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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

★ウルトラマンメビウス・
　パワフルステージ
　～春休み２００９～
日4月5日A 
　①11:00～、 ②14:30～
料全席指定2,800円
　※3歳未満ひざ上無料　
　※席を必要とする場合有料

★中国障害者芸術団
　「千手観音-Ｍｙ 夢 Ｄｒｅａｍ-」
　２００９春の日本公演
日4月15日d
　18:30～ 
料全席指定　S：９５００円、
　A：７５００円
※未就学児不可

★角松敏生“NO TURNS”
　Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｌｉｖｅ Ｗｉｔｈ ３Ｋ
　最終公演
日5月10日A 
　18：00～
料全席指定　6,800円

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
　http://www.park-funabashi.or.jp
★アンデルセン公園の春は、約800本の桜が咲
き、スイセンやパンジー、ビオラなど約150種類
5万株の草花で華やかに園内が彩られます。ま
た、ファミリーコンサートなどイベント盛りだくさん
の「スプリングフェア」も開催しています。

★潮干狩り
日４月９日(木)～６月２８日（日）
料子ども（４歳以上）２１０円（前売１９０
円）、大人（中学生以上）４２０円（前
売３８０円）
※２５人以上の団体は１割引。
※アサリのお持ち帰りは100ｇにつき
60円です。
※アサリを入れるバケツをご用意くださ
い。
※利用券販売は、潮干狩り終了時間
30分前までです。
※荒天により、開催できない場合があ
ります。
＜テレホンサービス・ホームページ＞
　1（047）４３７-２５２５
http://www.park‐funabashi.or.jp
●前売券発売
　（発売期間４／２～６／２７）
●発売窓口　新京成線の各駅（松戸
新田・新鎌ヶ谷・前原・京成津田沼
の各駅を除く）

★もう一つのアンデルセン物語展
日4月5日Aまで
場子ども美術館　展示室１・２
内アンデルセン童話の世界を１０人の若手作家が 
平面・立体作品を組み合わせ、現代的に表現
した作品を展示します。

S席ペア1組2名様ご招
待（本誌15ページ参照）

★手塚治虫生誕８０周年　
　記念ミュージカル
　「火の鳥　鳳凰編」
日5月30日G 16：00～
料全席指定　S：4,0００円、
　A：3,00０円
　※未就学児不可

★林家いっ平改メ
　二代林家三平襲名披露
　特選落語名人会
日5月31日A 
　13:30～
料全席指定　S：4,5００円、
　A：4,0００円   
　※未就学児不可

■習志野文化ホール
交新津田沼駅徒歩8分
問1（047）479-1212
習志野文化ホール自主事業
★LISA ONO Ｃｏｎｃｅｒｔ 　Ｔｏｕｒ 2009
　～Jazz　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ～
  〔小野リサ コンサートツアー２００９
     ～ジャズ・スタンダーズ～〕

日5月30日G　17：00～G　17：00～G
料全席指定　6,300円 全席指定　6,300円 
　※チケット発売中

■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
★ＤｉVa（ディーバ）　
  ～谷川俊太郎などの現代詩を歌うバンド～
出谷川賢作（ピアノ）  
高瀬麻里子（ヴォーカル）、大坪寛彦（ベース）

日5月23日（土） 15:00～
料全席自由　3,000円
　※チケット発売中　※未就学児不可
★よりみちライブvol.66
 　癒しの香音天（こうおんてん）サウンド　
　～天然音楽浴～
出甲斐いつろう（パーカッション）
　甲斐カオン（横笛）　若宮功三（キーボード）
日4月１6日（木）　18:30～､19:30～
料無料

津田沼一丁目商店街
フリーマーケットの開催
場開催場所は新京成線 新津田沼駅2階
連絡通路（屋根付会場）

日5月10日a 10:00～15:30
料1区画（2m×2m）2,000円　29区画
申往復はがきで氏名、住所、電話番号、販売品
目（飲食店を除く）などを明記。習志野市商
店会連合会まで。（応募多数の場合抽選）

