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　昭和33年の開業から今年で50周年を迎える『京成ローザ⑩』。これを記念して映画史
に残る名作50本を、2009年５月29日（金）まで、１週間に１作品ずつ50週間にわたって
特別に上映いたします。懐かしの名作が続々登場しますのでどうぞご期待ください。

『京成ローザ⑩』開館50周年記念 名作劇場

半世紀の感謝を込めて……
なつかしの名作邦画作品を続々上映！ 9～11月の上映予定

特別料金700円均一（割引券との併用は不可）

秋の
東西名作集

9/20G～9/26F ショコラ
9/27G～10/3F にあんちゃん
10/4G～10/10F 真珠の耳飾りの少女
10/11G～10/17F 秋津温泉

若き日活の
ヒーローが
よみがえる

10/18G～10/24F 嵐を呼ぶ男
10/25G～10/31F ギターを持った渡り鳥

11/1G～11/7F 拳銃無頼帖
～抜き打ちの竜～

懐かしき
時代劇

11/8G～11/14F 天竜しぶき傘

11/15G～11/21F 銭形平次捕物控
～八人の花嫁～

11/22G～11/28F 丹下左膳（決定版）

問い合わせ 1（043）225-6355　詳しくはホームページで 京成ローザ10 検索

          20組40名様ご招待（詳しくは本誌15ページ参照）

カンテラを下げて漁に出る「夜とぼし」の風習を再現し、
商店街・地域住民・学生など、街全体を巻き込んで、す
べて手作りの3000個の灯籠、1000個の竹灯籠が街を照
らし、800個のかざぐるまが花を添えます。
 
日時：【前夜祭】
　　　2008年11月22日G前夜祭　17：00～点火
　　　【本祭】
　　　2008年11月23日A 10：00～イベント  17：00～点火
開催場所：せんげん通り（京成稲毛駅すぐ）
※公共交通機関でお越しください。
主催：夜灯実行委員会（代表　海宝周一 TEL043-242-2031）
協力：稲毛に関わっているみなさん
夜灯URL：http://yotoboshi.tu.chiba-u.ac.jp/

夜灯とは？
遠浅の海岸が埋め立てられる前の稲毛は海水浴や潮干狩りの客
で賑わうリゾート地であり、半農半漁のまちでもありました。今
でも残る海の記憶が、まちのそこここに見ることができます。
稲毛の海では新月の夜、カンテラのあかりで魚を獲る遊びの
漁、「夜とぼし漁」が行われていました。波が引いた後の潮だ
まりでは、たくさんの小エビや魚が獲れたといいます。
稲毛の浜にカンテラのあかりがポツリポツリとついていく、
稲毛あかり祭「夜灯（よとぼし）」は、その光景を稲毛のまちに
再現し、まちを照らし、人を照らし、暮らす人々のつながり
を大切に育てていきたいという思いで開催されます。
手作りのやさしいあかりに照らされた、稲毛のまちをどうぞ、
ゆっくりと歩いてみてください。

答用紙の配布は開園 ｰ13時30
分まで（なくなり次第終了）

■ふなばしアンデルセン公園
休月曜定休（9/24、 10/14、15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
★人形劇（出演バク）
日９月２３日（祝・火）13:30、15:00
場野外劇場
★市民花壇コンクール
日9月25日E～10月26日Aまで展示
場メルヘンの丘ゾーン
★ベリー＆フラメンコダンス
日１０月4日G  11:00、13:00
場ワンパク王国 ゾーンイベントドーム
★富田菜摘ワールド
　「動物たちのゆかいな森」
日10月26日Aまで
場子ども美術館展示室１・２
内空缶や電子部品から生まれた生
き生きとした生きものたちの楽し
い愉快な造形作品の展示。１０月

