小島貞二記念

4月9日(土)

山本樹生

1月29日(土)10:00発売 窓口

寄席清華亭スペシャル

古今亭菊之丞 独演会
3月5日(土)

6歳〜

グリーンスタジオ

新着情報
文 行 芳 HP

200円引

【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14:30／開演15:00
【出演】古今亭菊之丞

6歳〜

テンプルちゃんの小公女

■募集期間 1月12日
（水）
～1月31日
（月）
■参加対象 市川市在住・在学の小学生
（令和３年度現在）
■参 加 費 無料
申込方法等の詳細につきましては財団HPをご確認ください。
※観覧者は３月募集予定。
●主催：市川よみっこ運動実行委員会 市川市文化振興財団
後援：市川市教育委員会 社会福祉法人市川市社会福祉協議会
活字文化推進会議 すがの会
申・問：市川市文化振興財団 047-379-5111

6歳〜

文 HP

our Days -Last Date- supported by TACHIHI
5月14日(土) 市川市文化会館 大ホール
開場17:15／開演18:00

全席指定9,000円

本公演のチケットのお渡しは４月30日
（土）
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。

The Little Princess

（1939年 アメリカ作品／93分 カラー 字幕）

●主催：市川市文化振興財団

完売御礼

行徳文化ホールI&I
市民文化サポーター企画事業（美術）vol.39

開場13:30／開映14:00 入場無料
【定員】200名
（要事前申込）
受付中

●主催・申：市川市文化振興財団 047-379-5111

てこなの森
木内邸音楽会 vol.106
3月12日(土)

※参加人数によって開始時間が変更になる場合がございます。

髙橋真梨子 Concert vol.44 2022

1月23日(日)10:00発売 窓口

芸術映画鑑賞会

3月11日(金)

市川市文化会館 小ホール

開場9:30／開始10:00予定

Iwatani Presents

全席自由1,500円

●主催：市川市文化振興財団

ビブリオバトル
参加者募集！本の好きな子集まれ！

あなたのおすすめの本はなんですか？みんなの前で発表してみよう！
「市川よみっこ運動」15周年を記念して本の紹介をしてくれる小学生を募集します。

【出演】〈ソプラノ〉 金治久美子
〈マリンバ〉竹内一恵
金治久美子
竹内一恵
〈ピアノ〉山本樹生
【曲目】おべんとうばこのうた、チャルダッシュ、ジブリメドレー ほか
●主催：市川市文化振興財団

市川よみっこ運動15周年記念

新着情報

6歳〜 文 行 芳 木 HP
フレッシュ

木内ギャラリー

開場13:30／開演14:00

全席自由600円

【出演】〈ヴァイオリン〉山本栞奈、梅田真叶
【曲目】グリエール／２つのヴァイオリンのための12の小品 Op.49
ヴィエニャフスキ／エチュード・カプリース Op.18 ほか

山本栞奈

梅田真叶

1月29日(土)10:00発売 窓口

●主催：市川市文化振興財団

ツイッター始めました！
フォローお願いいたします♪
@ichikawa_bunka
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「第14回いちかわ街かど美術展」
作品募集！
毎年恒例、誰でも出品できる市民が集う展覧会。
昨年に引き続き芳澤ガーデンギャラリーで二部門に分けて開催致します！
【出品申込受付期間】1月5日
（水）
～1月31日
（月）
【申込方法】財団管理施設で配布している申込書に必要事項をご記入の上、市川市文化
会館（仮）事務所へ持参、もしくは郵送、FAXでお送りください。申込書は
財団HPからもダウンロードできます。
窓口申込受付時間9:00〜19:00（第２、４火曜日は定休日）
【会期・部門】
Prat1：4月10日
（日）
～4月17日
（日） ＊11日
（月）
休館
油彩画・水彩画・アクリル画・パステル画
Prat2：4月24日
（日）
～5月1日
（日） ＊25日
（月）
休館
絵手紙・日本画・水墨画・書・切り絵・ちぎり絵
写真・イラスト・彫刻・陶芸・木工芸・布工芸
紙工芸・刺繍 その他
＊時間はいずれも10:00～16:00
（最終日は13:00まで）
詳細につきましては、財団HPをご覧ください。

●主催・問：市川市文化振興財団 047-379-5111

─4─

催し物案内

１月公演早見表

●2021年12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。

市川市文化会館リニュー アルオープンのお知らせ
平素より市川市文化会館をご愛顧いただきまして心より御礼申し上げます。
また、リニューアル工事に伴う休館中、利用者の皆様には大変ご迷惑をお掛けいた しまして申し訳ございません。
会議室・練習室等の令和４年４月以降の施設予約を再開いたします。皆様のご利用を 心よりお待ち申し上げます。
詳しくは市川市文化振興財団ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先 市川市文化振興財団 総務担当 TEL 047-379-5111
2021年12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。

■行徳文化ホールⅠ&Ⅰ
公演日

公演タイトル

16(日)

曽谷フィルハーモニックオーケストラ ウインターコンサート

22(土)

新春講演／対談会 東国原英夫氏を迎えて

23(日)

バッハカンタータアンサンブル 第51回演奏会

29(土)

若葉インターナショナル幼保園行徳園 発表会

30(日)

午後のクラシック〜クラリネット・ヴィオラ・ピアノ〜

入場方法

開演／終演(予定)

お問い合わせ

14:00／16:00

曽谷フィルハーモニック
オーケストラ 川口

090-6757-0853

無 料
(申込多数の場合抽選)
【全席自由】
1,500円
関係者
招待者
【全席自由】
800円

18:30／20:00

市川市政を共に考える会

ichikawashisei@outlook.jp

14:00／16:00

バッハカンタータアンサンブル
逸見

047-333-7412

10:15／13:00

若葉インターナショナル幼保園
行徳園

047-359-7700

14:00／16:00

市川市文化振興財団

047-379-5111

入場方法

開館時間(開演/終演)

