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日本の道百選に選ばれた常盤平桜通りで催され
るさくらまつりで、例年多くの人出でにぎわいます。
38回目の今年は、チャリティーオークション、各種
パレード・イベント等などが行われます。
場ゆりの木通り交差点から五香駅前まで（桜通り）
交常盤平駅、五香駅徒歩1分
問常盤平さくらまつり実行委員会
   1090-4220-5620

毎年60万の人出でにぎわう

常盤平さくらまつり
4月5日(土)11時～20時
４月6日(日)10時～19時
（雨天決行）

【交通規制とお願い】（松戸市）八ヶ崎、常盤平、六実の桜まつり3会場では歩行者天国のため交通規制を実施します。（習志野市）ハミングさくらまつりの会場では30日
　　　　　　　       の本祭のみ歩行者天国のため交通規制を実施します。周辺一帯は駐車禁止ですので電車やバスでご来場ください。ゴミは各自持ち帰りましょう。
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桜通り

電車の中からも楽しめます。
交元山駅とくぬぎ山駅の間

■貝柄山公園（鎌ケ谷市）
公園中央の池のほとりに植えられた
約100本のソメイヨシノを楽しむ。
交北初富駅徒歩8分

■鎌ケ谷市制記念公園（鎌ケ谷市）
公園内に約200本のソメイヨシノが
植えられています。
交新鎌ヶ谷駅徒歩7分

■ふなばしアンデルセン公園（船橋市）
遊具や施設を囲むように約1,000本
のソメイヨシノが咲きそろいます。芝
生の上でお弁当を広げたり、思いき
り体を動かして遊べるのもアンデルセ
ン公園ならでは。
交（9ページ参照）

■御滝公園（船橋市）
“滝不動”で知られる御滝山金蔵寺
を囲む自然公園は、昔から桜の名
所として知られています。海老川の
源流の滝や弁天池、お寺の建造物
も一見の価値あり。
交滝不動駅徒歩10分、または三咲   
  駅から船橋新京成バスで船橋駅北
  口行き「御滝不動」下車

■高根台さくら公園（船橋市）
公園内にソメイヨシノ約65本が花を
咲かせます。
交高根公団駅徒歩12分

■北習志野近隣公園（船橋市）
ソメイヨシノ、ヤエザクラ、シダレザ
クラ約300本が植えられています。
交北習志野駅徒歩5分

■千葉公園（千葉市）
ソメイヨシノ、シダレザクラを目当
てに大勢の花見客でにぎわうお花
見スポット。夏に咲く「大賀蓮」は
2000年前の古代ハスとして千葉
県の天然記念物に指定されてい
ます。
交京成千葉駅徒歩10分

■いのはな公園（千葉市）
鎌倉時代にまでさかのぼる千葉
氏発祥の地に、ソメイヨシノが約
100本、夜桜見物も可。茶店「い
のはな亭」名物のはな団子も味わ
えます。
交千葉駅から京成バス「大学病院」  
   行き「郷土館」下車徒歩2分

■八ヶ崎桜まつり（松戸市）
日4月6日A 10：00～15：30
内特設舞台での歌謡ショーなどのイ
ベント、はしご車・起震車体験、三・
三・六号線での音楽パレード、鼓
笛隊、阿波踊りなど

場八ヶ崎さくら通りおよび八ヶ崎郵便
局前通り

交JR馬橋駅から松戸新京成バス「八ヶ
　崎入口」下車
問八ヶ崎さくらまつり実行委員会
   （石原）  1（047） 343-2398

■八柱桜まつり（松戸市）
日4月5日G 11：00～16：00
　（雨天順延 4月6日同時刻）
内鼓笛隊・ブラスバンドによるパレー
ド、地元の方々の演舞等など
場八柱駅南口ロータリーから桜橋まで
交八柱駅徒歩1分
問八柱さくら祭実行委員会
　（三好）  1（047）385-0303