５日A にワークショップあり

　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
★おかあさんといっしょ「ぐーちょこランタン」
日１０月４日G13:30、16:00、
料全席指定2,000円
★TMR LIVE REVOLUTION
日10月5日A17:30～
料全席指定6,500円
★森山良子コンサートツアー2008
日10月11日G 18:00～
料S席6,300円、A席5,500円
★布施明ライブ2008
日10月18日G 18:00～
料S席6,000円、A席5,000円
★ディズニー･オン･クラシック2008
日10月19日A17:30～
料S席8,000円～B席5,500円

■習志野文化ホール
交新津田沼駅徒歩8分
問1（047）479-1212

★開館30周年自主事業 ウィーンの森
バーデン市立劇場歌劇「リゴレット」

日９月２6日F 18:０0～
料SS席10,000円～B席2,000円
★加山雄三withザ・ワイルドワンズ コ
ンサートツアー～オヤジたちの伝説

日10月１１日G 18:00～
料全席指定6,500円
★マリノ･フォルメンティ（ピアノ）のウィー
ン･フーゴ･ヴォルフ三重奏団演奏会

日10月18日G18:０0～
料Ｓ席３,500円、Ａ席2,500円、高
校生以下1,500円（A席のみ）

　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
★夏期展「徳川昭武のみた明治のまつど」
日開催中～9月28日Aまで
内徳川昭武が撮影した松戸周辺の

古写真ほか。

■千葉市科学館
開9:00～19:00
   （プラネタリウムは19:00～）
休9月29日、30日　10月27日　
交京成千葉線千葉中央駅徒歩５分
問1（043）308-0511
★星景写真展「星の風景」
日9月27日G～10月26日A
場７階企画展示室
内「夜」という自然本来の姿は忘れて
はならないもの。星の輝きは宇宙
の神秘を語りかけ、月の光は人の
感性を刺激します。星空を見上げ
たときの様々な原体験を想起し、そ
れを「星の風景」に託しました
★開館1周年記念イベント
  「コズミックカレッジ・キッズコースｰ
星の砂を探そう」

日10月26日A13:00～13:50、
14:30～15:20

内砂の中から星の形をした砂（星
砂）を探し出し、それを用いて星
座絵を作成する楽しい工作教
室。対象は幼児～小学２年生と
その保護者（各回２０組）、申込み
は往復はがきにて9月１６日～１０月
6日（当日消印有効）
※詳細はお問い合わせください

第3回稲毛あかり祭「夜
よ

灯
とぼし

」
歴史ある稲毛の記憶を現代に伝える

　誕生10周年を記念して、松戸駅東口にあるプラー
レ松戸では、10月10日（金）～10月19日（日）まで、多
彩な催しを開催予定しています。期間中は、謝恩セー

ルをはじめ、ポイント２倍キャンペーンほか、土日には安田大サーカスのステ
ージやキャラクターショー、大道芸人によるパフォーマンス、遊びの学校、抽
選会などお楽しみが盛りだくさん。さらに、2000円以上の当日レシートをお持
ちの10日間　各日先着100名様に、当館オリジナルのノベルティグッズをプレ
ゼントします！ご家族みなさまでご来館ください。
〈仮面ライダーキバ ショー〉　
    10月12日（日）　❶11：00～　❷13：00～　屋上ぷら～っとガーデンにて
〈安田大サーカスがやってくる！〉　
    10月13日（月・祝）          ❶ 11：00～　❷13：00～　屋上ぷら～っとガーデンにて
問い合わせ：プラーレ松戸☎ 047-331-7777（代表）

※各イベント内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください

プラーレ松戸
10周年イベント
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10月s11月
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

9月s10月イベントピックアップ

　自治体情報　

■松戸市
★コスモス祭り2008
日 9月27日G  10:00～14:00　
　※雨天翌日順延
場江戸川河川敷（松戸三郷有料橋下）
内模擬店・バザー・花の即売・江戸
川の魚の展示など

