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Twitter 始めました！フォローお願い致します♪
@ichikawa_bunka (https://twitter.com/ichikawa_bunka)

市川市文化会館
2022 年 4 月 2 日（土）リニューアル開館
※4 月 1 日より受付業務開始
市川市の文化・芸術の拠点が生まれ変わりました！
1985 年に開館した市川市文化会館は、安全により快適にご利用いただくために、
建築基準法改正に伴う特定天井をはじめとする大規模改修を 2020 年 10 月から
2022 年 3 月まで行いました。
今後も市川市の文化・芸術の拠点として、ぜひご利用ください。

市川市文化会館(仮)事務所 臨時休業のお知らせ
市川市文化会館リニューアル開館の準備に伴い、
市川市文化会館（仮）事務所での営業は 3 月 29 日（火）
〈※営業時間：9:00～19:00〉までとなります。
3 月 30 日（水）
、31 日（木）は臨時休業日となりますので、ご了承ください。

☆先行予約情報☆

リアル恐竜ショー 恐竜パーク
7 月 22 日(金) ①開場 11:15／開演 12:00
②開場 14:15／開演 15:00
市川市文化会館 大ホール
【全席指定】3,300 円 ※ローズメンバーズ 前売のみ 300 円引
※3 歳以上有料、2 歳以下膝上無料（座席が必要な場合は要チケット）

4 月 17 日(日)10:00 一般発売

※発売初日 4/17 は特別電話 047-393-7111 もしくは WEB のみの受付

先行予約期間
窓口会員
WEB 会員

4 月 10 日(日)11:00～17:00
TEL：047-393-7111 にて受付（先着）

4 月 8 日(金)11:00～4 月 10 日(日)17:00
期間内に財団 HP より申込み（抽選）

●主催・問：サンライズプロモーション東京 0570-00-3337（平日 12:00～15:00）

共催：市川市文化振興財団／BS フジ

※本紙の情報は、2022 年 3 月中旬現在のものです。
「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に従い開催いたします。新型コロナウイルスの影響により開催を予定
している公演が中止・延期となる場合があります。中止・延期公演のチケットを購入・予約しているお客様には電話もしくはメールにてお知らせ
いたします。最新情報は、財団公式 HP などでご確認ください。（https://www.tekona.net）

市川市文化振興財団友の会ローズメンバーズ 会員有効期限について
市川市文化会館の大規模改修による休館に伴い、会員有効期間を休館期間分延長しておりましたが、市川市文化会館の
リニューアルオープンに伴い、2022 年 4 月入会・更新分から通常の有効期間（入会日より 1 年間*）となります。
【*入会日より 1 年経過した日の属する月末まで。】
【会員有効期限の確認方法】
●窓口（スタンダード）会員の場合
お手持ちの会員証をご確認ください。会員番号の下に有効期限が記載されています。
※会員証を紛失された場合はお電話にてお問い合わせください。
●WEB 会員の場合
「市川市文化振興財団オンラインサービス」の「会員情報の確認・変更」からログインしてご確認ください。
ログイン後、画面右上に有効期限が表示されます。

窓口会員会員証

※有効期限が切れる約 2 カ月前に、窓口会員は郵送にて、WEB 会員はメールにて更新手続きのご案内をお送りいたします。
市川市文化振興財団オンラインサービス

☆サイン色紙プレゼント☆
①川井郁子コンサート～名曲物語～
2 月 26 日(土) 行徳文化ホール I＆I
本公演開催を記念して、出演者直筆サイン色紙を 1 枚プレゼント！〈サイン：川井郁子〉

②江口玲＆川口成彦 ピアノリサイタル
3 月 10 日(木) 行徳文化ホール I＆I
本公演開催を記念して、出演者直筆サイン色紙を 1 枚プレゼント！〈サイン：江口玲・川口成彦〉

応募期限：4 月 15 日(金)必着
応募方法：下記の（Ａ）もしくは（Ｂ）どちらかの方法でご応募ください。
（Ａ）官製はがき
記載事項：氏名・電話番号・住所・会員番号・希望公演名
宛先：〒272-0025 市川市大和田 1-1-5
市川市文化会館 色紙プレゼント係