■六実桜まつり（松戸市）
日4月5日G・6日A 9：00～17：00
（雨天決行）
内音楽パレード、山車、神輿、カラ
オケ大会、ふれあい広場など

場六高台さくら通り
交東武野田線六実駅徒歩7分

問六実桜まつり実行委員会
　（石井）1（047）387-0088

■八柱霊園さくらまつり（松戸市）
日4月6日A 10：00～15：00
内野点（有料）、お花見踊り、生田
流琴の演奏、腐葉土配布など

場八柱霊園いこいの広場、ふれあ
い広場

交八柱駅から松戸新京成バス1番乗
　り場発「八柱霊園」下車
問八柱霊園管理事務所
　1（047）387-2181

■ハミングさくらまつり（習志野市）
日〈前夜祭〉3月29日G 
　14：00～21：00
　〈本祭〉3月30日A 
　10：00～16：30
内前夜祭=模擬店（地元商店による
販売等）、本祭=習志野高校吹奏
楽部・幼稚園児によるパレード、
歩行者天国、模擬店、ステージ
演奏、フリーマーケットなど

場前夜祭=大久保東小学校前ハミ
ングロード　本祭=大久保東小学
校前ハミングロード、大久保東小
学校校庭
※パレードは大久保商店街～大久
保東小

交京成大久保駅徒歩5分
問大久保公民館

　1（047）476-3213

■仏法山東漸寺（松戸市）
水戸街道第４の宿場町として知られ
る小金にある東漸寺は、樹齢320
年を超えるしだれ桜が見事です。
交JR北小金駅徒歩7分

■小金原の桜並木（松戸市）
ユーカリ交通公園に向かう沿道に、
約660本のソメイヨシノやオオシマザク
ラ、ヤエザクラが植えられています。
交JR北小金駅から松戸新京成バス  
   ２番乗り場発「交通公園」下車

■松飛台さくら通り（松戸市）
八柱霊園の裏参道とも呼ばれる約
480本の桜並木が続きます。
交五香駅西口から松戸新京成バス  
   「串崎入口」下車

■松戸市運動公園（松戸市）
陸上競技場の周辺のソメイヨシノは
満開となると見事。また、野球場
周辺も八重桜も見ごたえが。
交松戸新田駅徒歩15分

■自衛隊の桜（鎌ケ谷市）
元山駅とくぬぎ山駅の間では、自
衛隊敷地内の見事な桜が新京成

沿線お花見ガイド
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切り取ってご使用ください

   

24時間上映案内☎043（225）6355　www.keiseikog.co.jp/c㏌ema/

京成ローザ⑩シネマ情報

3月
22日～SWEET RAIN 死神の精度
22日～マイ・ブルーベリー・ナイツ
22日～デッド・サイレンス
22日～燃えよピンポン
29日～カンフーくん  
4月
  5日～クローバーフィールド
12日～つぐない  
12日～ヒットマン
12日～王妃の紋章
18日～大いなる陰謀
19日～名探偵コナン 戦慄の楽譜
19日～クレヨンしんちゃん
　       ちょー嵐を呼ぶ金矛の勇者
19日～スシ王子！～ニューヨークへ行く～
19日～アイム・ノット・ゼア
26日～少林少女

【全館座席指定】観たい映画をお好き
な座席でお楽しみください。
【早売りチケット】観たい日、時間が決
まれば、お好きな座席を早めに確保。
※毎週火曜日よりその週の土曜日か
ら翌週金曜日までを劇場窓口（連日
19時まで）でのみ販売いたします。

●各種割引き料金…シニア料金（60歳以上の方）1,000円、映画の日（毎月1日）
1,000円、レディースデイ（毎週金曜日・女性限定）1,000円、レイトショー1,200円
※上映作品、上映日が変更になる場合があります。ご来館前にご確認ください。

上映予定作品

（当日窓口料金＝一般￥1,800／学生￥1,300）
劇場窓口に料金をそえてお出しください。
●本券は、シニア及びその他の割引とは併用できません。
●本券の有効期間は平成20年5月20日までです。

