
 



1

 
1月13日（土）　16：30開場 　17：00開演

入場料：一般4,500円、友の会会員4,000円

　　　　高校生以下1,000円、ペアチケット8,200円

　　　　※全席指定、未就学児入場不可

問合せ：市民文化ホール（047-434-5555）

　　　　（9：00 ～ 17：00/月曜休館）

◆出　演：Castle In The Air

　　　　　【谷川　公子（ピアノ）・渡辺　香津美（ギター）】

　　　　　with　ヤヒロ　トモヒロ（パーカッション）

◆ゲスト：村治　佳織（クラシックギター）、

　　　　　沖　仁（フラメンコギター）、

　　　　　元　ちとせ（ボーカル）

Castle In The Airプレゼンツ
ライフ・イズ・ビューティフル≪自分の畑を耕そう≫ ◇市民文化ホール

Castle In The Air

2月10日（土）　13：30開場 　14：00開演

入場料：500円（全席自由・未就学児入場不可）

問合せ：勤労市民センター（047-425-2551）

　　　　（9：00 ～ 19：00/月曜休館）

◆ゲスト：ヨーコ・サイクス

◆出　演：ビッグバンド・バグス

ふらっと横丁ライブ　船橋ベイサイドJAZZ ◇勤労市民センター

ヨーコ・サイクス ビッグバンド・バグス

～船橋から発信する社会人ビッグバンドジャズの祭典! ～

1月28日（日）　15：00開場 　15：30開演

入場料：指定席：2,200円（文化ホールのみ取扱い）

　　　　自由席：前売1,800円、当日2,000円

　　　　※高校生以下 自由席は各1,000円引き、3歳以上有料

問合せ：市民文化ホール（047-434-5555）

　　　　（9：00～17：00/月曜休館）

◆ゲスト：中村　誠一（テナーサックス）

◆出　演：林 靜誠とシーフレンド楽団、ビッグバンド･バグス、

　　　　　サウンド･ストリーム･ジャズ･オーケストラ

　　　　　ザ・サードコースト・ジャズ・オーケストラ

24th BAND STAND FUNABASHI ◇市民文化ホール

中村誠一
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～伝えるべきもの80th anniversary ～」（グランドフィナーレのテーマ）

2月11日（日）　12：45開場 　13：30開演

入場料：無　料（全席自由　申込みは終了しました）

　　　　※整理券をお持ちでない方は入場できません 

問合せ：教育委員会文化課（047-436-2894）

◆指　揮：和田　一樹

◆ゲスト：エリック・ミヤシロほか

◆市内小中学校、高等学校および市民合唱、管弦楽吹奏楽合同、

　ビッグバンド、ゴスペル、邦楽など

◆ケーブルテレビ J:COM YY船橋習志野（地デジ11ch）で生中継

　2月11日（日）13:30 ～ 17:00

　（再放送・ダイジェスト版）2月24日（土）21:00~23:30、25日（日）17:00~19:30

　※放送についての問合せ:J:COM YY船橋習志野（0120-999-000/9:00~18:00）

市制施行80周年記念事業
第25回音楽のまち･ふなばし 千人の音楽祭 ◇船橋アリーナ

2月15日（木）　18：00開場 　18：30開演

入場料：無料（先着250名）

問合せ：市民文化創造館（047-423-7261）

　　　　（9：00 ～ 20：00/月の最終月曜日休館）

　　　　※土日祝は17：00まで

◆出　演：五二三～ koibumi ～

　　　　　　伊藤　江里菜（箏）

　　　　　　辻本　好美（尺八）

ちょっとよりみちライブvol.172
青島広志が開ける「邦楽の扉!」プレ企画（3月3日（土）市民文化ホールにて開催）

箏×尺八duo　五二三～ koibumi ～ライブ
ちょっとお先に“ニッポンの音”最先端 ◇市民文化創造館（きららホール）

五二三～ koibumi ～

2月17日（土）　13：30開場 　14：00開演

入場料：【S席】一般4,000円、友の会会員3,500円

　　　　　　　高校生以下1,000円、ペアチケット7,200円

　　　　【Ａ席】一般3,000円、友の会会員2,600円

　　　　　　　高校生以下1,000円、ペアチケット5,400円

　　　　※全席指定、未就学児入場不可

問合せ：市民文化ホール（047-434-5555）

　　　　（9：00 ～ 17：00/月曜休館）

◆出　演：大谷　康子（ヴァイオリン）

　　　　　現田　茂夫（指揮）

　　　　　千葉交響楽団（管弦楽）

平成29年度県民芸術劇場公演　市制施行80周年記念事業
千葉交響楽団スプリングコンサートin船橋　～華やかに奏でる春の喜び～
 ◇市民文化ホール

現田茂夫大谷康子

©Masashige Ogata
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2月24日（土）　13：30開場 　14：00開演

