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市川市文化会館2022年４月２日リニューアル開館
（4月1日より受付業務開始）

お知らせ

市川市文化会館リニューアル開館の準備に伴い、市川市文化会館
（仮）
事務所
での営業は３月29日（火）までとなります。３月30日（水）、31日（木）は臨時
休業日となりますので、ご了承ください。

さだまさしコンサートツアー2022
5月21日(土)

6歳〜

文 HP

市川市文化会館 大ホール

開場16:00／開演17:00
全席指定 一般席8,800円 車椅子 · 介助者席8,800円
発売初日3/12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５月７日（土）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

3月12日(土)10:00発売 特Ｗ

神田伯山 独演会
5月20日(金)

6歳〜

行徳文化ホールI&I

新着情報
文 行 芳 HP

開場17:45／開演18:30
全席指定 一般席3,800円 車椅子席3,800円
発売初日3/4は特別電話047-393-7111
もしくはWEBのみの受付

●主催：エニー／チケットポート
3月4日(金)10:00発売 特Ｗ
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）

吉田兄弟2022─極生─
5月21日(土)

行徳文化ホールI&I

6歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

開場13：30／開演14：00
プレミアムシート6,500円 指定席4,500円
発売初日3/5は特別電話047-393-7111
もしくはWEBのみの受付
3月5日(土)10:00発売 特Ｗ

●主催：オンメイク
問：チケットポート 03-6327-3710（平日10:00～18:00）

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

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。

第12回 中山のおひなまつり
2月19日(土)～3月3日(木)

中山文化村 清華園 ほか

10:00～16:00 期間中、清華園では縁側におひな様を飾ります。

JR下総中山駅からまちなかの商店、法華経寺、奥之院、若宮まで、中山がおひなまつり一色になります。
●主催：中山まちづくり協議会 後援：市川市文化振興財団
問：おひなまつり部会長 杉山 090-5522-2521

ママも楽しい０歳からコンサート

0歳〜

文 行 芳 HP

フレッシュ

3月5日(土) グリーンスタジオ【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 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】〈ソプラノ〉 金治久美子 〈マリンバ〉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 金治久美子

竹内一恵

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

江口玲＆川口成彦 ピアノリサイタル
3月10日(木)

山本樹生

残りわずか

●主催：市川市文化振興財団

6歳〜

文 行 芳 HP

一般のみ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

玉川太福

発売中

●主催：市川市文化振興財団

こども邦楽コンサート─長唄三味線・尺八─
3月19日(土)

郭沫若記念館

●主催：市川市文化振興財団

3月5日(土)10:00受付

6歳〜

フレッシュ

①開演11:00／終演11:45 ②開演13:00／終演13:45
（開場は各回開演の30分前） 入場無料
【出演】
〈長唄三味線〉中島悠暉 〈尺八〉青木滉一郎
【定員】各回10名（要事前申込）
【対象】小・中学生

新着情報

中島悠暉

青木滉一郎

申・問：芳澤ガーデンギャラリー 047-374-7687

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

市川市文化会館リニューアルオープン記念フェスティバル

0歳〜

いちかわアーティストバンク登録者９組と、一般公募団体９組に
よる舞台パフォーマンス!!
●いちかわアーティストバンクの部
開場９:15／開演10:00 市川市文化会館 小ホール
●一般の部
開場13:00／開演14:00 市川市文化会館 大ホール
いちかわ
【特別出演】市川市文化振興財団 第34回新人演奏家コンクール受賞者 アーティストバンクの部
最優秀賞：
〈三線／琉球古典音楽〉大城貴幸
市川市文化振興財団 第５回即興オーディション受賞者
最優秀賞：
〈ピアノ〉宮地亜論 優秀賞：
〈サクソフォン〉山本航司
※優秀賞受賞の西村薫〈クラリネット〉は出演致しません。
出演者等の詳細、入場方法につきましては、財団HPをご覧ください。

4月3日(日)

一般の部

市川ゆかりの作家展「山岸千穂 水墨画展」

新着情報

木内ギャラリー

9:30～16:30
（入館は16：00まで）※4月11日（月）休館 入場無料

【曲目】エチュードOp.10、Op.25より、英雄ポロネーズOp.53
４手のための変奏曲ニ長調〈連弾〉 ほか

●主催：市川市文化振興財団
江口玲

川口成彦

～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～

発売中

●主催：市川市文化振興財団

芸術映画鑑賞会

テンプルちゃんの小公女

6歳〜

The Little Princess（1939年 アメリカ作品／93分 カラー 字幕）
3月11日(金) 行徳文化ホールI&I
開場13:30／開映14:00 入場無料 【定員】200名
（要事前申込）
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3月18日(金) 行徳文化ホールI&I

4月7日(木)〜17日(日)