京成ローザ⑩特別優待割引券
この券1枚で、4名様まで当日窓口料金よりお1人様につき

200円（一般）／100円（学生）割引します

切り取ってご使用ください

26日～砂時計
26日～NEXT
26日～スパイダーウィックの謎
26日～紀元前1万前
26日～あの空をおぼえてる
5月
  1日～相棒
10日～隠し砦の三悪人 
10日～ハンティング・パーティー
10日～最高の人生の見つけ方
17日～チャーリー・ウィルソンズ・ウォー
17日～ひぐらしのなく頃に

名探偵コナン 戦慄の楽譜
監　督：山本泰一郎
キャスト：江戸川コナン 　高山みなみ
                毛利 蘭 　　　山崎和佳奈
           毛利小五郎    神谷 明

千葉中央駅直結 京成ホテルミラマーレ 
ライブ&ダイニング ディスカーロ
カクテル・アミューズフェア
料金：2008年4月1日（火）～2008年4月30日（水） 17：00～21：00
料金：お一人様4,830円 
＊ 2名様より承ります。10%のサービス料が別途かかります　
ライブ＆ダイニング ディスカーロ（京成ホテルミラマーレ2F）
営業時間：7：00～22：30（CLOSE15:00～17:00）
ご予約・お問い合わせ：043-222-2350

大学生150円、小・中学生100円
（土曜日は小・中学生無料）
交八柱駅徒歩15分、または八柱駅
南口から松戸新京成バス小金原
団地行き「公園中央口」下車

問1（047）384-8181
★平成20年度資料展「木のいれもの」
日4月26日G～6月15日A
内小さな釣り箱から大きな車長持ちま
で、大小さまざまな用途に使われてい
る木でつくられた容器を、当博物館
所蔵の民具から展示

■松戸市民会館
休月曜（祝日の場合は翌日）
交松戸駅東口徒歩7分
問1（047）368-1237
★5周年有田由希コンサート2008！！
日4月13日A 12:00～
料全席自由1,000円
★プラネタリウム「近代天文学のパ
イオニア　ヨハネス・ケプラー」

日開催中～３月３０日A土・日・祝
　10:30～、13:30～、15:30～
料大人52円、中学生以下31円
★来館者には「星座早見盤工作セッ
ト」を無料で差し上げています

■白井市文化センタープラネタリウム館
休月曜・祝日（土・日に祝日が重なる
場合開館、次の火曜日が休館

交北総線白井駅北口徒歩10分
問1（047）492-1125
★一般投影「星空を旅しよう2008
春～あなたの知らない星座たち」
「８８の星語り～春の星座」
日3月22日G～
時水・金曜 15:30～
　土・日曜  14:00～、15:30～
★ロイ君「星になったポップコーン（4月6
日（日）まで）」「やじるしくんのいたず
ら春（4月13日（日）から）」
時日曜11:00～　※3月26日（水）～
4月6日（日）は平日も投映します
★昼間の星を見る会（太陽や明るい恒
星・惑星）」日 4月1２日G11:30～
13：30
　※予約不要、無料、荒天中止
★星を見る会（すばる、オリオン星雲ほか）
日4月12日G1９:00～２０：15　
　予約不要（受付は20分前から図書館
玄関前にて）荒天の場合は解説のみ

料参加費大人100円、子ども無料、
定員50人、小学生は保護者同伴

■鎌ケ谷市郷土資料館
開9:00～17:00 
休月曜・祝日（企画展は祝日も開催。
5/5は開館）

交初富駅徒歩2分
問1（047）445-1030
★下総小金中野牧跡国史跡指定記念
事業「野馬のいた風景̶野馬土手・
捕込が語る江戸時代の鎌ケ谷̶」

日3月20日（木・祝）～5月11日A
内ギャラリートーク（展示説明）を3月
28日F、4月6日A、19日G、24日
E、5月3日（火・祝）、9日Fの13:30
～開催。3/28、4/19はギャラリー
トーク終了後に捕込足見学あり申
込不要。※会場は三橋記念館

■船橋市郷土資料館
開9:00～17:00 （入館16:30まで）

休月曜・祝翌日（土・日は開館）
交習志野駅徒歩10分
問1（047）465-9680
★常設展「船橋のあゆみ」
日通年
★屋外展示「蒸気機関車」
日公開日は毎週土・日・祝の
　10:00～16:00（雨天中止）

