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17世紀ヨーロッパ絵画を「黄金
の世紀とその陰」、「大航海と科学
革命」、「聖人の世紀における古代
文明の遺産」三つのテーマに分類、 
この時代のヨーロッパ絵画を横断
的に検証。 レンブラント、フェルメー
ル、ルーベンス、ラ・トゥール、ベラス
ケスなどルーヴルを代表する画家た
ちの重要な作品が出品予定。
期間　2月28日（土）～6月14日（日）
会場 国立西洋美術館（上野公園）
　　  東京都台東区上野公園7-7
料金  一般1,500円（前売1,300
円）、大学生1,200円（前売1,000円）、高校生800円（前売650
円）、中学生以下は無料。団体割引あり（20名以上）。障がい
者手帳をお持ちの方および付添者 1名無料　
http://www.ntv.co.jp/louvre
問合せ　ハローダイヤル　103-5777-8600

ルーヴル美術館展　
17世紀ヨーロッパ絵画
国立西洋美術館

日本初上陸！ 
大恐竜展 知られざる南半球の支配者
国立科学博物館

上 野

PASMOは株式会社パスモの登録商標です。ロボットはPASMOのキャラクターです。

上 野

謎に包まれてきた南半球の恐竜の化石と
標本50点以上を一挙公開。2億 5000万
年前の幻の大陸ゴンドワナを再現！地球で
唯一の大陸だったパンゲアは2つに分裂・
移動し、悠久のときを経て、南のゴンドワナ
大陸、北のローラシア大陸へ。その後ゴン
ドワナは南米、アフリカ、インド、オーストラ
リア、南極などへ。そのゴンドワナ大陸に生
息した恐竜たち、史上最大級の肉食恐竜マプサウルス（アルゼン
チン）の親子が世界初公開。そのほかマシャカリサウルス（ブラジ
ル）、スタウリコサウルスなども日本に初上陸。
期間　3月14日（土）～6月21日（日）
会場　国立科学博物館（上野公園）
料金  一般・大学生1,500円（前売・団体 1,200円）、小・中・
高校生 600 円（前売・団体 500 円）、未就学児・障がい者
手帳をお持ちの方および付添者1名無料　団体は20名以上
http://dino2009.jp/
問合せ　ハローダイヤル　103-5777-8600

東京大神宮は明治13年に
創建され、「東京のお伊勢さま」
と称されて親しまれています。神
前結婚式を初めて行ったことや
結びの三神が祀られていること
から、縁結びにもご利益のある
神社として知られ、良縁を願う
若い人たちの参拝が増えてい
ます。インターネットやメディアで
“彼氏ができる”と話題になり、
多い日にはなんと1,500人の行
列ができたことも ！ 新京成からこ
んなに近い飯田橋で、あなたの
恋の願いを叶えてみませんか。
東京大神宮　http://www.tokyodaijingu.or.jp/
東京都千代田区富士見2-4-1　 103-3262-3566
良縁祈願　9:00～16:00良縁祈願　9:00～16:00良縁祈願
〈飯田橋までのアクセス〉
松戸駅から…JR常磐線・千代田線直通→大手町駅で東京メトロ東
西線に乗換えで35分・440円／八柱駅から…新八柱駅からJR武
蔵野線→西船橋駅で東京メトロ東西線に乗換えで46分・480円／
新鎌ヶ谷駅から…東武野田線→船橋駅でJR総武緩行線に乗換えで
47分・570円／北習志野駅から…東葉高速線・東西線直通で39分・
690円／新津田沼駅から…JR総武緩行線で40分・450円

東京大神宮で新春の恋の願掛け
東京大神宮飯田橋

5組10名様にチケットプレゼント
（本誌15ページ参照）

京成線新千葉駅から徒歩４分、県
内でもまだ珍しい猫カフェが昨年５月に
オープン。かわいい猫だけではなく、明
るく清潔感のあるインテリアも心を和ま
せてくれます。お菓子は全て手作り。
紅茶は９種類の充実ぶり。猫グッズも
販売。手作りの一点物も取り扱ってい
ます。アットホームで隠れ家的な猫カフェ
で、個性豊かな猫たちと至福の時を過
ごしてみませんか。
【おねがい】10歳以下のお子様１人につき、保護者の方が１人
付き添える形でご来店ください。小学生以下のご利用時間は１時
間まで。小学生以下の抱っこはご遠慮ください。
猫喫茶＊みぬーす　http://nekokissa.com/
千葉市中央区登戸1-16-1潮ビル2Ｆ　 1043-241-6467
平日・土・祝11:00～ 21:00（L.O.20:00）
日11:00～ 20:00（L.O.19:00）／不定休　
・基本コース（1時間、1ドリンク付き）950円。10分ごとに130円加
算／2時間コース（1ドリンク付き）もあり。クッキーやケーキ付きで値
段が変わります／平日限定90分ケーキ付きコース1,500円もあり。