入場料：一般3,000円、友の会会員2,600円

　　　　高校生以下1,000円、ペアチケット5,400円

　　　　※全席自由、未就学児入場不可

　　　　※開場時刻より、チケット番号順にご入場いただきます。

問合せ：市民文化創造館（047-423-7261）

　　　　（9：00 ～ 20：00/月の最終月曜日休館）※土日祝は17：00まで

◆出　演：東京大衆歌謡楽団

　　　　　　髙島　孝太郎（唄）

　　　　　　髙島　雄次郎（アコーディオン）　

　　　　　　髙島　龍三郎（ウッドベース）

東京大衆歌謡楽団コンサート　～昭和初期の名曲を唄う～
 ◇市民文化創造館（きららホール）

東京大衆歌謡楽団

3月3日（土）　14：00開場 　14：30開演

入場料：一般3,500円、友の会会員3,100円

　　　　高校生以下1,000円、ペアチケット6,400円

　　　　※全席指定、未就学児入場不可

問合せ：市民文化ホール（047-434-5555）

　　　　（9：00 ～ 17：00/月曜休館）

◆出　演：青島 広志（ナビゲーター・ピアノ）、高畠 浩（ヴァイオリン）、

　　　　　中山 広樹（フルート）、齋藤 潔（オーボエ）、角 圭司（ギター）、

　　　　　伊藤 江里菜（箏）、木場 大輔（胡弓）、辻本 好美（尺八）、

　　　　　中村 仁美（篳篥）、杵屋 浅吉（長唄三味線）　他

当日、本公演と併せて下記の公演を行います。

①お楽しみ会：青島さんの『音楽教室』“日本の子供の歌”　13：00開始（約40分）

　場所：船橋市民文化ホール　2階 リハーサル室

　定員：50名　本公演のチケットがなくても参加できますが、事前の申込みが必要です。

②さわってみよう：体験コーナー　～体験、発見！日本の楽器！～

　16：45開始（約45分）

　場所：船橋市中央公民館　5階 第3 ～ 8集会室

　本公演チケット購入者が対象です。

③聴いてみよう：邦楽LIVE“カッコイイ”邦楽アーティストたちの競演！　17：50開始（約40分）

　場所：船橋市中央公民館　6階 講堂

　定員：200名　本公演チケット購入者が優先です。

　※船橋市中央公民館は船橋市民文化ホールと併設の建物です。

青島広志が開ける「邦楽の扉!」　～比べてみよう!西洋の音・ニッポンの音～
 ◇市民文化ホール

青島広志

©Gakken Plus
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 地域ふれあいコンサート

1月27日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）

定　員：180名（入場料：無　料）

申込み：丸山公民館（047-439-0118）

　　　　1月15日（月）から窓口・電話で受付

■出　演：Cellissimo Bravissimo!（チェロ１２重奏団）

□演奏曲：悲しきワルツ、メロウタンゴ、

　　　　　オブラディオブラダ、

　　　　　見上げてごらん夜の星を、

　　　　　世界のメドレー、ムーンリバー　他

“C
チ ェ リ ッ シ モ

ellissimo　B
ブ ラ ビ ッ シ モ

ravissimo!”in Funabashi
～チェロの響きに包まれて～ ◇丸山公民館（講 堂）

Cellissimo Bravissimo!