行徳文化ホールI&I

文 行 芳 HP

１階席のみ500円引

●主催：市川市文化振興財団

開場17:45／開演18:30
全席指定 一般3,000円 大学生以下1,500円

●主催・申：市川市文化振興財団 047-379-5111

6歳〜

行徳特選会

受付中

問：木内ギャラリー 047-371-4916

市川よみっこ運動15周年記念 ビブリオバトル 観覧者募集
市内在住・在学の小学生がおすすめの本を紹介します。

4月9日(土)

市川市文化会館 小ホール

開場９:30 開始10:00予定

入場無料

【定員】200名（要事前申込）
申込方法等の詳細につきましては、財団HPをご覧ください。
●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
3月1日(火)10:00受付
申・問：市川市文化振興財団 047-379-5111

［チケット発売初日の販売方法］

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。
─2─

市民文化サポーター企画事業（美術）vol.39

第14回 いちかわ街かど美術展

新着情報

誰でも出品できる市民が集う展覧会です。
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。

芳澤ガーデンギャラリー

入場無料

Part1：4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
Part2：4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
Part1、2ともに10:00～16:00（最終日は13:00まで）
●主催：市川市文化振興財団

6歳〜

市川市文化会館 リニューアルオープン記念事業

文 行 芳 HP

500円引
スペシャル・午後のクラシック 〜オペラ・ガラコンサート〜 フレッシュ

4月16日(土)

市川市文化会館 小ホール

開場13:15／開演14:00

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！
発売中
●主催：市川市文化振興財団

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)

0歳〜

文 行 芳 HP

前売のみ200円引

開場12:30／開演13:00

全席指定 前売2,000円 当日2,500円

発売中

Iwatani Presents

髙橋真梨子 Concert vol.44 2022

6歳〜

our Days -Last Date- supported by TACHIHI
5月14日(土) 市川市文化会館 大ホール
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。
●主催：市川市文化振興財団

200円引

木内ギャラリー

開場13:30／開演14:00

フレッシュ

全席自由800円

【出演】
〈サックス〉金野龍篤 〈ピアノ〉宮地亜論
【曲目】ドビュッシー／月の光、J.S.バッハ／Ｇ線上のアリア
石井亮太／日本民謡による狂詩曲 ほか
金野龍篤

●主催：市川市文化振興財団

純烈コンサート2022
6月16日(木)

宮地亜論

3月19日(土)10:00発売 窓口

6歳〜

文 行 芳 HP

市川市文化会館 大ホール

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）

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

発売中

6歳〜

新着情報
文 行 芳 HP

市川市文化会館 小ホール

●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

ボランティア募集

（公財）市川市文化振興財団では、展示の監視員、公演時のお客様案内、友の会ニュース封入
作業など財団の事業のお手伝いをしてくださるボランティアを募集しています。

【応募締切】 ３月20日(日)

応募方法や詳しい内容については財団HPをご覧ください。

《お手伝いいただく施設》

財団HP
市川市文化会館(市川市大和田1-1-5)／行徳文化ホールI&I(市川市末広1-1-48)
芳澤ガーデンギャラリー(市川市真間5-1-18)／木内ギャラリー(市川市真間4-11-4)

●問：市川市文化振興財団 047-379-5111

完売御礼

みんな楽しく０歳からコンサート
5月15日(日)

5月28日(土)

6歳〜 文 行 芳 木 HP

①開映11:00 ②開映14:00（開場は上映開始の30分前）
©Angelo Trani
全席自由 前売2,500円 当日2,900円
3月2日(水)10:00発売 窓口

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：㈱マイソング 03-5774-1414
後援：市川市文化振興財団

開場17:15／開演18:00

木内邸音楽会 vol.107

7月9日(土)

市川市文化会館 小ホール

新着情報

てこなの森

行徳文化ホールＩ＆Ｉ

0歳〜

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

【出演】〈フルート〉 杉山茜 〈コントラバス〉 蘆川里愛 〈ピアノ〉 槙和馬
【曲目】ジブリメドレー、ヴォカリーズ、タイスの瞑想曲 ほか
杉山茜

蘆川里愛

槙和馬

3月5日(土)10:00発売 窓口
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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。

2022年度 登録アーティスト募集中!!（締切：2月28日
（月）
）

未就学児膝上無料（座席が必要な場合は要チケット）

●主催：市川市文化振興財団

「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！

○募集対象：①文化芸術表現活動をおこなう者
②市川市にゆかりのある者
③市内において公演やワークショップの活動等が
実施可能である者
●問：市川市文化振興財団 047-379-5111

─4─

詳細につきましては
財団HPをご覧ください。

催し物案内

●2022年２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。

３月公演早見表

2022年２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

KDIニッケコルトンプラザ市川
音楽発表会（年中・年長）

3(木)
10(木)

江口玲＆川口成彦 ピアノリサイタル

11(金)

芸術映画鑑賞会
テンプルちゃんの小公女

18(金)

行徳特選会

入場方法

開演／終演(予定)