無

料

■芳澤ガーデンギャラリー
公開日

20(木)～23(日)
28(金)～30(日)

展示タイトル

和洋女子大学 文化芸術専攻 卒業展覧会
筑波大学附属聴覚特別支援学校 造形芸術科「卒展」

無
無

9:00／17:00
23(日)は16:00まで

料
料

9:30／16:30

お問い合わせ
和洋女子大学 文化芸術専攻

047-371-1357

筑波大学附属
聴覚特別支援学校

047-371-4135

■木内ギャラリー
公演日

8（土）
15（土）

公演タイトル

てこなの森 木内邸音楽会vol.105
第18回 レトロな音源コンサート ～楽器シリーズ④ ハープと琴の世界～

入場方法

開館時間(開演/終演)

無 料
(先着15名､予約不要)

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

入場方法

開演／終演(予定)

完売御礼

お問い合わせ
市川市文化振興財団

047-379-5111

てこな音盤倶楽部 日下部

047-325-3440

■郭沫若記念館
公演日

29（土）

公演タイトル

郭沫若 邦楽コンサート ～山田流箏曲・小鼓～

無 料
(各回15名 要事前申込)

①11:00／11:45
②13:00／13:45

お問い合わせ
芳澤ガーデンギャラリー

047-374-7687

■全日警ホール（市川市八幡市民会館）
公開日

16(日)

展示タイトル

新春 邦楽コンサート

市川市文化会館(仮)事務所

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

行徳文化ホールⅠ&Ⅰ

〒272-0023 市川市南八幡3-12-21 MC本八幡５F

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

定 休 日：12/28（火）〜1/4（火）、11日（火）、25日（火）
窓口受付時間：9:00~19:00

休 館 日：12/28
（火）
〜1/4
（火）
、
18日（火）
開館時間：9:00~21:30

TEL.047-379-5111

郭沫若記念館

〒272-0121

市川市末広1-1-48

TEL.047-701-3011

開演／終演(予定)
14:00／16:00

お問い合わせ

芳澤ガーデンギャラリー

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

〒272-0826

047-379-5111

市川市文化振興財団

市川市真間5-1-18

木内ギャラリー

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

〒272-0826

TEL.047-374-7687

休 館 日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、12/28（火）〜1/4（火）
開館時間：9:00~17:00

市川市真間4-11-4

TEL.047-371-4916

休 館 日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、12/28（火）〜1/4（火）
開館時間：9:00~17:00

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

全日警ホール(市川市八幡市民会館)

市川市文学ミュージアム

TEL.047-372-5400

TEL.047-333-6147

〒272-0021

TEL.047-335-1542

〒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

〒272-0826

市川市真間5-3-19

開 館 日：毎週金・土・日曜日 ※12/28（火）〜1/4（火）は休館
開館時間：10:00~16:00（入館は30分前まで）

中山文化村 清華園

入場方法
【全席自由】
一般1,500円ほか

〒272-0813

市川市中山4-14-1

開 館 日：毎週金・土・日曜日 ※12/28（火）〜1/4（火）は休館
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）

─5─

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

千葉県市川市八幡4-2-1

休 館 日：12/28（火）〜1/4（火）、11（火）、24日（月）
開館時間：9:00~21:00

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

─6─

公演情報

⃝Public performance Information⃝

プレイエル（1843年）・スタインウェイ（1887年）による
ショパン＆ショパン

6歳〜

江口玲＆川口成彦
ピアノリサイタル
3月10日(木)

新着情報
文 行 芳 HP

一般のみ500円引

行徳文化ホールI&I

開場17:45／開演18:30
江口玲
川口成彦
全席指定 一般3,000円 大学生以下1,500円
～ショパン33歳の時に作られたプレイエル、そしてホロヴィッツが愛した1887年
製スタインウェイ、ヴィンテージ楽器2台で描くリアルなロマン派の景色～
1月9日(日)10:00発売 特Ｗ

●主催：市川市文化振興財団

行徳特選会
3月18日(金)

6歳〜

行徳文化ホールI&I

新着情報
文 行 芳 HP

１階席のみ500円引

開場17:45／開演18:30
全席指定
１階席4,000円 ２階席3,000円
【出演】柳家花緑 桃月庵白酒
柳家三三 玉川太福

柳家花緑

桃月庵白酒

柳家三三

1月15日(土)10:00発売 特Ｗ

●主催：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

スペシャル・午後のクラシック

6歳〜

〜オペラ・ガラコンサート〜

4月16日(土)

新着情報
文 行 芳 HP

500円引

フレッシュ

市川市文化会館 小ホール

開場13:15／開演14:00

玉川太福

全席自由1,500円

【出演】〈ソプラノ〉内田智子、根本真澄
〈テノール〉前川健生 〈バリトン〉岡昭宏
〈フルート〉鎌倉有里 〈ピアノ〉𠮷武優
前半はオペラ史早わかり！
後半はプッチーニの傑作、若い芸術家の日々を描いた「ラ・ボエーム」
切ない２組の愛の物語が詰まった第３幕をお届けします！
●主催：市川市文化振興財団

◇◇◇

1月30日(日)10:00発売 窓口

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にて順次お知らせ致します。

公益財団法人

市川市文化振興財団

市川市文化会館
（仮）
事務所
〒272-0023

市川市南八幡3－12－21 MC 本八幡 5F

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

https://www.tekona.net

