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手土産におすすめ！

ご当地名品
コレクション

ぶらり、沿線

読者限定の
特典付き！

ちょっと贅沢！

グルメランチ特集

読者プレゼント
抽選で素敵な賞品が
当たります！

ぶらり Vol.22

北習志野駅

沿線

繊細な四季の味わいに舌つづみ
日本料理

魚つぐ

地元で愛され続け、29年の歴史を持つ日本料理店。四季
折々の新鮮素材を活かした本格和食を、しっとり落ち着
いた雰囲気のなかで味わえると評判です。豊富なランチ

グルメランチ 特集

新しい年がスタートし、集まりや会食の機会が増える時季。そこで今回は、本格フレンチやジビエ、伝統の和食など、
とっておきのグルメランチをご紹介！ お友だちやご家族とちょっと贅沢なひとときを過ごしませんか。

メニューの中でも特に人気が高い「四季彩の遊膳」は、
その一品一品にきめ細かな職人技を感じさせます。個室

八千代中央駅

(4名から)も利用でき、お子さん連れも乳児からOKなの

モダンに楽しむ、本格フレンチ

で、ママ友会やご家族の食事会にもおすすめです。

レストラン ゴジュウイチ

Restaurant 51

特典 本誌持参で、
「四季彩の遊膳」をご注文の方は200円引き。
※1冊につき1グループ5名様まで有効。

外資系ホテルで修行を積んだオー

平日限定ランチ・四季彩の遊膳（2,200円）。四季の彩り6種盛り、にぎり鮨、温物、茶碗蒸し、
味噌汁、シャーベット。

笑顔でみなさまをお待ちしています

店内。
明るく心地よい
も素敵です
ト
ー
ア
た
れ
か
壁に描

落ち着いた和の
空間に心が安ら
ぎます

ナーシェフの竹澤さんが腕を振るう本
格フレンチのランチコースです。料理
に使われるのは、地元契約農家の野菜
や全国から選び抜いた旬の食材。その
時々の仕入れで前菜盛合せや主菜な

船橋市習志野台3-17-7
●北習志野駅 T4 出口から徒歩3分
営 ランチ 11:00 〜 15:00
（L.O.14:00）
ディナー 17:00 〜 22:00（L.O.21:00）
日曜・祝日 11:00 〜 22:00（L.O.21:00）
定休日 月曜
（祝日の場合は翌日）
☎ 047-461-6161

調理長の伊藤さん（中央）とスタッフのみなさん

ど提供メニューをアレンジしているの

サイゼリヤ
北習志野駅

T4

で、
「いつも違ったお料理が楽しめる」

エールきたなら

と足を運ぶ地元ファンも多いそう。ラ
ンチは予約なしでOKです。

消防署

おしゃれな一軒家ワインバル。２階席もあります。

西船橋駅

ランチBメニュー（2,400円）
。アミューズ、前菜の盛合せ、主菜(肉料理または魚料理）
、
スープ、デザート、自家製パン・リエット、コーヒーまたは紅茶付き。

ジビエ尽くしの希少ランチです！

ビストロ coma
コ

東葉勝田台駅

やシカなどの食肉のこと。その希少なジビエの料理が、こ
ちらのお店では通年で楽しめます。おすすめは、イノシシ

八千代中央駅

1日15食限定の沙鍋蟹肉魚翅飯（フカヒレと
ズワイ蟹の土鍋あんかけご飯セット）は、薬膳
スープ、特製点心付き
（2,398円）
。

贅沢素材をランチでいただく幸せ

肉やホロホロ鳥のレバーなど、厳選したジビエを堪能でき

シャングリ・ラ

るスペシャルランチコース。好相性な自然派ワインととも

チャイニーズレストラン

に、滋味あふれるジビエ料理の世界を心ゆくまで味わって

西洋と東洋食物薬膳を取り入れた、新しい中国料理が楽しめるお

みてはいかが。事前に必ずご予約を。

店です。おすすめの「沙鍋蟹肉魚翅飯」は、コラーゲンスープでと

サーゴウハイヨイーチーファン

特典 本誌持参で、ディナーご利用の方はお好きなドリンクを
1杯サービス。 ※1冊につき１名様有効。

船橋市西船４-23-11
●西船橋駅 北口 から徒歩2分
営 ランチ 11:30 〜 15:00
（料理L.O.14:00 ドリンクL.O.14:30）
ディナー 17:00 〜 24:00（L.O.23:00）
定休日 不定休
☎ 047-401-5285