お問い合わせ
Kids Duo International
ニッケコルトンプラザ市川

https://www.kdi.ac/
access/ichikawa/

関係者

未定／未定

【全席指定】
一般3,000円ほか

18:30／20:30

市川市文化振興財団

047-379-5111

無 料
（200名｡要事前申込）

14:00／15:30

市川市文化振興財団

047-379-5111

【全席指定】
１階席4,000円ほか

18:30／20:45

市川市文化振興財団

047-379-5111

Kids Duo International
ニッケコルトンプラザ市川

22(火)

KDIニッケコルトンプラザ市川 卒園式

関係者

27(日)

やよいウインドオーケストラ 第5回定期演奏会

無

料

15:00／17:00

やよいウインドオーケストラ
ご来場者様受付担当

https://www.kdi.ac/
access/ichikawa/
concert@
yayoi-wind.com

30(水)

県立国分高等学校吹奏楽部 第41回定期演奏会

無

料

17:30／19:30

県立国分高等学校 山﨑

047-371-6100

未定／未定

■木内ギャラリー
公演日

公演タイトル

12(土)
15(火)～20(日)

てこなの森 木内邸音楽会vol.106
2022年 大島 暁 油彩展「春の日に」
【関連イベント】ギャラリートーク
「四羽の鶴」3月20日(日)13:00～14:00（入場制限あり）

21(月祝）

〈レトロな洋館で聴く〉鳥の音楽

23(水)～27(日)

AKIMITSUの世絵（遠藤章光展）
ジグレ版画展

入場方法

開館時間(開演/終演)
14:00／15:00
開場13:30

完売御礼
無

10:00～16:30
※20日は16:00まで

料

無 料
(先着15名｡予約不要)

無

料

お問い合わせ
市川市文化振興財団

047-379-5111

大島

090-6304-0043

14:00／16:10
てこな音盤倶楽部
開場13:50
10:00 ～ 16:30
※23(水)12:00～16:30 プヨプヨ本舗
27(日)10:00～15:00

047-325-3440
046-259-7820

■郭沫若記念館
公演日

19(土)

こども邦楽コンサート
── 長唄三味線 ・

公演タイトル

尺八

──

入場方法

開演／終演(予定)

無 料
(各回10名。要事前申込)

①11:00／11:45
②13:00／13:45

入場方法
【全席自由】600円

開演／終演(予定)
11:00／11:45

完売御礼

15:00／16:30

お問い合わせ
芳澤ガーデンギャラリー

047-374-7687

■グリーンスタジオ
公演日

5(土)
5(土)

公演タイトル

ママも楽しい０歳からコンサート
小島貞二記念 寄席清華亭スペシャル
古今亭菊之丞 独演会

市川市文化会館(仮)事務所

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

〒272-0023 市川市南八幡3-12-21 MC本八幡５F

TEL.047-379-5111

定 休 日：8日（火）
、
22日
（火）
臨時休業日：30日（水）
、
31日
（木）
窓口受付時間：9:00~19:00

行徳文化ホールⅠ&Ⅰ

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

〒272-0121

市川市末広1-1-48

TEL.047-701-3011

休 館 日：1日（火）、15日（火）
開館時間：9:00~21:30

郭沫若記念館

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

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）
開館時間：9:00~17:00

休 館 日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
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
開館時間：10:00~16:00（入館は30分前まで）

中山文化村 清華園

お問い合わせ
市川市文化振興財団
047-379-5111

〒272-0813

市川市中山4-14-1

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）

─5─

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

市川市八幡4-2-1

休 館 日：14（月）、
28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

市川市文化会館 リニューアルオープン記念事業

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）、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）
、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）
主要オーケストラ首席奏者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による総勢38名によるオーケストラ！
【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
ベートーヴェン／交響曲第７番
発売中

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

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。

発売中

●主催：市川市文化振興財団

市川市文化会館リニューアル記念式典 観覧者募集
4月2日(土)
10:00～12:00

新着情報

市川市文化会館 大ホール

入場無料

【定員】100名（要事前申込、応募多数の場合は抽選）
【申込方法】往復ハガキの往信面に下記内容を記載してお申込みください。
〈①郵便番号②住所③氏名

（２名まで）④年齢⑤電話番号〉
詳細につきましては
【申込先】〒272-0023 市川市南八幡３-12-21 MC本八幡５F
市川市文化振興財団「リニューアル記念式典 観覧募集」係 財団HPをご覧ください。
【申込期限】３月11日（金）
必着
●主催：市川市 申・問：市川市文化振興財団 047-379-5111

市川市文化会館リニューアル開館のお知らせ

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。
会議室・練習室等の令和４年４月以降の施設予約を再開しております。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

◇◇◇

市川市文化会館

リニューアル内容

◇◇◇

●特定天井改修 ●大ホールホワイエにエレベーター新設
●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］
●館内トイレ改修

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

