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10月s11月5月s6月イベントピックアップ

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

5月
21日～ナルニア国物語
　　　　第2章 カスピアン王子の角笛
24日～山のあなた ～徳市の恋～
24日～ランボー 最後の戦場
24日～アフタースクール
24日～幻影師 アイゼンハイム 
31日～僕の彼女はサイボーグ
31日～幸せになるための27のドレス
31日～ラスベガスをぶっつぶせ 
6月
  7日～ザ・マジックアワー
  7日～築地魚河岸三代目
  7日～神様のパズル
  7日～ブルー・ブルー・ブルー
14日～DIVE！！ ダイブ  
14日～JUNO
21日～奇跡のシンフォニー
21日～インディ・ジョーンズ
　　　　クリスタル・スカルの王国

【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7月19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

21日～西の魔女が死んだ
28日～花より男子ファイナル
28日～歩いても歩いても
7月
  5日～クライマーズ・ハイ
  5日～スピードレーサー
12日～ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌
12日～カンフーダンク！
12日～メイド・オブ・オナー
12日～ホートン ふしぎな世界のダレダーレ
19日～崖の上のポニョ
19日～ポケットモンスター
 　　　　ギラティナと氷空の花束シェイミ

僕の彼女はサイボーグ
監　督：クァク・ジェヨン
キャスト：綾瀬はるか、小出恵介
上映時間：120分

る木でつくられた容器を、当博物館
所蔵の民具から展示
★学芸員連続講演会(友の会共催)
日6月21日G「華族とフィルム－趣味
人・渋沢篤二の16ミリ映画－｣、
7月19日G｢中世の地下式坑｣ 
   各日とも13:00～15:00
内定員80名（当日先着順）、参加無料

■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
★プラネタリウム６・7月の番組「プラ
ネタリウムの秘密」

日6月7日G～7月３1日E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「ザ・ホーンテッド・プラネタリ
ウム」「宇宙と８８の星語り～夏の星座」

日5月31日G～7月13日A
時水・金曜 15:30～
　土・日曜  14:00～、15:30～
★ロイ君「やじるしくんのいたずら」
時日曜11:00～
★昼間の星を見る会
日 6月7日G11:30～13：30
　※予約不要、無料、荒天中止
★星を見る会（Ｍ13、ミザールほか）
日６月７日G20:00～２１：００
　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
★7月5日(土)は開館記念無料投映

■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
★小企画展「印内台遺跡～古墳から
中世の大規模遺跡」

日～6月22日Aまで
★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」と５月「南半球
の星たち」/６月「暦の話」

日5月２5日A、6月14日G、15日A、
22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、5月31日G
交JR東船橋駅徒歩15分
問1（047）422-7732
★一般向け 6月1日 A より「ボクたちの
新・竹取物語 ～月周回衛星かぐや～」

日土・日曜　14：00、15：30
★幼児向け6月1日（日）より

　「ピーターパンと星の国へいこう」
日土・日曜 11：00～
料大人420円　子供210円（市内 
   の中学生以下無料）
★星と音楽の夕べ（星空ＣＤコンサート）
日6月21日G17：00～18：15
内中学生以上予約先着150名、無料

■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
★インドネシア更紗のすべて
　～伝統と融合の芸術
日6月3日C～7月21日（月･祝）
内日本には江戸時代に早くも伝わ
り、更紗ブームを引き起こしたろう
けつ染めの布「バティック」の魅力
をお楽しみください
料一般800円、高校・大学生560

円、中学生以下無料
★関連イベント「ファッションショー」
日6月８日A11:00、14:00
★講演会「更紗と江戸の風俗」
日6月２８日G14:00
★袱紗講習会

日6月２２日A、７月６日A 各日14:00
内日本伝統の包み布・敷き布を作りま
しょう。15歳以上、定員各日12名
（要事前申込）
★同時開催「手仕事の美」
日6月3日C～7月21日（月･祝）

©2008名 「僕の彼女はサイボーグ」フィルムパートナーズ

■木下大サーカス 千葉公演
内ライガーミラクル世界猛獣ショー
／決死の空中大車輪／サファリ
スペクタクル ほか

日6月7日G～8月27日D
　月～水11：00、13：40
　金　　13：00、15：40
　土・日・祝 8/14・15
　　　　10：20、13：00、
　　　　15：40
休木曜日、
　6/11、7/9、8/6
場千葉みなと駅東300m 特設会場