良質なジビエと体にやさしい
自然派ワインがこだわりです

ろとろに煮込んだ国産フカヒレとズワイ蟹のあんを、土鍋のご飯
りゅうがん

にかけていただく、至福の一品。ナツメや龍眼などの薬膳素材や
ジビエ尽くし! スペシャル
ラ ン チ コ ー ス（2,500円）
は、前菜盛合せ、イノシシ
肉のステーキ、パン、自然
派 ワ イ ン1杯、自 家 製 デ
ザート、コーヒーまたは紅
茶付き。
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セブン
イレブン
北口

西船橋駅

※ワインは他の飲物に変更可。
ご相談ください。

オーナーシェフの生駒さん

2

マルエツ
マツモトキヨシ

マ

ジビエとは、フランス料理で多く使われる野生のイノシシ

お店は
特典 マークの
本誌持参で
！
ービス付き
うれしいサ

八千代市ゆりのき台1-14-2 ソレイユ
●八千代中央駅から徒歩2分
営 ランチ 11:30 〜 15:00
（L.O.13:30）
ディナー (完全予約制)
17:30 〜 22:00（L.O.20:30）
定休日 月曜、
不定休
☎ 047-407-0151

※1冊につき1回限り有効（ご提示の際、右の枠内に
チェックをさせていただきます）
。
※有効期間：2020年1月8日（水）
〜3月31日（火）。
※他のサービスとの併用はできません。
※コピー不可。

特典
チャイニーズ
レストラン
シャングリ・ラ

チェック欄！

日本料理
魚つぐ

ビストロ

coma

※価格はすべて税込です。

野菜の旨味を引き出した薬膳スープも絶品です。1日15食限定な
ので、事前予約をおすすめします。
特典 本誌持参で、
「沙鍋蟹肉魚翅飯」をご注文の方に杏仁豆腐をサービス。
※1冊につき1名様有効。

佐倉市井野1547-1 雅ビル1F
●東葉勝田台駅 T2 出口から
徒歩3分
営 ランチ 11:30 〜 14:30
(L.O.14:00)
ディナー 17:30 〜 22:00
(L.O.21:00)
定休日 月曜（祝日の場合は翌日）
☎ 043-312-4165

有機素材などを
使い、健康的なおいしさ
にこだわっています

お店では、家庭でできる簡単
な中国料理の教室も開催。
T2

ニッポンレンタカー

みずほ銀行
296

東葉勝田台駅
オーナーシェフの大泉
さんは、ウィシュトン
ホテル・ユーカリの中
国料理店の料理長を務
めていた方です。

1

ご当地名品
ふんわ
り美味
！
幸せ気
分！

女子会のお
土産に
おすすめ！

コレクション

新年の挨拶や集まりの手土産に、地元で評判の
おいしいものはいかがでしょうか。人気店の
スイーツや和菓子、こだわりのお酒など、思わず
笑顔になる船橋・八千代の名品をピックアップ！

アで
メディ
多くの た一品！
れ
紹介さ

濃厚なのに
、しっとり
ふわふわ！

YACHIYO

FUNABASHI

髙木チーズ
（3個入り箱617円、6個入り箱
1,235円、12個入り箱2,471円）

小松菜最中
バラの咲く丘
（1個 162円。10個入り箱2,117円）
八千代市の花・バラをモチーフにした焼き菓子。口の中で
ほのかなバラの香りが広がり、上品な味わいが楽しめます。
アンティーク風のバラが印象的なギフトボックスも素敵！

グランスイーツ イケダ
八千代緑が丘
八千代市大和田新田453-3
●八千代緑が丘駅から徒歩16分
営 10:00 〜 19:30
定休日 火曜 ※臨時休業有、
要確認。
☎ 047-409-9480

（1個183円。10個入り箱2,084円）

生マシュマロのペルルン

創業87年の老舗、梅翁総本舗が考案した
オリジナルの最中です。真っ白な梅花の
中には、西船橋産の小松菜で作った緑色
の餡と、ぎゅうひが入っています。

（フランボワーズ）

（1缶1,404円）※直径10cm・高さ3.7cm、要冷蔵
ふわっ、もちっの食感が楽し
い生マシュマロ。爽やかなフ
ランボワーズの酸味と口ど
けの心地よさがたまりませ
ん。マダムの横顔のレリーフ
が美しいギフト缶は、食べ終
わったら小物入れとしても。