〈新千葉までのアクセス〉
京成津田沼から…京成千葉線で14分・250円

新千葉に今話題の猫カフェが！　
猫喫茶＊みぬーす新千葉

ヨハネス・フェルメール
《レースを編む女》1669年-1670年頃
©RMN/©Gerard Blot/distributed by 
DNPartcom

'©RMN/©Gerard Blot/distributed by '©RMN/©Gerard Blot/distributed by 

PAS
MO
で

ラク
ラク

楽々アクセス！魅力のスポット

〈上野までのアクセス〉松戸駅から…JR常磐線特別快速で15分（快速で20分）・290円／新鎌ヶ
谷駅から…北総線京成高砂乗換えで35分（日中）・820円／京成津田沼駅から…京成線快速特
急・特急で33分（日中）・360円

青梅寝具の猫ストラップとオリジナ
ル缶バッチをセットで5名様に（本誌
15ページ参照）

5組10名様にチケットプレゼント
（本誌15ページ参照）

※所要時間は時間帯、列車により異なります。

©大恐竜展2009

息した恐竜たち、史上最大級の肉食恐竜マプサウルス（アルゼン'息した恐竜たち、史上最大級の肉食恐竜マプサウルス（アルゼン

えっ！ココって意外に近いのね　　　　　　おでかけコーナー
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■森のホール21
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

★MONKEY MAJIK
  　TOUR'09 Fantasia

日1月27日C18:30～
料全席指定5,000円
※6歳以上有料、3歳未
　満入場不可

★コロッケ コンサート 
　～爆笑ものまねスーパー　
エンターテイメント～
日1月31日G 
　①14：00～ ②17：30～
料全席指定5,500円

★劇団飛行船ミュージカルショー 
　～Ｙｅｓ！プリキュア５　GoGo!～
日2月1日A 
　①11：00～ ②14：00～
料全席指定S席3,000円
　※3歳未満ひざ上無料
　©ABC・東映アニメーション

★100万人のクラシック 
　～熊本マリ  ピアノコンサート～
日2月24日C 19：00～
料全席指定2,500円
　※未就学児不可

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

■ふなばしアンデルセン公園

休月曜、祝日の翌日定休　臨時休園有り※要確認
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
★1月の花
花壇には、パンジー、ビオラなど130種類
4万株が咲き誇る公園。ニホンスイセンや
園芸種など、順次見頃を迎えます。
今話題の新作ビオラ「見元ビオラコレクショ
ン」24種類2,400株を園内で見られます。

■ふなばし三番瀬海浜公園
休月曜、祝日の翌日定休
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

★ダイヤモンド富士～三番瀬富士～
日2月14日G・15日A17:10ごろ
場芝生広場とその周辺
※晴れていても気象条件が整わなけれ
ば見えない場合もあります。

★つり大会2008グランプリシリーズ
　ラウンド6 フェプラリーGP
日2月15日A10:00～12:00
内月1回開催。釣った魚による総重量
で順位を競い、獲得した年間ポイント
合計によりチャンピオンを決定。
参加費　1人2時間600円
※要予約。30名まで。小学生以上
参加賞あり。　

★スタンプラリー
日１月31日（土）まで　※各日100枚配布
場園内
内各所に設けられたスタンプを集めた方に、記念品
を進呈いたします。4歳から12歳の小学生まで。
★子ども美術館 デンマーク切り絵モビール展
日4月5日Aまで
場子ども美術館地中館
内今回は、デンマーク在住の作家、田尻知子が製今回は、デンマーク在住の作家、田尻知子が製
作したモビール約５０点を展示。アンデルセン童
話の切り絵をモチーフとしたデンマークモビール
の世界から”ほのぼの”としたデンマーク暮らしを伝
え、アンデルセン童話の切り絵を紹介します。
★イブ・スパング・オルセンさんの
　アンデルセン童話原画展
日2月15日Aまで
場子ども美術館展示室１・２
★童話・親指姫の世界にようこそ
日土・日・祝　※1月中の土曜日は②のみ　
   ①11:00～　②14:00～　（各1時間30分）
場子ども美術館アンデルセンスタジオ
内触れて、感じて、学べるアンデルセン童話の感触れて、感じて、学べるアンデルセン童話の感
動体験施設｢アンデルセンスタジオ｣。姉妹都市、
オーデンセ市のザ・ティンダーボックス（子ども文化
センター）からプログラムを本国以外では　初めて
導入したもので、ふなばしアンデルセン公園用にア
レンジしています。４歳～中学生（保護者同伴可）
料300円（保護者は無料）300円（保護者は無料）

