
ハイスクールアカデミアの対象は、中学3年生から高校2年生。
将来の進路を考えるために参考となる情報・知識を学ぶことができる講座です。

さまざまな分野の職業について、現役・OBの講師がレクチャーします。
この講座を通して、職業選択や進路について考えてみませんか。

5月19日（日）は休館日のため、公益財団法人 文京アカデミー事務室・文京シビックホール・シビックチケット・アカデミー文京は休業いたします。

今年の夏は、

将来の進路選択のための

勉強をしよう！

中学生・高校生のみなさんへ

詳しくは2面を
ご覧ください

7月13日（土）・20日（土）開講予定

次号の文京アカデミーSQUAREは6月5日発行です

本紙に掲載されている広告についてのご不明な点は広告主へお問合せください。

24時間看護師常駐のシニア住宅

クラーチ・エレガンタ本郷
介護付有料老人ホーム

布施 明
LIVE 2019-2020 

表現力豊かな歌声で圧倒的な
歌唱力を誇る布施明が今年も
シビックホールに登場！
趣向を凝らしたステージで
「シクラメンのかほり」「霧の摩周湖」
「マイウェイ」などの
ヒット曲を歌い上げます。
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フフォォレスタタ コンササートトin文京
全員が音楽大学および大学院にて研鑽を積んだ優れた音楽家たち。
フォレスタとしてのテレビ主演を中心に各地のコンサート活動を展開。
個人的にもライブ・オペラ出演で活躍中。
「ＢＳ日本・こころの歌」（ＢＳ日テレ・毎週月曜夜7 時放送）に出演中。

発売日 5/17（金）

発売日 5/18（土）

9/6（金）13:30開演（13:00開場）
文京シビックホール

日時
会場

全席指定6,000円料金 ※Ro-Onチケットのみ取扱い 
小中学生1,000円

9/13（金）17:30開演（17:00開場）
文京シビックホール

日時
会場

全席指定7,000円料金
大ホール大ホール

※Ro-Onチケットのみ取扱い 
小中学生1,000円

【予約・問合せ】 Ro-Onチケット ☎ 047-365-9960 月～金10：00～18：00/土 10：00～14：00/日祝休

※写真と出演者は異なる場合がございます。

もめごと解決！ 突然親族に訴えられた！

相続相談公演紹介 HTMLメール作成システム生涯学習講座

５月１１日（土）

◎国際講座
受講料：1,000円（当日支払） 　

講師 ：森本 敏（拓殖大学総長・元防衛大臣）　　　　　

定員  ：250名(申込不要)
開催時間 ：10:30～ 12:00

「基調講演・国際情勢変化と日本の安全保障」

５月１８日（土）
講師 ：名越 健郎（拓殖大学海外事情研究所教授）

「北方領土は返ってくるか」

受講料：1,000円（当日支払）

講師 ：藤崎 一郎（元駐米大使・公益財団法人中曽根康弘 世界平和研究所理事長）
５月１１日（土）

◎政治経済研究所公開講座
定員  ：150名(申込不要)

開催時間 ：13:00～14:30
  

「米国･中国･北朝鮮とどう向き合うか」
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18歳の春は多くの人が人生において大きな選択をす
るよね、中学3年生か

ら高校２年生のみなさんもその選択の時が近くなり
、先に人生を歩んでい

る人たちの、その選択の「ビフォー・アフター」に出会
うことは自身の選択の

助けになると思うよ。
　一つだけ言えることは最初の選択はその先を決め

るものではなく、さま

ざまな出会いが自身の道を作って行く、と言うことだ
ね。そこで大学進路選

択で薬学を選択し、右に左と動いたのち、今、理学部
で化学の教師をしてい

る私や同じく薬学を選択した学部の友人たちも含め
て、18歳の選択のあと

歩んだ40年を紹介するのはよいかも知れないね。

その間には薬学では、薬剤師受験資格6年生制と

研究者養成４年制ができたり、製薬業界の大きな構

造変化により、名前こそ製薬会社であっても会社の

業務内容は大きく変わったりしたんだよ。

プロフィール �
18歳でロシア語と薬学で迷い、薬学を選択。そして

博士

号を取得。病院薬剤師、化学の国立研究所、工学部を経
て、

58歳の今、理学部教授。

先は一つの選択で決まらず重なる出会いである

化学系教授／薬剤師
お茶の水女子大学
理学部教授
森 義仁

講 

師

ハイスクールアカデミアは、中学3年生から高
校2年生を対象に、将来の進路を考えるため
の参考となる情報や知識を学ぶ講座です。さ
まざまな分野の職業について、その職業の具
体的な内容や、その職業に就くにためにはど