（Ｂ）メール
アドレス：ticket@ichikawa-bunka.or.jp
〈件名〉色紙プレゼント希望
〈本文〉氏名・電話番号・住所・会員番号・希望公演名

※当選発表は発送をもってかえさせて頂きます。
※サイン色紙の出品・販売は固くお断りいたします。
※WEB 会員の方は会員番号はございませんので、ご記入いただかなくて結構です。
※応募対象者は、有効期限内のスタンダード会員・WEB 有料会員様とさせて頂きます。ご了承ください。

☆チケット発売情報☆
福田こうへいコンサートツアー2022
7 月 5 日(火) 開場 12:30／開演 13:00
市川市文化会館 大ホール

※未就学児入場不可

【全席指定】S 席 7,500 円(グッズ付き)

S 席 7,000 円 A 席 6,000 円

※市川市文化振興財団ではＳ席のみ取り扱い。
※Ｓ席 7,500 円（グッズ付き）はローソンチケットのみ取り扱い。

4 月 6 日(水)10:00 一般発売

※発売初日 4/6 は特別電話 047-393-7111 もしくは WEB のみの受付

●主催：ベルワールドミュージック 03-3222-7982（平日 12:00～17:00）

共催：市川市文化振興財団

― チケットの予約・購入について ―
●注意事項
☆営利を目的としたチケットの転売行為は、金額・理由を問わず一切禁止させていただきます。
☆公演により、枚数制限を設ける場合がございます。その場合、同一の会員番号による複数回の予約はできません。
☆公演中止・延期等によるチケットの返金対象は、チケット金額のみとなります。（各種手数料は対象外です。）

●先行予約について
☆窓口会員様
・記載された当日、電話のみ 11:00～17:00 までの受付です。一般発売日までの期間受付ではございません。
・受付時間内であっても規定の席数に達し次第、受付を終了いたします。ご了承ください。
・お申込みには会員番号が必要になります。お手元に「友の会ローズメンバーズ会員証」をご用意ください。
・予約の途中で電話が切れた場合、予約は成立しません。携帯電話等による予約では特にご注意ください。
☆WEB 会員様
・WEB 会員様は期間内初日 11:00～最終日 17:00 までの申込みです。
・友の会ローズメンバーズ会員証は窓口会員様のみに発行しております。（ WEB 会員様には発行しておりません。）

●チケット引換方法
いずれの方法も、お引渡し時期は一般発売日以降です。
1.市川市文化会館、行徳文化ホール I&I、芳澤ガーデンギャラリーにて、チケット料金と引換にお渡しする方法。
2.銀行振込にて下記の指定口座へチケット料金をお振込みいただいた後にチケットを郵送する方法。
■振込先/千葉銀行市川支店 普通 3777771 名義：(ｺｳｻﾞｲ)ｲﾁｶﾜｼﾌﾞﾝｶｼﾝｺｳｻﾞｲﾀﾞﾝ
（振込手数料はお客様負担となります。）
3.郵便振替にて下記の指定口座へチケット料金をお振込みいただいた後にチケットを郵送する方法。
■振込先/ゆうちょ銀行 00190-2-414025 名義：市川市文化会館友の会（振込手数料はお客様負担となります。）
※佐川急便 e-コレクトによる代金引換サービスは 2022 年 3 月末をもって終了させていただきます。
※公演により引換方法が異なる場合がございますので、ご確認の上お申込みください。

【休館日・開館時間】
●市川市文化会館 休館日：第 2、第 4 火曜日（祝日は営業） 開館時間：9:00～21:30
●行徳文化ホール I＆I 休館日：第 1、第 3 火曜日（祝日は営業） 開館時間：9:00～21:30
●芳澤ガーデンギャラリー 休館日：毎週月曜日（祝日の場合は直後の平日） 開館時間：9:00～17:00
発行：市川市文化振興財団 友の会事務局 （市川市文化会館内）
公式 HP（https://www.tekona.net） TEL：047-379-5111

〒272-0025 市川市大和田 1-1-5

〈財団公式ＨＰ〉