「入園券」10組20名さまプレゼント
（本誌15ページ参照）

ペア3組6名様ご招待
（本誌15ページ参照）

ペア2組4名様ご招待
（本誌15ページ参照）

★＜こどもちゃれんじ＞
　ファミリーシアター
　「しまじろうと ゆうえんちへ
　　いこう！」
日3月8日A 
　①12:30～ ②15:30～
料全席指定1,500円、
   3歳未満ひざ上無料、
　席を必要とする場合有料

★Do As Infi nity　
　LIVE TOUR2009
日3月14日G18:00～
料全席指定6,300円
　※3歳以上有料

■習志野文化ホール
交新津田沼駅徒歩8分
問1（047）479-1212

習志野文化ホール
開館３０周年記念自主事業
★パイプオルガン＆サックスコンサート
日2月15日A14：00～
出ソリスト椎名雄一郎ほか
曲バッハ：トッカータとフーガニ短調BWV565
／ヘンデル：オンブラ・マイ・フ／カッチーニ：
アヴェ・マリア他

料料全席自由1,000円 ※保育あり・要予約全席自由1,000円 ※保育あり・要予約
★オペラ・ガラコンサート
　ヴェルディ  歌劇《アイーダ》ハイライト　ほか

日3月15日A14：00～
出指揮者：田久保 裕一
　管弦楽：習志野フィルハーモニー管弦楽団
　合唱団：習志野文化ホール楽友合唱団
　児童合唱：習志野市立津田沼小学校
　舞踊：桜丘けい子ジャズダンススタジオ　他
曲ロッシーニ：歌劇《セビリアの理髪師》より／
プッチーニ：歌劇《トゥーランドット》より／ 

　ビゼー：歌劇《カルメン》より　他
料全席指定　S：3,500円、A：3,000円全席指定　S：3,500円、A：3,000円
　B：2,500円 
　※保育あり・要予約

■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
★矢野沙織・JAZZ
  ～Tribute to Billie Holiday～
出矢野 沙織（アルトサックス）
日1月31日（土） 18:00～
料全席自由4,000円
　（チケット番号順入場方式）
★よりみちライブvol.64
 津軽三味線の世界～JONKARA～
日２月１９日（木）
18:30～､19:30～
料無料
★よりみちライブvol.65
「クラシック・ア・カペラで名曲が新鮮にきらめく」
出アウラ（女声ア・カペラグループ）
日３月１９日（木） 
18:30～､19:30～
料無料

見元ビオラ“野うさぎミーモ”
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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週間にわたり特
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！　　　　　　　3/20までの上映予定

特別料金700円均一（割引券との併用は不可）

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

1月s3月イベントピックアップ

■船橋市
★千人の音楽祭
日2月8日（日）13:00～
場船橋アリーナ
　（東葉高速線船橋日大前駅徒歩約8分 ）
内2000人を超える市内アマチュア音楽家が一
堂に会す船橋最大の音楽イベント。

問文化課 1（047）436-2894
★ふなばし楽市
日3月7日（土）  9：00～11：30
場船橋市中央卸売市場
  （JR船橋駅北口からバス５分）
内市場を市民に開放。毎回約5000人の来場者を集め
る人気の催し。青果特設会場は売り切れ次第終了。
※店舗により営業時間が異なります。

問市場管理課 1（047）424-1151
★夢を育む虹のコンサート
日3月14日（土）　13：00～
場市民文化ホール（京成船橋駅下車徒歩約５分）
内千葉県の代表として活躍し、全国大会などで
優秀な成績を収めた市内小・中・高等学校に
よる演奏会です。

問指導課 1（047）436-2863

■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・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
★資料展「十二支のおもちゃ
 ～杉山郷土玩具コレクションから～」
日1/6(火)～3/1(日)
内日本各地から集められ
たかわいらしくユーモラ
スな動物たちをお楽し
みください。

■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

料大人310円 団体１人２５０円、子ども150円 団

体１人１２０円 　※団体は２０人以上
交北総線白井駅北口徒歩10分
問1（047）492-1125
★一般投影
「国際宇宙ステーション～宇宙実験棟『きぼう』始動」
日1月31日（土）～3月13日（日）
時水・金・土・日　15：00～
内宇宙ステーションでの生活、宇宙実験棟「きぼ
う」で行われる実験等についてお話します。