のような勉強や経験をすればいいのか等を、
現役やOBの講師がお話しします。講座を通し
て、興味を持てる仕事や、その仕事に就くため
の道筋が見えてくるはず。進路選択への第一
歩を、ここからスタートしてみませんか。

対　象� 文京区内在住・在学の
� 中学3年生～高校2年生
会　場� アカデミー文京�学習室
定　員� 各講座30名（定員を超えた場合は、抽選）
受講料� 1講座�500円

将来の進路を
考えるための

ファースト・ステップ

　記者の姿を目にするのはテレビのニュースや映画などでしょうか？学校で新聞を作ったことがあるかもしれませんが、どのような仕事をしているのか、意外に知られていないかもしれません。
　自由で平和で居心地の良い社会で暮らすために、この仕事はあると考えています。難しいことではありません。「変だな」「面白いな」「感動した」と思うことを、取材するところから始まり、事実に近づこうと取材するのです。�　記事はデスク、編集者、校閲など数多くの人の目を通って社会に発信されます。インターネットによる報道にも力を入れています。�　新聞社にはさまざまな仕事があります。私は今、
オリンピック・パラリンピック室で東京2020大会を
盛り上げるために働いています。
　面白いことは沢山あります。その一端や、記事の
書き方のちょっとしたコツをお話しします。
プロフィール �
1987年入社、静岡支局、東京社会部、英文編集長、夕刊編集部デスクなどを経て2011年に福島支局長、13年地方部長、15年研修担当部長など。18年7月から現職。文京区立駕籠町小学校から高校まで区内の学校に通った。

自由で居心地良く暮らすために

記者 毎日新聞
東京編集編成局編集委員
本橋 由紀

講 

師講師からのメッセージ

ハイスクールアカデミアとは……
どんな仕事？ どうしたらなれる？……が学べる講座です。

　2016年時点の世界の推定人口は７４億人です。そして世界には多くの民族、
多くの国家が存在しています。現在、日本が承認している国の数は196カ国、
内、国連加盟国の数は193カ国です。世界の民族の数は、国の数よりも遥か
に多いとされています。
　日本人はこのような国際社会でどのように生きてゆくのか？�20世紀には、
それまでの時代と同様、多くの戦争があり、多くの人々か戦争や戦争による
飢餓、病気等で亡くなりました。21世紀の現在、戦争の数こそ減りましたが、
まだ個々の国の内部での戦争（内戦）や、国と国の対立、病気や飢え、テロな
どの原因で死亡したり、苦しんだりする人々の数は非常に多く、絶えること
はありません。このような状況の下、日本人そして日本という国は、国際社会
とどのように向き合い、より平和で安全な世界に向
けて進むことが出来るのでしょうか。特に“外交官”
はどのような役割を果たせるのでしょうか？�皆さん
と共に考え、学びたいと思います。

プロフィール �
1974年外務省に入省。在ジュネーブ国際機関日本政府
代表部公使、在ウラジオストク総領事、大臣官房審議官兼
総合外交政策局、駐キューバ特命全権大使、駐スロバキア
特命全権大使などを歴任。

国際社会の現状と“外交官”の役割

外交官
元キューバ大使
元スロバキア大使
高松 明

講 

師

　職業は気象キャスターです。月曜から金曜の夜、NHK�ラジオで天気予報
をしています。
　気象とマスコミの二つの分野にまたがる仕事で、様々な経歴を持った人
が働いています。私も以前は、声優やプロ野球のレポーターをやっていたこ
ともありました。メディアに顔や声が出るので華やかな印象がある一方、実
際の仕事は地道なことの繰り返しだったりします。そして、台風や大雨など
気象災害が発生する恐れがあるときは、警戒を呼びかけ、被害にあうことが
ないよう、できる限りの最善をつくします。
　講座では、普段どんな仕事しているかという天気
予報の裏側から、気象キャスターになるために私が
してきたこと、中高生時代をどう過ごしてきたかな
どお話しできればと思っています。�

プロフィール �
気象予報士、気象キャスター。声優、フリーアナウンサー
を経て、2010年からNHK�ラジオセンターで気象解説を
行なっている。現在は夜の時間帯を担当。好きな食べ物は
フルーツ全般。好きな雲は雄大積雲。愛知県出身。

普段の生活に寄り添い、いのちを守る気象の仕事

気象予報士
気象予報士
NHKラジオ気象キャスター
福田 寛之

講 

師

この他にも、ハイスクールアカデミアには、

さまざまな職業の講座があります。講座の詳細や応募
要領は、

スクエア6月号（6／5発行）で紹介します。
ぜひご覧ください。
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日  日時　 会  会場　 内  内容　 師  講師　 対  対象　 定  定員　 ￥  費用　 申  申込　 〆  締切　 問  問合せ先
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アカデミー文京 学習推進係
K03-5803-1119

（平日 9：00〜17：00）
文京アカデミーの催し
（生涯学習関連）

申  このページに掲載されている事業の申込先（はがき宛て先）　〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京 学習推進係　 （文京シビックセンター地下1階）

本紙に掲載されている広告についてのご不明な点は広告主へお問合せください。

介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム

文京アカデミアサポーター養成講座　
受講生募集

文京アカデミア講座の運営に携わってみませんか。
養成講座の修了後、「文京アカデミアサポーター」と
して登録し、財団と協働して講座の会場設営や受付
などの運営に携わっていただきます。また、講座の
感想や改善点等のご意見をいただき、今後の講座
実施に活用させていただきます。
※サポーターとして活動するには①養成講座No.1

～No.4のうち、3回以上出席すること②No.5に
サポーターとして従事すること③養成講座修了生
の会（文京アカデミアサポーターの会）に所属する
こと、が条件になります。

日 	6月28日（金）、7月2日（火）・5日（金）・9日（火）
	 各日14：00〜16：00
会 	アカデミー文京	学習室（文京シビックセンター地下１階）ほか
師  明治学院大学教授　坂口 緑（6月28日）
 文京アカデミアサポーター（7月2・5・9日）
対  文京区内在住・在勤・在学者（15歳以上、中学生を除く）
定  10名（抽選） ※申込多数の場合は、メールを使用できる方を優先
￥  無料
申  往復はがきに①「文京アカデミアサポーター養成講座」②住所③氏名（ふりがな）④年齢

⑤電話番号⑥在勤者は勤務先名・所在地・電話番号、在学者は学校名⑦受講の動機と、
返信用にもあて先を明記し上記へ　

 ※往復はがき1枚につき1名でお申込みください。　※受講は当選者ご本人に限ります。
 ＊HPからも申込ができます→https://www.b-academy.jp/
〆  6月12日（水）必着
No. 開講日 曜日 会場 内容

1 6/28 金 学習室 生涯学習のススメ
～新しい時代の生涯学習支援者像～

2 7/2 火 シビックホール会議室 とりあえずやってみよう
～文京アカデミアサポーターの活動～

3 7/5 金 レクリエーションホール 百聞は一見にしかず
～講座運営を体験（1）～

4 7/9 火 学習室　ほか 今日からあなたもサポーター
～講座運営を体験（2）～

5
7月下旬
～

8月上旬
レクリエーションホール
ほか

夏休み子どもアカデミア講座
（サポーターとして担当）

文の京・最先端生命科学講座第24回
東京医科歯科大学難治疾患研究所で行われている最先端の研究を分かりやすく説明します。
日 	6月28日（金）	19：00〜21：00
会 	スカイホール（文京シビックセンター26階）
内  師  第１部「良い脂質、悪い脂質、普通の脂質」
  　東京医科歯科大学難治疾患研究所教授　佐々木 雄彦
  第２部「骨系難病−骨粗鬆症との関係−」
  　東京医科歯科大学難治疾患研究所准教授　江面 陽一
対  15歳以上（中学生を除く）
定  ９０名（抽選）
￥  無料
〆  6月14日（金）必着
申  往復はがきに①「最先端生命科学24」②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番号と、返

信用にもあて先を明記し上記へ
※手話通訳が必要な場合は、申込時にアカデミー文京までお問い合わせください。
※往復はがき１枚につき１名でお申し込みください。
※受講は当選者ご本人に限ります。
＊HPからも申込ができます→https://www.b-academy.jp/