フランス菓子 タマミィーユ
八千代緑が丘
八千代市大学町2-1-10
●八千代緑が丘駅からちばレインボーバス
船尾車庫行き「秀明大学」下車、徒歩すぐ
営 9:30 〜18:00
定休日 水曜
☎ 047-488-0302

ばいおう

梅翁総本舗

菓子工房アントレ

※賞味期限3日間、要冷蔵

地元船橋の佐久間牧場の絞りたて牛乳と押
木養鶏場の生みたて卵を使用した絶品チー
ズケーキ。独特のふわふわ食感となめらか
な口どけがやみつきに。食べやすい小ぶり
なサイズもうれしい。

東海神

船橋市海神6-8−2
●東海神駅 T4 出口から徒歩15分
営 10:00 〜 18:00
定休日 火曜・水曜
☎ 047-434-8353
※シャポー船橋店でも購入できます。

西船橋

船橋市西船4-21-3
●西船橋駅 北口 から徒歩2分
営 9:30 〜 18:00 ※売切れ次第終了
定休日 日曜
☎ 047-431-1863

贈りもの！

笑顔を運ぶ

読者プレゼントあり→6P

子さんも
小さなお
！
喜びそう

読者プレゼントあり→6P

船橋な

らでは
の
贈る！ 味を

ブルーのボ
トルが
おしゃれ！
めん

船橋ばか面おどり
やちよ桜

純米大吟醸

（1本720ml 2,200円）

※アルコール度数: 15％

八千代市産のお米「ふさこがね」を100％
使い、50％まで精米して醸造された純米大
吟醸は、豊かな香りとふくよかな味わいが
特徴。華やかな桜のデザインのボトルはお
祝いのギフトにぴったり。
●道の駅やちよ、八千代市内のスーパー・
酒販店で購入できます。
醸造元 鍋店株式会社
☎ 0478-72-2001（平日9：00〜17:00）
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（1個130円。4個入り箱519円、8個入り箱1,037円）
おかめやひょっとこを形どったユニークな人形
焼は、船橋市を代表する民俗芸能「ばか面おどり」
がモチーフ。カステラ生地にあっさりした風味
の小豆こし餡が好相性な一品です。

高津姫クッキー
（2個入り108円。10個入り540円）
平安時代、京の都から高津
に移り住んだといわれる
藤原時平の娘「高津姫」が
モチーフ。ピンクの衣装を
まとった愛らしいお姫様
クッキーは、良質なバター
を使った風味豊かなやさ
しい味わいです。

パティスリー ラ・シエスト
八千代市緑が丘3-7-4 八千代緑が丘
●八千代緑が丘駅から徒歩5分
営 10:00 〜 19:00
定休日 水曜
☎ 047-458-3829
読者プレゼントあり→6P

ホンビノス貝佃煮
（1袋80g：520円）※要冷蔵
船橋名産品として知名度上昇中のホン
ビノス貝。船橋三番瀬で獲れた新鮮なホ
ンビノス貝を使った佃煮は、素材そのも
のの濃い旨みと甘辛な味つけがクセに
なる一品です。保存料不使用。

佃の匠やまと
船橋北口店

東海神

船橋市本町7-8-14
●東海神駅 T4 出口から徒歩10分
営 10:00 〜 19:00
定休日 無休
☎ 047-460-2526

御菓子司 扇屋

北習志野

船橋市松が丘4-23-1
●北習志野駅 T4 出口から徒歩30分、またはセコメ
ディック病院行き・鎌ヶ谷大仏行き・小室駅行き・
古和釜十字路行きバス「清水山」下車、徒歩すぐ
営 9:00 〜 19:00
定休日 水曜
☎ 047-465-6716
※価格はすべて税込です。
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i TOYO INFORMATION
読者プレゼント！
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A

グランスイーツ イケダ
「バラの咲く丘」詰合せ

5

5

C

名様

東葉高速鉄道オリジナル
キッズ歯ブラシ＆プラコップ

【有効期限：2020 年 6 月末】

ホームゲーム（会場：船橋アリーナ）スケジュール

〒102-0085
東京都千代田区六番町 2-14
東越六番町ビル 4 階
（株）TAD コーポレーション東京支社内
「プチトリ」プレゼント係

宛先
宛先

①ご希望の賞品（A〜E より 1 点）
②｢プチトリ｣へのご感想、取り上げて
ほしいこと
③｢プチトリ｣を手に入れた場所
④沿線のおすすめスポットがあれば
教えてください
⑤沿線のおすすめイベントがあれば
教えてください
⑥郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号