「宇
そ

宙
ら

と８８の星語り」
日通年
時土・日 　13：30～
内最新の宇宙天文の話題と今夜見える星座の物
語を語る番組です。
★ロイ君アワー（子ども向け投映）
「ぼくらのうちゅうりょこう～ダーツの旅」
日1月11日（日）～4月19日（日）
時日　11：00～
★昼間の星を見る会
日２月１４日（土）　11：30～13：30
内昼間見える惑星や太陽表面（黒点、プロミネン
スなど）を観望しています。

料無料　※予約不要、荒天中止
★星を見る会
日２月１４日（土）　18：00～19：15
内ドーム内での星空解説と、望遠鏡を使い実際の
星空を観望します。金星、すばる、オリオン星雲
観望予定。

料参加費大人100円、中学生以下無料、定員
50人、小学生は保護者同伴

※予約不要。荒天の場合は解説のみ。

■千葉市科学館
開9:00～19:00（プラネタリウムは～20:00）
休毎月最終月曜日
　2月23日、24日、25日、26日（機器点検日）
交京成千葉中央駅より徒歩6分、千葉都市モノ
レールよしかわ公園駅より徒歩5分
問1（043）308-0511（代）
http://www.kagakukanq.com/index.html
★千葉市科学館プラネタリウム特別投影
　「星とアロマのひととき」
内プラネタリウムでは、特別投影「アロマのひと

とき」を毎月１回実施し
ています。アロマの香
りでプラネタリウム内を
満たし、星や宇宙の他
に、花や木々、自然現
象などの投影をお楽し
みいただく千葉市科学
館だけのオリジナル番
組です。すわり心地の良いゆったりとした座席
に深く腰掛けて、アロマの香りに包まれながら
日本最高水準の投影機が織り成す美しい星
空を見上げれば、まさに宇宙空間を漂うような
錯覚に陥ります。

日２月21日（土）、3月21日（土）
　１９：００～１９：４５
料大人（高校生含む）８００円、小中学生３００円
★「ファラオの星」
内ピラミッドなどの遺跡から古代エジプトの宇宙
をひも解きます。紀元前
三千年当時の星空の再
現やCGによりカラフルに
復元された建造物から、そ
の謎を解き明かしていきま
す（日本語版ナレーション：
今井美樹）。今夜の星空
解説もあります。

日～２月２８日
料大人５００円、高校生３００円、
　小中学生１００円

千葉市美術館

新収蔵作品展
～写楽、夢二、そして房総ゆかりの作家たち
日２月３日（火）～３月１日（日）２月３日（火）～３月１日（日）
内平成16年に開催して以来となる千葉市美術館の新収蔵作
品展。平成15年度以降新たに千葉市の所蔵品となった絵
画、版画、書、彫刻、立体の作品を一堂に展示。

料一般200円、大学・高校生150円、中・小学生無料
交京成千葉中央駅東口より徒歩約10分／千葉都市モノレール県庁前
方面行「よしかわ公園駅」下車徒歩5分／京成バス（バスのりば７）より
大学病院行または南矢作行にて「中央３丁目」下車徒歩２分

問   1（043）221-2311

恋しき青春　
懐かしき家族

1/17G～1/23F キューポラのある街
1/24G～1/30F 陽のあたる坂道
1/31G～2/6F 晩春
2/7G～2/13F 麦秋
2/14G～2/20F 張込み
2/21G～2/27F 日本列島 
2/28G～3/6F 多羅尾伴内 
3/7G～3/13F にっぽん昆虫記
3/14G～3/20（金・祝） 永遠のマリアカラス

▲竹久夢二『夢二画手本』２より　
大正12（1923）年　千葉市美術館蔵

▲東洲斎写楽
〈三代目大谷鬼次の江戸兵衛〉　
寛政6（1794）年頃　千葉市美術館蔵

松戸市立病院勤務医による
『医療セミナー』vol.1
内四大疾病（がん・心筋梗塞・脳卒中・生活
習慣病）を予防する・治療する

日2月21日（土）常盤平市民センターホール
　3月14日（土）小金原市民センターホール
　各10:00～　※定員各100人
料無料（申込制）
申氏名、住所、電話番号、参加人数および希望会
場を明記の上、FAX（047）363-1489へ

問松戸市立病院　地域連携推進課
1（047）363-2171（内線）1193

こんなサスペンスも
あった

春の東西名作集

3月21日投影