日　程 上映作品 上映時間 等

5月5日
（日・祝）

シビックアニメまつり
 ≪こどもの日記念・まるごとアニメ特集≫
ぞくぞく村のおばけたち〈第1話〉妖精レロレロ〈第2話〉とうめい人
間サムガリー 40分／ドナルド・ダック　ドナルドの少年団長ほか７
話60分／ムーミン はばたけ！ペガサス（16mmフィルム） 25分

開場09：30
開演10：00
終演12：10

６月２１日
（金）

シェーン  （日本語吹替）
118分／カラー／1953年
監督：ジョージ・スティーヴンス
出演：アラン・ラッド／ジーン・アーサー　ほか

入場13：10
開演13：30

７月１９日
（金）

紳士は金髪がお好き  （日本語吹替）
92分／カラー／1953年
監督：ハワード・ホークス
出演：マリリン・モンロー／ジェーン・ラッセル　ほか

８月１６日
（金）

亀井文夫監督　記録作品 
① 日本の悲劇（ドキュメンタリー）　42分／モノクロ／1946年
② 戦ふ兵隊（ドキュメンタリー）　　66分／モノクロ／1939年

9月20日
（金）

川端康成生誕120年　雪国
16mmフィルム／72分／モノクロ／1957年
監督：豊田四郎
出演：池部 良／岸恵子　ほか

※上記の日程は予定ですので、上映作品の変更等がある場合がございます。詳しい内容は、お問合せの上ご来場ください。

会 	アカデミー文京	レクリエーションホール（文京シビックセンター地下1階）
対  文京区内在住・在勤・在学者（15歳以上、中学生を除く） ※5月のアニメまつりはどなたでも
定  100名（先着順）
￥  無料
申  当日11:30に会場で整理券を配付（5月を除く）。ただし、お待ちの方が多くなり、他の施

設利用の妨げになる場合は11:30以前に整理券を配付する場合があります。
 ※入場開始は13:10です。　※5月のアニメまつりは直接会場へお越しください。

シビックシネマサロン 2019年度前期スケジュール

大学プロデュース特別公開講座（筑波大学学長講演会）
「インフルエンザ研究者であった学長が
考える大学の明日」受講者募集

大学プロデュース特別公開講座は、区内大学の学長に登壇
いただき、区民の皆さんに学長ならではのお話をお届けする
講座です。
インフルエンザウイルスの研究者であった学長が、日本の大
学と日本の未来について考えていることをお話しします。
日 	6月22日（土）	14：00〜15：30
会 	筑波大学東京キャンパス１３４講義室（文京区大塚3-29-1）
師  筑波大学長　永田 恭介
対  15歳以上（中学生を除く）
定  ２００名（抽選）
￥  無料
〆  6月10日（月）必着
申  往復はがきに①「学長講演会」②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番号と、返信用に

もあて先を明記し上記へ
※手話通訳が必要な場合は、申込時にアカデミー文京までお問い合わせください。
※往復はがき1枚につき1名でお申込みください。
※受講は当選者ご本人に限ります。
＊HPからも申込ができます→https://www.b-academy.jp/

永田 恭介 学長

春からはじまる講座パンフレット表紙

スクエア音声版の配付について
文京アカデミーでは、「スクエア」音声版（デイジー版）を制作し、文京区内の視覚
障害の方に無料で配付しています。ご希望の方は、スクエア編集部までお問い
合わせください。
スクエア編集部  TEL ０３-５８０３-１１１９　E-mail gakusyu_suisin@b-academy.jp
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講座・講演会 講師 日程 時間 定員 受講料