問習志野市商店会連合会
　〒275-0016習志野市津田沼5-12-12
    サンロードビル6階
1（047）455-1955
5（047）455-1956

（上）‘アイスランドポピー’
（左）スイセン‘ヤングス
ター’と風車

■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
★釣り堀・金魚釣り営業中 ！ 
時10:00～17:00
料1人2時間/６００円、2時間以上/９００円
（各用具・エサ付）
★パークゴルフ（９ホール）
時10:00～17:00
料1人１周９ホール３５０円
　※道具代を含む。

ペア1組2名様ご招待
（本誌15ページ参照）

手塚プロダクション
S席ペア1組2名様ご招S席ペア1組2名様ご招S席
待（本誌15ページ参照）

「潮干狩り入園券」10組
20名さまプレゼント（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）
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　平成21年は三山の七年祭、正式には「二宮神社式年祭」と言い、丑
年と未年の11月に行われます。参加する神社は九つあり、その内の
パートⅠで巡った三つの神社（子守神社・三代王神社・子安神社） に
続き、今回はパートⅡとして時平神社・高津比咩神社・八王子神社の
三つの神社を巡ります。
日5月9日5月9日g　9g　9g :30集合（八千代総合運動公園）～時平神社（萱
田町）～時平神社（大和田）～観音寺～高津比咩神社～スポーツ
の森公園（昼食場所）～八王子神社～北習志野近隣公園（ゴール）
14:30

料船橋歩こう会会員：無料、一般４００円
※雨天決行。歩きやすい服装で。弁当、雨具、帽子各自持参。
交集合場所：八千代総合運動公園（東葉高速鉄道八千代中央駅　徒歩
１０分）　解散場所：北習志野近隣公園（新京成電鉄・東葉高速鉄道北
習志野駅徒歩７分）　問   1090-7703-3782　行田（なめた）

船橋歩こう会ウォーク 三山七年祭パートⅡ 

4月s6月イベントピックアップ

日4月25日G～6月7日A 9:30～17:00 
場企画展示室
内歌川広重の最高傑作
「東海道五十三次
之内」（保永堂版）の
復刻版全55枚を一
堂に展示。

料無料
★こども体験教室「ロウソクをつくってみよう」
日5月3日A 10:00～12:00、13:00～15:00 
場実習室
内西洋ロウソクづくりを体験します（体験時間は5
～10分程度）。※小学生が対象です。

定各30名（当日先着順）　
料無料

■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
★プラネタリウム投映
日毎週土曜日と日曜日
　３月２６日E・２７日F・３１日C
内11:00～幼児向け投映「今夜の星空と、星の
子ポルと森のどうぶつたち」、14:00～・15:30～ 
一般向け投映「今夜の星空と、星の一生」

料４歳～中学生２１０円、高校生以上４２０円
★星を見る会
日4月２5日G　19:00～21:00
内土星、星団の観望
定１００名（３月１５日より事前申込み先着制）
料無料

■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催、次の
火曜日が休館）

料大人310円、子ども150円

交北総線白井駅北口徒歩10分
問1（047）492-1125
★一般投映
　「星空を旅しよう２００９春～星空世界一周」
日3月21日～、水・金・土・日曜　15：00～
★一般投映「宇

そ

宙
ら

と８８の星語り」
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。

日土・日曜日　13：30
★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～ダーツのたび」
　～4月19日A
   「だれがお日さまをかくしたの」スタート
　4月26A～
★昼間の星を見る会
日 4月４日G、5月9日G　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4月４日G、5月9日G　19：00～20：15
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。土星、プレセペ（Ｍ４４）ほか観
望予定。雨天曇天の場合ドームでの星空解説。