料（一般前売券）
　おとな2,700円　子ども1,700円
　（一般当日券）
　おとな3,000円　子ども2,000円
 　※子どもは満3歳～中学3年生まで
問木下サーカス千葉公演事務局
1（043）203-0117
　http://www.kinoshita-circus.co.jp
★各種指定席（別料金）の前売券は
下記プレイガイドで（当日会場でも
お買い求めできます）
　チケットぴあ  1（0570）02-9999
　ローソンチケット 1（0570）000-777

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
イタリアンディナー
期間：2008年6月19日（木）まで　17：00～21：00
料金：お1人様5,250円（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

みらまーれ落語会
日時：2008年6月2日（月）　
料金：8,000円（お食事・お飲物・落語会・税・サービス料込み）  
出演：桂ち太郎、新山真理（漫談）、三遊亭小遊三

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
★新松戸まつり
日7月19日G ～20日A
　10:00～21:00
場新松戸駅西口けやき通り
内サンバや阿波踊り、鳴子踊りなど
のパレードやワゴンセールを開催

問同実行委員会  1（047）348-1008

■船橋市
★ホタルの里無料開放
日6月3日C～８日A 19：30～21：00
場船橋市運動公園内ホタルの里
内ゲンジボタル約1000匹が夜空を舞
う。この催しは子どもたちに夢を与
え自然について理解してもらおうと
昭和60年から始まりました

問体育施設管理事務所
　 1（047）438-4461
★環境フェア
日６月７日G 10：00～16：00
場中央公民館
内パネル展示、体験コーナーなど
問環境保全課  1（047）436-2454
★ふなばし楽市
日６月7日G 9：00～11：30
場船橋市中央卸売市場
内市場を市民に開放し、約170の店舗
が新鮮な野菜・果物・鮮魚、食器・
調理器具などを販売。※先着1000
名様に船橋特産にんじん「ベータキャ
ロット」1袋をプレゼント（9時から関連
棟前で引き換え券配布）

問市場管理課  1（047）424-1151

■習志野市
★にんじんまつり
日5月24日G 10:00～14:00
場大久保公民館
内にんじん掘り（小学生定員60人・
100円）、子ども料理教室（定員
25人・300円）ほか

問大久保公民館 1（047）476-3213
★こども映画会
日5月24日G、6月28日G 10:00～1１:00
　定員144人
場習志野市総合教育センター
問同センター  1（047）477-8282
★津田沼１丁目商店会フリーマーケット
日6月8日A 10:00～15:00
場新津田沼駅２階通路（屋根付）
問習志野市商店会連合会
　1（047）455-1955
★津田沼南口商店会
   「楽市フリーマーケット」
日6月22日A 10:00～16:00
場津田沼公園（モリシア正面広場）
　※雨天中止
問（有）ベネフィット 1（047）402-4471
★新習志野駅前フリーマーケット
日7月6日A 10:00～16:00
場新習志野駅前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
★谷津干潟の日
日6月7日G～８日A 9:00～17:00
場谷津干潟（両日は入館無料）
内自然観察会、環境ウォーク、模擬店ほか
問谷津干潟自然観察センター　
　1（047）454-8416
★キャンドルナイト in ならしの
日6月21日G 18:00～20:00
場JR津田沼駅前広場モリシア前
   （津田沼公園）

内地球温暖化防止啓発活動
問同実行委員会＆「竹宵の会」 
    1（047）475-3704

　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
★バラ園ハワイアンコンサート
日5月25日A 1２:０0/13:00
内バラの花をバックにハワイアンバン
ドの演奏とフラダンス
★調理室探検－ZOOワンポイントガイド－
日6月8日A 13:30～
内飼育員が動物たちのエサについ
て詳しく解説
★県民の日記念・動物クイズラリー
日6月15日A 9:30～14:00
内解答した方にオリジナルポストカー
ド）をプレゼント。解答用紙の配
布は開園～13時30分まで
★七夕まつり
日6月21日G～7月6日A 
内短冊に願いを書いて七夕飾りにし
ましょう

■ 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
町駅から京成バスシステム「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２００８開催中
日～6月22日A
内都心から一番近い潮干狩場
★流れるプール オープン！
日7月19日G～9月7日A
料利用料金は高校生以上800円、
小中学生400円、子供（4歳以
上）200円　開催期間中無休