貞静学園短期大学 会  貞静学園短期大学　 問  公開講座係 Tel 03-3944-9811

親子で学ぼう！プログラミング講座
対象：小学生とその保護者

貞静学園短期大学講師
清水 文也

6/1～7/6
土曜日 全5回 10：30～12：00 15組30名 5,000円

（諸費含む）

福祉用具の選び方・使い方 貞静学園短期大学講師
辻 泰代 6/2（日） 14：00～15：00 20名 無料

東京大学 会  東京大学本郷キャンパス安田講堂　 問  本部社会連携推進課 Tel 03-3815-8345

第129回（2019年春季）
東京大学公開講座『氣』

東京大学理学系研究科教授
佐藤 薫　ほか

6/8～29
土曜日 全3回 13：00～17：20 各回

1,000名
先行：全講義 5,000円

1日 2,000円
通常：1日 2,300円

東邦音楽大学 会  東邦音楽大学文京キャンパス　 問  エクステンションセンター Tel 03-3946-9667

ファイフで始めよう！
初歩のフルート・レッスン♪

東邦音楽学校講師
山田 芳恵

6/10～7/29
全6回 月曜日 14：30～16：00 10名 12,000円

アコースティックギターの
ソロ演奏を楽しもう！

東邦音楽学校講師
堀尾 和孝 7/13（土） 15：00～16：30 50名 3,000円

東洋学園大学 会  東洋学園大学本郷キャンパス　 問  総務課 Tel 03-3811-1696

東洋学園大学公開講座（全4回）
第2回「共生社会への歩み：多文化社会ハワイから
得られる学び」

東洋学園大学専任講師
加藤 恵理 6/18（火） 19：30～21：00 30名 1,000円（1回）

2,000円（全4回）

日本女子大学 会  日本女子大学目白キャンパス　 問  生涯学習センター Tel 03-5981-3755

食・栄養関連要因と乳がん予防 日本女子大学家政学部准教授
鈴木 礼子 6/6（木） 13：20～14：50 30名 2,100円

アメリカン・シンデレラの文化史 日本女子大学文学部准教授
馬場 聡

6/10・24
月曜日 全2回 13：20～14：50 30名 4,200円

情報社会を生き抜く批判的思考 日本女子大学家政学部准教授
後藤 敏行 6/20（木） 14：30～16：00 30名 2,100円

文京学院大学 会  文京学院大学本郷キャンパス　 問  生涯学習センター Tel 03-5684-4816

基礎から始める写真講座　実践編
日本写真講師協会公認
フォトインストラクター
中田 達男

5/15～7/3
水・土曜日 全7回

水 18：30～20：00
土 10：00～12：00 20名 19,000円

（別途費用あり）

ぶらり探訪江戸文化
浮世絵にみる広告・宣伝

国際浮世絵学会常任理事
藤澤 茜

5/11～7/6
土曜日 全5回 14：00～15：30 20名 12,900円

（別途費用あり）

メークセラピー入門 介護福祉士・介護予防運動指導員
田島 みゆき

6/1～7/6
土曜日 全5回 10：30～12：30 15名 17,000円

（別途費用あり）

区内大学の講座予定をお知らせします。
詳しくは各大学にお問い合わせください。区内大学講座・講演会予定

本紙に掲載されている広告についてのご不明な点は広告主へお問合せください。

春の公開講座のご案内

東洋大学社会貢献センター（エクステンション課）
TEL.03-3945-7635 東洋大　公開講座 検 索

白山キャンパスアクセス

アーティストをサポートするプロフェッショナルたち 8,100円

1,620円

3,240円

1,620円
《福祉社会システム専攻シリーズⅣ》
環境問題･エコライフ･持続可能社会
―江東区元気高齢者による社会活動の事例

「幕末維新の古文書」を読む 金曜全3回

土曜全3回

土曜全2回

土曜全1回

土曜全5回

月曜全1回

4,860円
明智光秀の時代と丹後地方
～NHK大河ドラマ「麒麟がくる」を契機にして～ 1,620円

論語から社会人力を考える

「思いやり」を科学する

10:40～

都営三田線
「白山」駅または
東京メトロ南北線
「本駒込」駅
より徒歩5分

15:00～

15:00～

13:00～

13:00～

13:00～

大学公開講座

学校説明会
第1回  ５月1 1日( 土 )
【内　容】

〒112-8629 東京都文京区大塚 1-5-9　TEL：03-3941-9548（入試広報室）

オープンスクール
６月15日 ( 土 )

学校紹介、校内見学、個別相談 等 【内　容】説明会、体験授業、クラブ見学 等

5/19(日)  Discover 東京私立中学校 合同相談会  ( 東京国際フォーラム )
5/26(日)  ベネッセ進学フェア  ( 東京国際フォーラム )
6/   2(日)  文京区 私立中学高等学校 連合進学相談会  ( 御茶ノ水ソラシティ) 