船橋市をホームタウンとする人気のプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツふ
なばし」。東葉高速鉄道はオフィシャルパートナーとして、同チームを応援しています。
激戦を繰り広げる B.LEAGUE 2019-20 シーズンも、いよいよ後半戦に突入！
「船橋アリーナ」
（船橋日大前駅から徒歩 8 分）で負けられないホームゲームが開催さ
れますので、会場に足を運んで「千葉ジェッツふなばし」を応援しませんか。
３年連続の地区優勝、そして初のチャンピオンシップ制覇を目指す選手たちに熱い
ブーストを送りましょう！

名様

ふなばしアンデルセン公園
ペア入園券

引換券

アンケート

名様

5

D

名様

パティスリー ラ・シエスト
「高津姫クッキー」詰合せ

梅翁総本舗
「小松菜最中」詰合せ
引換券

引換券

E

3

B

名様

01「千葉ジェッツふなばし」の応援に行こう
目指すはリーグ優勝！

アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で素敵な賞品をプレゼント！
引換券 マークの賞品は、店舗でのお受け取りとなります。

応募の締切日は 3月 12日
（木）当日消印有効
※当選者の発表は、賞品または賞品引換券の発送をもってかえさせて
いただきます。なお、 引換券 マークのついた賞品は店舗でのお受け
取りとなり、発送はいたしませんのでご了承ください。
※ご応募いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的で使用す
ることは一切ございません。個人情報保護のため、責任を持って管
理いたします。ただし、プレゼントを直送する際は、発送者に個人情
報を開示する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※アンケートでお寄せいただいた感想・ご意見等を
「プチトリ」誌面で
ご紹介させていただく場合がございます。

試合日程

対戦相手

2 月 15 日（土）
2 月 16 日（日）
3 月 7 日（土）
3 月 8 日（日）
3 月 14 日（土）
3 月 15 日（日）
3 月 25 日（水）
4 月 1 日（水）
4 月 4 日（土）
4 月 5 日（日）
4 月 18 日（土）
4 月 19 日（日）

大阪エヴェッサ
大阪エヴェッサ
琉球ゴールデンキングス
琉球ゴールデンキングス
宇都宮ブレックス
宇都宮ブレックス
アルバルク東京
秋田ノーザンハピネッツ
サンロッカーズ渋谷
サンロッカーズ渋谷
アルバルク東京
アルバルク東京

©CHIBA JETS FUNABASHI/PHOTO:JunjiHara

●ホームゲームの詳細は
千葉ジェッツふなばし公式サイト（https://chibajets.jp）を
ご覧ください。

読者の皆さまの声をご紹介します。
●22 号の表紙のオムライスがとてもおいしそうで、お腹が空い
てきました。中華屋さんのオムライスがとても気になりまし
（鎌ケ谷市 N さん）
た。
●「東葉家族車両基地まつり」に電車大好きな息子たちを連れ
て行ってきました。特に車掌体験が楽しかったようで、息子
（船橋市 N さん）
たちは終始目がキラキラしていました。
●沿線のイベント情報が載っており、孫と遊びに行く際の参考
（松戸市 A さん）
にさせていただいています。

東葉高速鉄道の人気オリジナルグッズ

2015 年に登場し、ご好評につき完売となったキッズ歯ブラシが、デザインを
一新して新発売！
柄の部分に東葉高速鉄道 2000 系車両のイラストを描いたかわいらしいデザ
インで、携帯にも便利なキャップ付きです。
数に限りがありますので、ぜひお早めにお買い求めください。