■習志野市総合教育センター
　プラネタリウム館
交京成線実籾駅徒歩10分
問1（047）475-5156
★投影「星になったチロ」3月の話題「太
陽の孫たち」４月の話題「土星の話」

日３月２３日A、4月12日G、27日A
　10:00～、13:00～、15:00～
料高校生以上440円（市内在住64
歳まで220円、市内在住65歳以

上110円）、中学生以下無料

■船橋市総合教育センター
　プラネタリウム館
休月曜・祝日
交JR東船橋駅徒歩15分
問1（047）422-7732
★一般向け「太陽系火山めぐり」
日土・日曜と3月26日D～28日F、４
月29日（火・祝）14：00～、15：30～
★幼児向け「まいごのきょうりゅうトリップくん」
日土・日曜と3月26日D～28日F、４
月29日（火・祝）11：00～

料大人420円　子供210円（市内の     
   中学生以下無料）
★星を見る会
日4月26日G19：00～21：00
内幼児～中学生は保護者同伴、3
月15日から予約先着１００名

■千葉市美術館
開10：00～18：00（金・土は～20:00）
休第１月曜日（祝日の場合は翌日）
交京成千葉線千葉中央駅徒歩10分
問1（043）221-2311
★第39回千葉市民美術展覧会
日開催中～3月28日F  
★池田満寿夫・知られざる全貌／「満
寿夫・マスオ・MASUO－『池田満
寿夫』理解のための三章」

日4月5日G～5月18日A
内油彩、水彩、コラージュ、版画、
彫刻、陶芸、書など、多岐にわた
る池田の制作活動の振幅を、新
発見や未発表の作品、資料を含
めながら紹介

料一般800円、高校・大学生560
円、小中学生無料

©2008名探偵コナン製作委員会

ミラマーレオールディーズナイト！！
日時：2008年4月21日（月）　18:00～21:00
料金：前売価格　7,000円　（当日価格　7,500円）
　　　　　　　（コンサート、ブッフェ、フリードリンク、サービス料、税込）
　　　　　　　※前売り券のお座席につきましては、指定席とさせて頂きます。  
出演：グッディーズ、シーシーライダーズ  場所：6階ローズルーム
ご予約・お問い合わせ:０４３－２２２－２１１５（予約サロン）
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内容は変更されることがありますのでご利用前にお問い合わせください

　自治体情報　

■松戸市
★緑と花のフェスティバル
日4月29日(火・祝）9:30～15:00
場21世紀の森と広場つどいの広場
内苗の無料配布や植木の販売、ス
テージイベント、農産物直販など

問財団法人松戸みどりと花の基金
　 1（047）345-9846
★江戸川松戸フラワーライン
　レンゲまつり
日4月12日G 10:00～14:00
場江戸川松戸フラワーラインレンゲ畑
内江戸川の魚の展示や花･植物の
即売など

問同実行委員会（松戸市役所河川清流
課内）  1（047）366-1152

■船橋市
★写真展～船橋うららかな眺め
日3月10日B～3月28日F
場市役所1階美術コーナー
内市内在住安間嗣郎氏が昭和27
～29年撮影した40点を展示

問船橋市視聴覚センター
　 1（047）422-7731
★水神祭 船橋漁港
日4月3日E
内海上の安全と豊漁を祈願
問船橋漁業協同組合
　 1（047）431-2041
★緑と花のジャンボ市
日4月11日F～13日A
場天沼弁天池公園
内植木、花、種苗などの即売
問船橋緑花協会
　 1（047）436-2557

■習志野市
★習志野市立第一中学校管弦楽
部平成19年度定期演奏会

日3月22日G 13:30～
場習志野文化ホール
問習志野市立第一中学校　
　1（047）472-6165
★さくら広場「ライトアップ特別開園」
日3月下旬～4月上旬（さくらの開花
に準ずる）10:00～21:00（入園
は20:30まで）