2月4日（日）　13：30開場　14：00開演（15：30終演予定）

定　員：180名（入場料：500円）

申込み：葛飾公民館（047-437-5072）

　　　　1月４日（木）から窓口でチケットを販売

　　　　※電話不可

■出　演：上野菜摘（ソプラノ）、井谷萌子（メゾ・ソプラノ） 

　　　　　荒木俊雅（テノール）、関口直仁（バリトン）

□演奏曲：花、サボテンの花、さくら（独唱）、ハナミズキ、リンゴ追分、

　　　　　世界に一つだけの花、赤いスイートピー　他

～声楽アンサンブルでお届けする～
懐かしのミュージカルからポップス名曲選 ◇葛飾公民館（講 堂）

井谷萌子上野菜摘

荒木俊雅 関口直仁

地域ふれあいコンサート

☆今年も20か所にてコンサートを開催します

　身近な会場で上質な音楽をお楽しみください
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 地域ふれあいコンサート

2月10日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）

定　員：240名（入場料：無　料）

申込み：薬円台公民館（047-469-4535）

　　　　1月15日（月）から窓口で整理券配布

　　　　（１人２枚まで）※電話不可

■出　演：小泉至代（ヴァイオリン）

　　　　　小泉州治（サックス）

　　　　　巽祐子（ピアノ）

□演奏曲：主よ人の望みの喜びよ、黄昏のビギン、

　　　　　イン・ア・センチメンタル・ムード　他

「つながる・音から人へ」
ヴァイオリン・ピアノ・サックスによるエ・ト・セ・ト・ラ♥ ◇薬円台公民館（講 堂）

巽祐子小泉州治小泉至代

2月10日（土）　13：00開場　13：30開演（15：00終演予定）

定　員：200名（入場料：無　料）

申込み：新高根公民館（047-469-4944）

　　　　1月15日（月）から窓口または電話にて受付

■出　演：Quartetうーる（クラリネット四重奏）

□演奏曲：上を向いて歩こう、

　　　　　ニューシネマパラダイスメドレー、

　　　　　3つのディベルティメント、

　　　　　情熱大陸、ディズニーメドレー　他

第17回ふれあいMINIコンサート
「クラリネットで奏でる午後のひととき」 ◇新高根公民館（講 堂）

Quartetうーる

2月4日（日）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）

定　員：180名（入場料：無料）

申込み：坪井公民館（047-402-0271）

　　　　1月4日（木）から窓口・電話で受付

■出　演：橋爪晋平（クラシックギター）、花積亜依（フルート）

□演奏曲：アヴェ・マリア、ダニーボーイ、

　　　　　アルハンブラ宮殿の思い出　他

クラシックギターとフルートのデュオ ◇坪井公民館（講 堂）

花積亜依橋爪晋平
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 地域ふれあいコンサート

2月17日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）

定　員：200名（入場料：無　料）

申込み：西部公民館（047-333-5415）

　　　　1月15日（月）から窓口または電話で事前申込

■出　演：THE BEAT MASTERS(ザ・ビートマスターズ)  

□演奏曲：ビートルズの初期ナンバーを中心に中期、後期までの

　　　　　曲をお届け 

　　　　　シー・ラブズ・ユー、抱きしめたい、

　　　　　プリーズ・プリーズ・ミー　他

『Beatles Tribute Band Live!』
-ビートルズ　トリビュート　バンド　ライブ!- ◇西部公民館（講 堂）

THE BEAT MASTERS

2月18日（日）　13：30開場　14：00開演（15：00終演予定）

定　員：200名（入場料：無　料）

申込み：高根台公民館（047-461-7061）

　　　　1月15日（月）から窓口でチケット配布

■出　演：山口真由夏(ヴァイオリン)、石崎美雨(チェロ)、

　　　　　木内夕貴(ピアノ)