料大人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

千葉市美術館

大和し美
うるわ

し
川端康成と安田靫

ゆき

彦
ひこ

日4月4日4月4日g～5月１0日a
　10:00～18:00
　（毎週金・土曜日は20：00 まで）
内二大コレクションと良寛、美と文学のコラボレー
ション。作家・川端康成（1899-1972）は、「伊
豆の踊子」「雪国」などの名作で知られ、1968年
に日本人初のノーベル文学賞を受賞。受賞講演で
は良寛の心の世界を発信しました。画家・安田靫彦
（1884-1978）は、優美な線描と典雅な色彩で、
古代史への深い造詣に裏打ちされた歴史画を確
立。良寛研究の第一人者でもありました。1948
年、安田が川端全集の表紙を描いたことで交流が

始まりました。共に美術品コレ
クターである二人は日本の良
きもの、美しきものを探求。本
展は、二人の創作の源泉と
なった美術品や、共に敬慕し
た良寛の遺墨、安田の絵画
など約250点を展観します。
（会期中、一部の作品の展示替
えがあります）
料一般1,000円、大学・高校生
700円、中・小学生無料
交京成千葉中央駅東口より徒
歩約10分
問  1（043）221-2311

　開業30周年を迎える北総鉄
道が30年分の“ありがとう”の
気持ちを込めた「ほくそう春まつ
り」を開催します。当日は警察
音楽隊によるブラスバンド演奏を
始め、特設ステージでのミニライ
ブ、豪華賞品が当たる大ビンゴゲ
ーム大会のほか、関東主要鉄道

会社の鉄道グッズ即売会、北総沿線物産展、毎年好評のちびっ子駅長
撮影会など、お子様から大人まで楽しめるイベントが盛りだくさん。
日3月28日3月28日g　10:00～15:00　g　10:00～15:00　g
場千葉ニュータウン中央駅及び駅前自由通路他
交北総線千葉ニュータウン中央駅下車
問   1047-445-1902　（北総鉄道　企画室）

開業30周年記念 「ほくそう春まつり」※雨天決行
安田靫彦《飛鳥の春の額田王》
滋賀県立近代美術館蔵
（4/28～5/10展示）

「観覧券」5組10名様プレゼ
ント（本誌15ページ参照）

■船橋市
★緑と花のジャンボ市
日4月10日F～12日A 9:30～16:30 
　（12日は16:00まで）
場天沼弁天池公園（JR船橋駅下車徒歩4分 ）
内植木、花、観葉植物などの即売、緑の相談コー
ナー、無料体験教室　など。

問船橋緑花協会 1（047）436-2557

■鎌ヶ谷市郷土資料館
開月曜日・祝日、3月31日(火)は休室　3月20日
(金)、4月29日(水)、5月3日(日)～5月5日(火)
は開室

料無料　
交初富駅徒歩5分
問1（047）445-1030
★初富ー明治の下総台地開墾ー
日3月20日F～5月5日C 9:00～17:00 
場鎌ヶ谷市中央公民館三橋記念館2階展示室
　鎌ケ谷市富岡1-1-1
1（047）445-2012

内①初富の夜明け前、②「初富開墾の父」北島
秀朝、 ③官民共同プロジェクト開墾事業ー明
治２～５年ー、　④豊かな稔りをめざしてー明治
５年～ー、⑤初富に生きた人々の暮らしと祈
り、⑥初富御料地、などで構成しています。

■松戸市立博物館
開月曜（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（代）
★復刻版 広重の東海道五十三次（保永堂版）

【初公開】幻の与謝野蕪村の文台（川端康成記念会蔵）
新京成の
ミニ電車が
走る！

鮮魚（なま）街道を歩く②

日4月5日A 　 
内八柱駅→佐津間城址・六実駅まで、なま街
道沿いの史跡を訪ねながら歩きます。

場（集合）八柱駅13:30、（解散）東武六実駅
16:30

料料300円
申当日集合場所で受付。
問松戸史談会・松田　 1（047）342-1764