マーク」をかけたものです。

●誌面はホームページでもご覧いただけます。 URL：http://www.toyokosoku.co.jp/
成田空港

TR
09

価

格

発売場所

300 円（税込） ※長さ約 15cm
東葉高速鉄道が出店するイベント会場

東葉高速鉄道オリジナルグッズ初売り会 開催
キッズ歯ブラシをはじめ、イベント会場限定グッズを手に入れるチャンス！
この機会をぜひお見逃しなく！

勝田台

京成本線

とうようかつただい

東葉高速線

2分

東葉勝田台

2 分 TR
08

むらかみ

TR
07

村上

船橋

新橋

品川

新京成線

TR 3 分
06

やちよちゅうおう

TR 2 分
05

八千代中央

やちよみどりがおか

2分

八千代緑が丘

TR
04

京成津田沼

TR 2 分
03

ふなばしにちだいまえ

きたならしの

はさま

TR 4 分
02

徒歩10 分

JR 京葉線

北習志野

飯山満

ひがしかいじん

舞浜

TR 3 分
01

東海神

にしふなばし

西船橋

門前仲町

茅場町

日本橋

東京

渋谷

九段下

大手町

飯田橋

新宿

JR 総武線

船橋日大前

上野

東京メトロ東西線

JR 山手線

6

」とは、プチトリップ（小旅行）と、鳥をイメージした東葉高速鉄道の社紋「

池袋

中野

高田馬場

誌名の「

02 「キッズ歯ブラシ」がリニューアルして新発売 !

●小さい頃に行ったアンデルセン公園。本誌の掲載を見て、ま
た行きたくなりました！ 春にお花が咲き始めたら、カメラ片
（八千代市 Y さん）
手にお友達とぜひ行きたいです。
●初めて読みましたが、行ってみたいところがたくさん紹介さ
（東京都江戸川区 Y さん）
れていて、とてもよかったです。
●オムライスは子どもも大人も大好きなメニューの一つ。いろ
んな店のものを紹介してくれてよかったです。hygge のオム
（鎌ケ谷市 W さん）
ライス、今度食べに行こうと思います。

日

時

1 月26日（日）9：00 〜 15：30

会

場

八千代緑が丘駅（改札外コンコース）

※その他のイベント出店予定については、東葉高速鉄道ホームページで順次お知らせいたします。

5

東葉高速線
おでかけナビ

1 2 3 4

東葉沿線イベントカレンダー
開催中〜2月24日（月・休）
企画展

月

月

月

開催中〜2月16日（日）

くっつきぐらし

くらしのうつりかわり展

「カキ」
「ワレカラ」
「フジツボ」…。くっついてくら
し、身を守り、エサをとり、移動する。そんな生き
ものの面白くて不思議な世界をのぞいちゃおう！
※期間中ワークショップも開催。詳しくはHPで。
https://www.sambanze.jp/2019/10/09/kuttsuki2019/

月

Vol.23

常 設 展 入 場 料：一 般400
円、高 校 大 学 生200円、小
中学生100円

会場 ふなばし三番瀬環境学習館

JR 船橋駅、京成船橋駅から京成バスシステム船橋海浜公園行き
交通
電話 047-435-7711
乗車、終点下車。徒歩すぐ

〜昭和と平成のくらし〜

様々な生活道具や写真で、八千代の昔のく
らしの様子やうつりかわりを紹介。今回は、
平成の八千代のくらしを振り返る展示も。
※期間中は関連講座等も開催。詳しくはお問合せく
ださい。

会場 八千代市立郷土博物館

交通 村上駅下車…徒歩 10 分

氷冷蔵庫（大正
〜昭和初期）

電話 047-484-9011

入場料：無料

2020 年 1 月 8 日発行

1月16日（木）
〜21日（火）

1月20日（月）
〜3月15日（日）

ふなばしセレクション お披露目販売会

ふなばし銭湯 ゆめぐりスタンプラリー 2020

地元産の海産物・農産物を活かした商品な
ど 船橋の逸品 が勢ぞろい。2019年度に
新たに ふなばしセレクション に認証さ
れた加工食品をお披露目し、販売します。

船橋市内の６つの銭湯を楽しんでほっこり！
周辺の飲食店に立ち寄ってスタンプを集める
と、さらに追加でプレゼントがもらえます。
※スタンプの専用台紙は参加銭湯で配布します。

※第 33 回ヘルシー船橋フェアも同時開催。

船橋市内 6 銭湯等（浜町浴場／浜町、宮の湯

発行：東葉高速鉄道株式会社 〒276-0049 千葉県八千代市緑が丘１ -1120-3
TEL.047-458-0018（平日 9：00〜17：30） http://www.toyokosoku.co.jp/
制作：株式会社 メトロ アド エージェンシー