□演奏曲：「ショスタコーヴィッチ」ピアノ三重奏曲 第2番 ホ短調 、

　　　　　「ドビュッシー」喜びの島、

　　　　　チェロとピアノのためのソナタ、

　　　　　ヴァイオリンとピアノのためのソナタ

フレッシュ !!ピアノトリオ ◇高根台公民館（講 堂）

山口真由夏　　石崎美雨　　木内夕貴

2月17日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）

定　員：150名（入場料：無　料）

申込み：北部公民館（047-457-0433）

　　　　1月15日（月）から窓口または電話にて受付

　　　　窓口はその場で整理券配布、電話は当日に整理券を配布

■出　演：亀山勝子（ソプラノ・二期会会員）、

　　　　　亀山法男（作編曲・ピアノ・歌）

□演奏曲：早春賦類似メロディーメドレー、

　　　　　10人の作曲家によるハッピーバースデー、

　　　　　昭和なつかしのメロディーメドレー　他

とよとみジョイフルコンサート
ザ・クラシック笑（ショー）!! ◇北部公民館（講 堂）

亀山法男亀山勝子
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 地域ふれあいコンサート

2月24日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）

定　員：250名（入場料：無　料）

申込み：東部公民館（047-477-7171）

　　　　1月15日（月）から窓口または電話で整理券配布

　　　　（１人２枚まで）

■出　演：ダイナマイトしゃかりきサ～カス

□演奏曲：見上げてごらん夜の星を、恋のバカンス、

　　　　　ウナセラディ東京、若いってすばらしい、

　　　　　夜空ノムコウ、微笑みは涙をこえる　他

「しゃかりきミュージックショウ～昭和歌謡から平成の名曲まで～」
 ◇東部公民館（講 堂）

ダイナマイトしゃかりきサ～カス

2月24日（土）　13：00開場　13：30開演（15：00終演予定）

定　員：200名（入場料：無　料）

申込み：法典公民館（047-438-3203）

　　　　2月1日（木）から窓口または電話で整理券配布

　　　　（1人2枚まで）

■出　演：松本ちはや（パーカッション）、須藤信一郎（ピアノ）

□演奏曲：リンゴの唄、港が見える丘、東京ブギウギ、

　　　　　お富さん　他

松本ちはや×須藤信一郎　
打楽器が魅せる音世界・チンドン屋が贈る歌世界 ◇法典公民館（講 堂）

須藤信一郎松本ちはや

2月18日（日）　13：30開場　14：00開演（15：30終演予定）

定　員：180名（入場料：無　料）

申込み：高根公民館（047-438-4112）

　　　　 1月15日（月）から窓口または電話で  

事前申込

■出　演：竹内恵里(ピアノ)、

　　　　　青木タイセイ(トロンボーン他)、

　　　　　長浜奈津子(歌とギター )

□演奏曲：アマポーラ、べサメムーチョ、

　　　　　黒いオルフェ、太陽がいっぱい、

　　　　　ニューシネマパラダイス、

　　　　　ムーンリバー、シャレード　他

ラテンとポピュラーの音楽祭
～生演奏と歌で楽しむ午後～ ◇高根公民館（講 堂）

青木タイセイ長浜奈津子竹内恵里



8

 地域ふれあいコンサート

3月3日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）

定　員：150名（入場料：500円）

申込み：浜町公民館（047-434-1405）

　　　　1月15日（月）から窓口または電話で事前申込

■出　演：本庄篤子（ヴァイオリン）、横山歩（ピアノ） 

□演奏曲：ハンガリー舞曲第5番、アヴェ・マリア、

　　　　　ユーモレスク　他

「本庄篤子ヴァイオリンコンサート」
～どこかで聞いたことのあるクラシック～ ◇浜町公民館（講 堂）

横山歩本庄篤子

3月3日（土）　13：00開場　13：30開演（15：00終演予定）

定　員：150名（入場料：無　料）

申込み：三田公民館（047-477-2961）

　　　　 1月15日（月）から窓口または  

電話で事前申込

■出　演：東邦大学マンドリン・ギターアンサンブル部

　　　　　東邦大学合唱団

□演奏曲：花は咲く　他

三田ふれあいコンサート
～早春に花は咲く～ ◇三山市民センター（多目的ホール）

合唱団マンドリン・ギターアンサンブル部

2月25日（日）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）

定　員：200名（入場料：無　料）

申込み：八木が谷公民館（047-448-5030）

　　　　 1月10日（水）から窓口または  

電話で受付

■出　演：荻原和音（トランペット）、

　　　　　白井友理恵（トロンボーン）、

　　　　　直江香世子（ピアノ）

□演奏曲：Cousins、Fandang、

　　　　　あずさ2号　他

小さいラッパと大きいラッパのくつろぎコンサート ◇八木が谷公民館（講 堂）

直江香世子荻原和音 白井友理恵
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 地域ふれあいコンサート