学　校　説　明　会

会  会場　 内  内容　 対  対象　 定  定員　 申  申込　 〆  締切　 問  問合せ先
申  このページに掲載されている事業の申込先（はがき宛て先）　〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京 学習推進係

５・７・５の韻律で、一緒に自然や生活を詠んでみませんか。
日 	6月15日（土）	13：00〜16：30
会 	スカイホール（文京シビックセンター26階）
内  兼題「五月雨」、席題（当日発表）1句ずつの投句。
 選評は3句ずつの互選を披講し、選者選（特選6句、佳作10句）を表彰。
  ［選者］佐怒賀正美氏・松澤雅世氏

対  文京区内在住・在勤・在学者、区内の句会所属の方
定  80名（抽選）
￥  無料
申  往復はがきに①「俳句大会」②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番号⑥在勤

者は勤務先名・所在地・電話番号、在学者は学校名、区内の句会所属の方は句
会名と、返信用にもあて先を明記し上記へ

 ＊HPからも申込ができます→https://www.b-academy.jp/
〆  5月29日（水）必着

文京区俳句大会	参加者募集

4月号出題分の答え
答え　A 響き

発表は、賞品（おりがみ会館「猫キャラクター名画 マイクロ
ファイバークロス4種セット」）の発表をもってかえさせてい
ただきます。
●次回のクイズは7月号です。

月平均約４万件アクセスされている文京アカデミーのホームページへ、バナー広告を掲載しませんか？ 貴社の広報、 
広告にぜひお役立てください。
掲載単位：1か月から　　料金：月	10,000円　　申込期間：ご希望掲載開始月の2か月前の1〜20日まで
※詳しくは、財団ホームページをご覧ください。https://www.b-academy.jp/banner/

お問合わせ先　公益財団法人文京アカデミー 管理課庶務係　　☎03-5803-1102（平日 ９：００～１７：００）

財団ホームページ	バナー広告募集！！
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日  日時　 会  会場　 内  内容　 対  対象　 定  定員　 ￥  費用　 申  申込　 〆  締切　 問  問合せ先　 休  休館（園）日

文京ミューズネット　スケジュール　5月のイベント日程・休館（園）日
■文京ミューズネットとは…文京区内の歴史・文化遺産に身近に触れる機会と場をより多くの方々に提供するとともに、文化の発信と文化創造を推進するため、平成18年10月に区内の美術館、博物館、庭園等により結成されました。

◆春の開園時間延長
　4/27（土）～5/6（月・休）まで開園時間を通常より
　1時間延長します。　最終入園 17：30、閉園 18：00
◆春のわくわく体験　5/3（金・祝）～5/6（月・休）
　「こどもの日」を中心に大人もお子様も楽しめるイベントを開催。
◆旧岩崎邸庭園フラワーショー2019　5/10（金）～5/13（月）

会  台東区池之端1-3-45

問  03-3823-8340

休  なし 
開園時間：9：00～17：00 
（入園は16：30まで）

旧岩崎邸庭園

◆通常開園
　※開花状況等は、当園Webサイトを
　　ご覧ください

会  文京区白山3-7-1

問  03-3814-0138

休  月（祝日は開園、翌平日休） 
開園時間：9：00～16：30 
（入園は16：00まで）

東京大学大学院理学系研究科
附属植物園（小石川植物園）

◆インドの叡智展
　開催中（～5/19（日）まで）
◆漢字展 －4000年の旅
　5/29（水）～9/23（月・祝）

会  文京区本駒込2-28-21

問  03-3942-0280

休  火、5/20～5/28 
開館時間：10：00～19：00 
（入館は18：30迄）

東洋文庫ミュージアム	

◆資料整理のため休館
　（6/24（月）まで）

会  文京区目白台2-8-1

問  

休  4/28～6/24

日本女子大学成瀬記念館

◆常設展示：鳩山一郎元総理大臣、薫夫人、
　威一郎元外務大臣、由紀夫、邦夫など、
　鳩山家4代の足跡と記念品・愛蔵品などを
　4つの記念室に分けて展示
※バラは5月中旬から6月中旬までが見頃です。

会  文京区音羽1-7-1

問  03-5976-2800

休  月（祝日は開館,翌日休館） 
開館時間：10：00～16：00 
（入館は15：30まで） 

鳩山会館

◆本展示場：総合展　開催中
　※5/5こどもの日は入場無料
◆P&Pギャラリー：「グラフィックトライアル20１9 -Exciting-」展
　開催中（～7/15（月・祝）まで）