内開園時間を延長し、ライトアップを
実施。駐車場はありませんので車
での来場はご遠慮ください

場さくら広場（芝園１丁目、松下電器
産業㈱所有地）

問管理事務所1（047）454-8739
★第1回スポーツフェスタ習志野
日3月23日A 10:00～16:00
内演舞会の観覧
場袖ケ浦体育館
問習志野市スポーツ振興協会
　1（047）452-4380
★新習志野駅前フリーマーケット
日4月6日A 10:00～16:00
場メルクス新習志野モール内
問習志野市商店会連合会
   1（047）455-1955
★体力測定へいこう15！＆PLAY 
SPORTS

日4月15日C 
　体力測定：9:00～11:00
　PLAY SPORTS：11:00～13:00
　（体力測定は受付10:00まで）

内新体力測定、骨密度検査、バドミ
ントン・バウンドテニス・卓球・体
力測定フォローアップなど

場袖ヶ浦体育館
問習志野市スポーツ振興協会　
　1（047）452-4380

　公園・動植物園
■市川市動植物園
休月曜（祝日の場合は翌火曜休）
交くぬぎ山駅西口徒歩20分
問1（047）338-1960
★オリジナルグッズ販売
日毎月第１日曜
内レストハウス2階の売店にて、す
べてハンドメイド・オリジナル一点
物です。売切れ次第終了します
★雪割草展示・即売
日3月20日（木・祝）～22日G
内レストハウス１階 レクチャールーム
にて市川山野草愛好会主催によ
る雪割草の展示・即売会
★動物講演会「市川のレッサーパン
ダ、21年」

日3月23日A 13:30～
内飼育スタッフによる開園から21年
間のレッサーパンダのおはなし
★何を食べているかな？
　小獣舎・ウォッチングガイド
日3月30日A 13:00～
内小獣舎で飼育している動物のメ
ニューを飼育員が詳しく解説
★何を食べているかな？
　サル・ウォッチングガイド
日4月20日A 13:30～
内サル舎で飼育している動物のメ
ニューを飼育員が詳しく解説

■ ふなばし三番瀬海浜公園
休月曜定休
交ＪＲ船橋駅南口、京葉線二俣新
町駅から京成バス「船橋海浜公
園」行き終点下車

問1（047）435-0828
　 http://www.park-funabashi.or.jp
★潮干狩り
日4月17日E～6月22日A
内都心から一番近い潮干狩場

■ふなばしアンデルセン公園
休月曜定休（3/24・31は開園）
料一般900円、高校生600円、小・
中学生200円、4歳以上100円

交三咲駅から船橋新京成バス、セコ
メディック病院行き、北習志野駅
から小室駅行き「アンデルセン公
園」下車、または三咲駅、船橋駅
北口から船橋新京成バス小室駅
行き「県民の森」下車徒歩5分

問1（047）457-6627
★パークライブステージ「ディキシーラ
ンド・ジャズ」出演JINYA

日3月23日A 11:00～、13:00～
場ワンパク王国ゾーンイベントドーム
★自然観察会「樹木ウォッチング」
日4月5日G10:30～、13:30～
内春の公園を樹木医がご案内
場メルヘンの丘
★チャレンジ！　押し花のしおりづく
りアンデルセン童話の世界を描い
てみよう

日4月5日G 12:00～15:00
内小学生以上、当日先着100名
料参加費１00円
★アンデルセン
　バースデーフェスティバル
日4月6日A 
内マーチングバンド演奏、親子フラワー
スクール、童話歌劇「野の白鳥」

場メルヘンの丘ほか
★子ども美術館 たじまたかおきさんの
「きいてごらんよ！木のこもりうた」
日４月１3日A まで
場展示室1、2
内大小のロボットがいっぱい！クスの
木で彫った楽しい彫刻を展示。3
月20日と22～23日（10:00～12:00、
13:00～15:00）は木のロボット作りも
できます。各日定員5名