3月3日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）

定　員：180名（入場料：無　料）

申込み：松が丘公民館（047-468-3750）

　　　　1月15日（月）から電話のみで受付

■出　演：咲月

　　　　　谷崎舞（ヴァイオリン）、青木由貴（尺八）、

　　　　　重松華子（ピアノ）、小川実加子（囃子） 

□演奏曲：春の海、朧月夜、ニューシネマパラダイス、

　　　　　リベルタンゴ　他

和洋の調べを春風にのせて ◇松が丘公民館（講 堂）

咲月

3月3日（土）　13：00開場　13：30開演（15：30終演予定）

定　員：200名（入場料：無　料）

申込み：三咲公民館（047-448-3291）

　　　　1月15日（月）から窓口または電話で受付

■出　演：フルートアンサンブルeff 

□演奏曲：春（日本の唱歌メドレー）、

　　　　　アイネクライネナハトムジーク、

　　　　　G線上のアリア、レットイットゴー、

　　　　　美女と野獣　他

ひなまつりこんさーと
～フルートアンサンブルで聴く季節のメロディー～ ◇三咲公民館（講 堂）

フルートアンサンブルeff

3月3日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）

定　員：150名（入場料：無　料）

申込み：習志野台公民館（047-463-2231）

　　　　２月１日（木）９時より窓口で整理券配布（1人2枚まで）

　　　　同日より電話での予約も受付

■出　演：中溝ひろみ（ボーカル）、

　　　　　尾崎琢也（ピアノ）、

　　　　　堀江洋賀（ギター）、

　　　　　日下部史貴（ベース）

□演奏曲：テネシー・ワルツ、虹の彼方へ、明日に架ける橋　他

アコースティックサウンドで綴る
Jazz&Popsコンサート ◇習志野台公民館（講 堂）

尾崎琢也中溝ひろみ

日下部史貴堀江洋賀
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 地域ふれあいコンサート

3月3日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）

定　員：200名（入場料：無　料）

申込み：夏見公民館（047-423-5119）

　　　　1月15日（月）から電話のみで受付

■出　演：宮野下シリュウ（マリンバ）

　　　　　伊藤辰哉（ピアノ） 

□演奏曲：未定

なつみ　ひだまりコンサート
～マリンバの響き～ ◇夏見公民館（講 堂）

宮野下シリュウ 伊藤辰哉

3月4日（日）　13：30開場　14：00開演（15：40終演予定）

定　員：120名（入場料：無　料）

申込み：小室公民館（047-457-5144）

　　　　２月７日（水）から窓口でチケットを配布

　　　　※電話不可

■出演：原田英昌（津軽三味線、民謡）

　　　　山本泉（民謡）

　　　　青柳丸武助（踊：青柳流家元）

　　　　大久保悦孝（尺八）

　　　　二代目原田英昌（津軽三味線）

　　　　民謡英昌会

□演奏曲：津軽三味線合奏、南部牛追唄　他

日本の伝統芸能
民謡と津軽三味線を楽しむ会 ◇小室公民館（第3・4集会室）

原田英昌

3月11日（日）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）

定　員：320名（入場料：500円）※未就学児入場不可

申込み：二和公民館（047-447-3200）

　　　　1月15日（月）から窓口でチケットを販売

　　　　（1人4枚まで）※電話不可

■出　演：青島広志（おはなしとピアノ）

　　　　　小野勉（テノール） 

□演奏曲：花、春の歌、オンブラ・マイ・フ　他 

青島広志の「春になったので嬉しい気分!」 ◇二和公民館（講 堂）

青島広志

©Gakken Plus
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プロダクト

紙媒体の印刷だけでなく、e-bookやweb制

作など、お客様にご満足いただける製品づく

りをサポートします。

チラシ ポスター名刺 封筒

看板 ホームページ制作

DM 帳票類

ハガキ

広報紙 SP商材記念誌カタログ 各種新聞

パンフレット

撮影 イベント企画 取材 編集 コピー

ロゴ制作イラスト制作

クリエイティブワーク

デザイン・印刷・製本のみならず、企画や取

材等も承っております。より満足度の高い

サービスをご提供いたします。

環境負荷を減らす取り組み

インターンシップ制度 地域貢献活動

女性の社会参画を推進

CSR

CSR認定企業として、地域の輝く未

来を創造いたします。

ふなばし市民まつり
へ例年参加

「ふなばし百景コンクール」
作品集をAmazonで販売

http://www.shinposha.co.jp   E-mail:info@shinposha.co.jp

情報加工でマーケティング力をUP！

■本　　　社：〒273-0014 千葉県船橋市高瀬町32番地　TEL.047（431）9166　FAX.047（433）6232

■つくば支店：〒305-0035 茨城県つくば市松代2-2-1　TEL.029（863）1888　FAX.029（863）1889　

●Pマーク認証取得　　●全日本印刷工業組合連合会CSR 認定　　●子育て支援優良事業所