印刷博物館 会  文京区水道1-3-3 

問  03-5840-2300

休  月（5/6は開館）、5/7 
開館時間：10：00～18：00 
（入館は17：30まで）

文京区の催し
スポーツ振興課 スポーツ振興係
K03-5803-1308

アカデミー推進課 文化事業係
K03-5803-1120

（平日 8：30〜17：15）

スポーツ振興課　スポーツ振興係アカデミー推進課　文化事業係

シビックセンター地下１階壁面を利用した展示スペース「アー
トウォール・シビック」での特別展示です。
日 	開催中（5月30日（木）まで）
会 	文京シビックセンター地下１階吹きぬけ周囲
内  橘夏海氏による擬人化したゾウの少年と彼を取り巻く

人々の情景を創造豊かにイラストタッチで描かれた水彩
画展です。

￥  無料

アートウォール・シビック
「なが〜い	ながいぞ展」開催中

「ゾウフィ・ブレイク」

区民の皆さまを五雲会にご招待します。若さあふれる力強い舞台をお楽しみください。

宝生会	能楽公演	ご招待
日  内  

会 	宝生能楽堂（文京区本郷1-5-9）
対  小学生以上の文京区内在住・在勤・在学者
定  各回２５名（抽選）
￥  無料
申  往復はがきに「能楽招待」・希望日・鑑賞者全員（２人まで）の住

所・氏名（ふりがな）・電話番号（在勤・在学者は勤務先・学校名
も）と返信用にもあて先を明記し下記へ

 〒112-8555（住所不要）  
文京区アカデミー推進課文化事業係

 当落の通知は6月中旬発送予定
〆  5月31日（金）必着

公演日時 会　名 演　　目
7月20日（土）	12:00開演 五

ご
雲
うん

会
かい 氷室、藤、来殿

9月14日（土）	12:00開演 五
ご

雲
うん

会
かい 通小町、玉葛、紅葉狩

玉葛

いよいよ本年 9 月、ラグビーワールドカップが日本で開催されます！ そこで、開幕前に
「BUNKYO RUGBY DAY」でラグビーを体験しましょう。

日 	6月9日（日）	10：00〜17：00
会 	スポーツセンター及び教育の森公園自由広場（文京区大塚3-29）
内  ⑴自由体験（表のとおり）
対  どなたでも

コンテンツ 時間（予定） 会場
オープニングイベント 10:00～10:15

教育の森公園自由広場
ラグビー観戦ポイント解説 10:15～10:45

14:15～14:45
タックルマシーン

10:45～17:00ジャンピングトライ
ラインアウト・スクラム
ラグビーボールスロー スポーツセンター

※荒天の場合は会場の変更、イベント中止の可能性あり。
⑵事前申込
　ストリートラグビー体験
　第1部11：00～12：00
　第2部13：00～14：00
　第3部15：00～16：00
　（参加する部は、当選通知にて決定）
会 	スポーツセンター
対  区内在住・在学・在勤の方（2人1組）
師  一般社団法人STREET RUGBY ALLIANCE
定  各部10組20名（抽選）　 ¥  無料
申  区ホームページ・携 帯 電 話 用 区ホームページの「 電 子 申 請 」又は往 復はがきに

「BUNKYO RUGBY DAYストリートラグビー体験」・参加者の住所（区内在学・在勤の
方は学校名、勤務先も）・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢または学年
と返信用にもあて先を明記し下記へ（5月10日（金）から申込開始）

〆  5月23日（木）必着
問  〒112-8555 文京区スポーツ振興課スポーツ振興係
 TEL 03-5803-1308

BUNKYO	RUGBY	DAY

日 	6月2日（日）	9：00（予備日：9日（日））
会 	竹早テニスコート（文京区小石川5-9-1）
内  男子の部：高校生・一般・壮年（40歳以上）
 女子の部：高校生・一般・壮年（40歳以上）
 シニアの部：55歳以上（浮動ペア方式、単独申込可）
 試合方法：トーナメント又はリーグ戦（参加者数による）
対  高校生以上の文京区内在住・在勤・在学者（学連ソフトテニス登録者を除く）または、文京