■ふなばしアンデルセン公園
休月曜定休（6/10、17  7/1、8は休園）
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
★とくべつおはなし会
日5月25日A13:00、14:30
場童話館
★特別企画　オーストラリアの大地の響き
日5月31日G13:00、15:00
内伝統民族楽器ディジュリドゥとパー
カッションのセッション演奏他

場ワークショップ室前庭（雨天の場合
展示室）
★企画展１ブーメランで風を感じて！
日開催中～6月15日A 
内オーストラリア先住民族の物など珍
しいブーメラン約200本を展示
場子ども美術館展示室１
★企画展2寺田織江さんのおにぎり
パフォーマンス

日開催中～6月15日A 
内外国や日本の街々でおにぎりを配
り、食べた人とのコミュニケーショ
ンの様子をビデオや写真で記録す
るパフォーマンス

場子ども美術館展示室２
★メルヘンの丘の音楽会
日6月15日A 11:00、13:00
内出演 こんぺいとう
★ラベンダースティック作り
日6月28日G、7月5日G 10:00、14:00
場メルヘンの丘農家
★ねんど／やきもの劇場４人のホープ＋船
橋のこどもたち   中村錦平プロデュース

日6月21日G ～8月3日A 
内土の魂をこねる、ちぎる、積み重
ねる。指先、手の甲、げんこつ、
肘、足も使って思いっきり粘土に
向かう。カタチをつくる目的ではな
く、体全体で感じたカタチをみんな
で作り上げます

　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
★瀬戸内寂聴特別講演会「遊行」
日5月23日F 14:00～
料全席指定4,000円
★川井郁子ヴァイオリンコンサート2008
日5月30日F 19:00～
料全席指定5,000円
★松戸市民吹奏楽団第28回定期演奏会
日6月1日A 14:00～
料無料
★松戸ブラスオルケスター第23回定期演奏会
日6月8日A 14:00～
料全席自由500円
★加山雄三withザ・ワイルドワンズ
日6月14日G 18:00～
料S席6.500円、A席5.500円
★第34回松戸市合唱連盟合唱交歓会
日6月15日A
料無料
★さだまさし35周年記念コンサート
日6月24日C 18:00～
料全席指定7,350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
★市民寄席「金馬・正蔵二人会」
日5月24日G 14:00～
料全席指定 3,500円
★ＶＩＶＡ！ラテン 情熱のリズム
日5月31日G18:00～
料全席指定4,500円
★マーラー「復活」演奏会
日6月15日A14:00～
料全席自由（前売）一般1,500円、高校
生以下500円※３歳以上有料
★ソングフォーメモリーズ　
　鈴木康博（元オフコース）ほか
日6月20日F19:00～
料全席指定3,800円
★錦織健テノール・リサイタル
日7月4日F19:00～
料全席指定4,000円
★ルツェルン交響楽団演奏会
日7月8日C19:00～
料S席8,000円、A席6,000円、
   B席4,000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
★常味裕司アラブ音楽アンサンブル
日5月24日G15:00～
料全席自由3,000円
★よりみち特別
　ライブ マリンバ＆ユーフォニウム
日6月12日E19:00～
料無料
★よりみちライブvol.5６「情熱のタンゴ」
日６月１９日E18:30～､19:30～
料無料
★木住野佳子ジャズトリオ
日６月２８日G15:00～
料全席自由3,000円

■習志野文化ホール
交新津田沼駅徒歩8分
問1（047）479-1212
★ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉
日5月31日G 14:00～
料S席4,000円、A席3,000円、B
席2,000円（高校生以下、65歳以
上：各500円引）
★エレガンスマンドリンコンサート
日6月1日A 14:00～
料全席指定1,000円
★第20回これが吹奏楽だ！
日6月8日A 12:30～、16:30～
料全席指定A席1,500円、
　B席1,200円（当日各500円増）
★舟木一夫コンサート2008
日6月20日F 14:30～、18:30～
料全席指定7,000円
★奥華子コンサートツアー 2nd Letter
日６月27日F 19:00～
料全席指定4,000円

　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）
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
★通常展Ⅰ「徳川昭武が歩んだ幕末・
明治」

日開催中～7月6日Aまで
内徳川昭武と兄慶喜の多種多様な
資料を1867年パリ万博、美術工
芸品、写真作品などのコーナーに
分けて展示

■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（6/23(月)～6/30(月)は
臨時休館）

料常設展観覧料　一般300円、高・
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年度館蔵資料展
　「木のいれもの」
日開催中～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