料参加費500円

　ホール・コンサート
■森のホール21大ホール
交八柱駅徒歩15分、または八柱駅
南口から松戸新京成バス小金原
団地行き「公園中央口」下車

問森のホール21チケットセンター
　1（047）384-3331
★モーニング娘。コンサートツアー2008春
日3月22日G15:30～、19:00～
　23日A 14:30～、18:00～
料全席指定一般6,800円、ファミ
リー6,800円
★綾戸智恵　デビュー10周年記念ツ
アー08

日4月13日A  15:00～
料全席指定7,500円
★岩崎宏美LIVE2008 シアワセノカ
ケラ

日4月17日E 18:30～
料Ｓ席 6,000円、Ａ席 5,000円，
Ｂ席 4,000円
★シエナ・ドリーム・ブラスII　2008
日4月23日D 19:00～
料全席指定2,500円

■船橋市民文化ホール
交京成線船橋駅徒歩5分
問1（047）434-5555
★船橋ジュニアオーケストラ・スプリ
ングコンサート

日3月29日G 14:00～
料全席自由500円
★ＪＵＬＥＰＳ～ジュレップス～コンサート
日4月18日F 19:00～
料全席指定4,000円
★100万人のクラシック「シエナ・ド
リーム・ブラスⅡ」ゲスト池上英樹
日４月25日F 19:00～
料全席指定一般2,500円、友の会
会員・中学生以下2,000円

■きららホール（船橋市民文化創造館）
交JR船橋駅南口・京成船橋駅東口
徒歩2分

問1（047）423-7261
★よりみちライブvol.54「オーボエ癒
しの音色～クラシックからジャズ＆
ポップスまで！～リアルタイム右脳刺
激型ライブ～」

日4月17日E18:30～､19:30～
料無料

■習志野文化ホール
交新津田沼駅徒歩8分
問1（047）479-1212
★劇団ピッカリ座世界名作子ども劇
場ぬいぐるみ人形ミュージカル
　「オズの魔法使い」
日3月30日A 11:00～、13:40～
料S席2,200円、A席1,800円、B
席1,400円（当日各300円増）
★習志野ウィンド・オーケストラ
　第21回定期演奏会
日4月6日A 13:30～
料全席自由500円（当日200円増）
★第24 回芸術祭
日4月19日G 11:00～新日舞連盟
舞踊大会、20日A 10:30～春
の祭典2008

料全席自由300円
★NPO法人東京ベイエリア市民音楽大学
講座サイ・イェングァン ソプラノリサイタル

日4月25日F 19:00～
料S席4,000円、A席3,000円（高校
　生2,000円、小中生1,500円）
★混声合唱団コールド・ドリーム
　創立25周年記念第13回演奏会
日4月27日A 14:00～
料全席自由1,000円
★中村紘子トーク＆コンサート
日4月29日（火・祝） 14:00～
料S席4,000円、A席3,000円（高校
　生以下1,500円)

■フリューゲル・ザール
交五香駅徒歩１２分
問1080-3205-1844（クラシックデ
ザインK2 ）
★景山誠治（ヴァイオリン）＆藤森亮
一（チェロ）＆大須賀恵里（ピアノ）
　ピアノトリオ・コンサート
日4月5日G14:00～
料５０～７０席限定、5,000円（ソフト
ドリンク付）

　文化・展示会
■松戸市戸定歴史館
開9:30～17:00（入館16：30まで）
休月曜（祝日の場合は火曜休
　5/7Dは休館）
料一般150円、高・大学生100円、
小・中学生50円。戸定邸との共
通入館券は一般240円、高・大
学生160円、小・中学生80円（土
曜は小・中学生無料）

交松戸駅東口徒歩10分
問1（047）362-2050
★戸定の藤まつり
日時期未定、お問い合わせください
内30年近くもかけて育てられた鉢植
えの藤が40鉢。咲き誇る色彩と
清雅な香りをお楽しみください
★企画展「徳川慶喜家の人びと」
日公開中～5月6日（火・祝）
内初公開となる慶喜と昭武合作の
書画軸、彼の父斉昭の書簡、慶
喜の孫である高松宮喜久子妃殿
下の書など

■松戸市立博物館
休月曜（祝日の場合は開館し翌日休館）・
毎月第4金曜

料常設展観覧料　一般300円、高・