会場 東武百貨店船橋店 6 階イベントプラザ
交通 東海神駅下車…徒歩 10 分

会場 ／宮本、紅梅湯／南本町、湊町松の湯／本町、
滝の湯／本中山、クアパレス／薬円台 等）

電話 047-436-2473 ふなばし産品ブランド協議会事務局

電話 047-436-2473

2月15日（土） 開演：14時

3月7日（土）
・8日（日）

ふなばし銭湯スタンプラリー実行委員会事務局（船橋市役所商工振興課内）

（船橋市役所商工振興課内）

須川展也サクソフォン・コンサート

第4回

〜バッハから映画音楽まで、サクソフォンの魅力全開〜

電話 047-423-7261

※上記 2 日間に続き、3 月 10 日（火）〜15 日（日）は道の駅周辺の河岸とピロ
ティに屋台が出店。桜ガイドによる案内も実施されます。

会場 道の駅やちよ（八千代ふるさとステーション・やちよ農業交流センター）

入場料：一般4,000円、
高 校 生 以 下1,000円、
ペア7,200円

スイセンまつり

会場 萱田地区公園
交通 八千代中央駅下車…徒歩 10 分
電話 047-458-6446 公益財団法人八千代市環境緑化公社

毎週末、楽しいイベントを開催中！
開催中〜 1月31日(金)

第 17 回

源右衛門祭

今年も直径２mの「源右衛門鍋」が登場！
全国鍋グランプリで優勝・殿堂入りした
絶品とん汁が味わえます。市内中学校の
吹奏楽部の演奏や各種模擬店も。

7万本を超えるスイセンが公園の池を囲
むように咲き揃い、満開を迎える桜との競
演が見事です。竹細工の実演やスーパー
ボールすくいなどのお楽しみもいっぱい。

ふなばしアンデルセン公園

八千代中央駅・東葉勝田台駅から東洋バス米本団地行き乗車、
「米本団地」下車。徒歩 7 分
電話 047-406-4778 実行委員会事務局（やちよ農業交流センター内）
交通

4月4日（土）
・5日（日）

3月28日（土）
〜4月5日（日）
2020 花のフェスティバル 第 1 弾

八千代新川千本桜まつり

八千代に春の訪れを告げる、新川河岸の
河津桜並木。下記の会場では、様々なス
テージや屋台等の出店が楽しめます。河
津桜のライトアップも実施。

テレビ番組でもおなじみ。日本が世界に誇
るクラシカル・サクソフォンのトッププ
レイヤー須川展也が登場。多彩なプログラ
ムでサクソフォンの魅力を満喫できます。

会場 船橋市民文化創造館（きららホール）
交通 東海神駅下車…徒歩 10 分

入場料（銭湯利用料）
：大人（12歳
以 上）各450円、中 人（6歳 以 上
12歳 未 満）各170円、小 人（6歳
未満）各70円

会場 フルルガーデン八千代
交通 村上駅下車…徒歩 1 分
電話 047-483-1771 実行委員会事務局 ( 八千代商工会議所内 )

北習志野駅から船橋新京成バス 小室駅行き乗車、
「アンデルセン公園」下車
セコメディック病院行き乗車、
「豊富農協前」下車
電話 047-457-6627 ※毎週末のイベント、および休園日についてはお問合せください。
交通

チューリップまつり

次号は 2020 年 4 月 8 日
発行の予定です。

特殊な方法により真冬に開花させる、20種類5万株のチュー
リップで園内が彩られます。メルヘンの丘ゾーンには広さ約600
㎡、約1万株で作る チューリップめいろ もオープン！

3月20日(金・祝) 〜 30日(月) らんのふしぎ展・即売会
アンデルセン童話をテーマにした、珍しいランの展示即売会を
開催。会場はメルヘンの丘ゾーン・コミュニティーセンター。
※3 月3日（火）はひなまつりを祝って中学生以下入園無料

掲載情報は2019年12月時点のものです。開催の内容や日時などは変更になる場合があります。

「子ども美術館」での展示
1 月 11 日（土）〜 2 月 16 日 ( 日 )
はじまる ものがたり」
高橋啓祐・丸山純子

企画展 「花と海から

レジ袋でつくられた無数
の花々と、映像によって多
様に変化する波が一体と
なり、会場には静かな美し
い世界が広がります。

展示作品イメージ（部分）

表紙協力：日本料理 魚つぐ 撮影：鈴木隆志