問実行委員会  1（047）366-1152
★市制施行65周年第35回松戸まつり
日 10月4日G～5日A11:00～19:00
場松戸駅東西口周辺、中央公園
内小中学生音楽パレード、小中学
生観光絵画展、第5回ＹＯＳＡＫＯＩ
松戸、観光物産展など

問商工観光課  1（047）366-7327
★矢切の里文学祭第3回初恋短歌大会
日11月1日G14：00～
場市民活動サポートセンター（総合福祉会館内）
内矢切を舞台にして書かれた伊藤左千
夫の小説「野菊の墓」にちなんで、初
恋をテーマにした短歌大会を開催。
選者の先生を招き、表彰式を行う

問松戸市観光協会
  　1（047）366-7327 

■鎌ケ谷市
★第34回市民文化祭
日１０月１１日G ～11月16日A 
場三橋記念館（初富駅徒歩1分）、
一部、東部学習センター･総合福
祉保健センター

内市内で活動しているサークル等が
展示･参加･発表の3部門で日頃
の活動成果を披露します

問実行委員会事務局（文化スポーツ振興課内）
　 1（047）445-1141(内487） 
★2008かまがや福祉健康フェア
日１０月１9日A 10:00～
場総合福祉保健センター全館･市役所１
階市民ホール（新鎌ケ谷駅徒歩7分）

内福祉や健康に関わる団体の活動

を身近に感じてもらうための楽しい
イベントやコーナーを用意

問社会福祉課内実行委員会事務局
　 1（047）445-1141(内705） 
★鎌ケ谷市リサイクルフェア
日１1月2日A 10:00～14:00※ 雨
天時は3日（祝・月）

場市役所１階市民ホールおよび駐車
場（新鎌ケ谷駅徒歩7分）

内家具や傘などのリサイクル品の販
売、家庭で不要になった日用品･
手作り品などのガレージセール

問クリーン推進課内環境美化対策推進協
議会事務局
　 1（047）445-1141(内２３６） 

■船橋市
★なかよし動物フェスティバルinふなばし2008
日9月27日G 10:00～1５:30
場ビビットスクエア
内わが家の犬・猫写真コンクール表彰式、
犬の正しい飼い方・しつけ方教室

問動物愛護指導センター
　1（047）435-3916
★第43回船橋市生き活き展
日10月25日G・26日A 10:00～
場ららぽーとTOKYO-BAY中央広場
内消費者団体・企業・行政によるくらしに役
立つ情報展示、アトラクション、抽選会ほか

問消費生活課 1（047）436-2482
★消防フェスティバル2008
日10月4日G 10:00～14:30
場船橋競馬場内
内消防体験コーナー、フリーマーケット、
松ケ根部屋の力士ともちつき大会など

問実行委員会 1（047）435-8628
★国際交流のつどい2008
日10月4日G 10:00～1５:０0
場天沼弁天池公園　※雨天は翌日
内各国の民族音楽・舞踊、模擬店・フリー
マーケット、スタンプラリーほか

問国際交流室 1（047）436-2083
★＜スポーツの祭典＞ワイワイまつり
日10月12日A 10:00～1５:０0

場船橋市運動公園
内一斉ウォーキング・ウォークラリー・車い
すウォークラリー、ニュースポーツ、昔
遊び、フリーマーケットなど

問生涯スポーツ課 1（047）436-2915
★船橋大神宮奉納相撲大会
日子ども相撲10月1９日A 9:00～
　大人相撲10月20日B 9:30～
場 船橋大神宮
内徳川家康をもてなすために始まったとい
われる関東でも指折りの草相撲大会

問文化課 1（047）436-2898

■習志野市
★こども映画会
日9月27日G 10:00～1１:00
場習志野市総合教育センター
内「クマのプーさん ｰプーさんとはちみ
つ」「竹取物語」※上映作品は変
更の場合あり　定員144人、小
学生以下上ばき持参、飲食禁止

問同センター  1（047）476-1715
★秋のミニコンサート～ピアノとヴァ
イオリンで奏でるあの調べ

日9月27日G 1４:３0～１６:00
場谷津公民館
内「マイウェイ」「カノン」「ノクターン」
他、定員80人

問同公民館 1（047）452ｰ1509
★ならしのきらっ子こどもまつり
日9月27日G 10:00～１3:00
　※雨天順延（9月28日A）
場こどもセンターおよび白鷺園
内おすもうさんとあそぼうコーナー、フ
リーマーケット、模擬店他
問実行委員会 1（047）452-3711
★谷津干潟市民クリーン作戦
日9月28日A10:30～12:00
　※受付10時、雨天中止
場谷津干潟自然観察センター
内小学生以上（小学生は保護者同
伴）100人、帽子・長靴・タオル・
飲物・軍手・汚れてもよい服装で

問環境政策課 1（047）451-1151

★NESスポーツフェスティバル2008＆
ソフトバレーボールフェスタ習志野

日10月4日GＮＥＳは9:00～12:30 、
ソフトバレーは13:00～17:00

場東部体育館
内NES＝誰でも参加自由、ソフトバ
レー＝小学生以上、参加費１チー
ム1,000円。室内用シューズ・タ
オル・飲物・運動のできる服装で

問東部体育館 1（047）493-7900
　（財）習志野市スポーツ振興協会 
1 047-452-4380
★福祉ふれあいまつり
日10月11日G 10:00～16:00
　※雨天開催
場JR津田沼南口モリシア前広場、
モリシア1・2階センターコート

問保健福祉調整課
　1（047）453-9243

　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
★小獣舎・ウォッチングガイド
日9月28日A13:30～
内小獣舎のヤマアラシを中心に動
物たちが何を食べているのか、
飼育員が詳しく解説
★梨大玉コンクール
日9月28日A～10月5日A
内普段は見られないでっかい梨をレスト
ハウス1階レクチャールームで展示
★サル舎・ウォッチングガイド
日10月5日A 13:30～
内サル舎の動物たちが何を食べて
いるのか、飼育員が詳しく解説
★動物クイズラリー
日10月13日（祝・月） 9:30～1５:00
内解答した方には記念品（オリジナ
ルポストカード）をプレゼント。解

フェルメール展
「光の天才画家とデルフトの巨匠たち」

光を紡ぐ独特の技法の美しさから、光の天才画家と呼ばれるヨハネス・
フェルメール（ 1632-1675 ）。日本初公開の5点を含むフェルメール作品
7点を始め、カレル・ファブリティウス、ピーテル・デ・ホーホなどフェ
ルメールの出身地オランダ・デルフトの巨匠の作品を会わせ計38点が一
堂に集う、奇跡の展覧会。

東京都美術館（上野公園）  
〒 110-0007　東京都台東区上野公園8-36　TEL：03-3823-6921
JR「上野駅」公園口より徒歩7分／京成電鉄「上野駅」より徒歩10分
お問い合わせ：TBS展覧会ダイヤル（電話 0570-060-060）

ヨハネス・フェルメール 《ヴァージナルの前に座る若い女》個人蔵    No.486-D01

2008年12月14日（日）まで
東京都美術館　企画展示室　http://www.tobikan.jp/

・午前9時～午後5時、金曜日は午後8時まで（入室は各閉室時間30分前まで）
・月曜休室（月曜が祝日の場合は開室し、翌日休室）
・一般1600円、学生1300円、高校生800円、65歳以上900円。中学生以下は無料

新京成線からフェルメール展（上野）へ楽々アクセス！ 松戸駅から…JR常磐線特別快速でわずか15分（快速で20分）・290円／新鎌ヶ谷駅から…北総線京成高砂乗り換え
で35分（日中）・820円／京成津田沼駅から…京成線快速特急・特急33分（日中）・360円 えっ！ 上野って意外に近いのね！※所要時間は時間帯・列車により異なります

          10組20名様ご招待（本誌15ページ参照）