区ソフトテニス連盟、社会教育関係団体登録クラブの登録者（当日、在住・在勤・在学を
証明できるものを持参）

￥  1組1,000円、シニアの部1名500円（大会当日納入）
申  問  所定の申込用紙をＦＡＸまたはメールにより、文京区ソフトテニス連盟・稲垣へ
 FAX 03-5976-3264　メール inagaki-yukio@hb.tpa.jp
 ▶申込用紙配布場所：竹早テニスコート
〆  5月24日（金）

区民ソフトテニス大会

日 	6月16日（日）	9：00〜
会 	東京乗馬倶楽部（渋谷区代々木神園町4-8）
内  ①A2課目　②A3課目
対  日馬連騎乗者資格B級以上で18～59歳の区内在

住・在勤・在学者
￥  1エントリー9,000円（参加料、貸馬料）
申  問  電話又はFAXに住所・氏名・年齢・電話番号・出場種目・所有資格・加入傷害保険を明

　  記し、文京区馬術連盟・池田　TEL 045-682-4112　FAX 045-682-4111へ
〆  5月28日（火）必着
※正装で参加すること　※貸与馬競技（頭数の制限あり。）
※傷害保険には各自必ず加入。　※騎乗馬決定後のキャンセルは、参加料全額負担。

区民馬術大会

キャスト（オーディションにより選考）
募集キャスト　 カルメン、ドン・ホセ、ミカエラ、エスカミーリョ、

スニガ、モラレス、ダンカイロ、フラスキータ、
メルセデス、レメンダード

講習　・7月29日（月）18:30～の開講式
 ・7月31日（水）～11月（週1回）水曜日18:30～ 

　21:00
  ・12月以降（週2回）水曜日18：10～21：00、土曜日
 　または日曜日14:10～17:00、18:10～21:00
 ※ 舞台稽古・公演含む全37回程度（予定）
 ※ 曜日・時間は一部変更の可能性あり
対  15歳以上（中学生を除く。プロ・アマ不問、区外在住の

方も可）
￥  キャスト： 講習料免除 

アンダースタディ：34,000円
 ※ 保険料は別途実費負担
指導　コレペティトール／江澤隆行、蒲谷昌子、竹之内純子
オーディション（オーディションは参加無料）
日  5月31日（金）11：00～17：00（予定）
会  文京シビックホール 大ホール
※ チケットノルマはありません。
※ オーディション課題曲については、応募用紙をご覧くだ

さい。
※ キャストに選出された場合、講習料は免除いたします。別

途交通費支給あり
※ 審査の結果、他の役（アンダー含む）を提示することがあ

ります。
〆  5月10日（金）消印有効

2020年2月の公演に向けて講習に参加するキャスト・合唱団員を大募集！
区民参加オペラCITTADINO歌劇団　第20期講習生募集

合　唱
募集パート　 ソプラノ40名、 メゾソプラノ・アルト30名 

テノール15名、 バリトン・バス15名
講習　・7月29日（月）18:30～の開講式
 ・8月～11月（週1回）土曜日または日曜日18:10～21:00
 ・12月以降（週2回）水曜日と、土曜日または日曜日 

　18:10～21:00
 ※舞台稽古・公演含む全36回程度（予定）
 ※曜日・時間は一部変更の可能性あり
対  15歳以上（中学生を除く。プロ・アマ不問、楽譜が読め

る方。区外在住の方も可）
￥  30,000円／学生（25歳以下）15,000円
 ※ 保険料、楽譜代は別途実費負担
指導　 合唱指揮／佐藤洋人 ほか
〆  5月31日（金）消印有効 

※チケットノルマはありません。
 ※ 応募人数が定員を超えた場合は、応募者（第一希望

パート）の中から文京区在住・在勤・在学者を優先し
た上で、抽選となります。

問  シビックホール ホール事業係 03-5803-1103（平日9：00～17：00）

応募方法
申  指定の応募用紙に写真を貼付し、82円切手1枚

（キャストは62円はがき1枚も必要）を同封のうえ
郵送または持参

※応募用紙配布：文京アカデミー、地域アカデミー、区内
施設　＊HPからもダウンロードができます→ https://
www.b-academy.jp/hall/
※写真はスナップ可　※応募書類は返却いたしません。
※ その他詳細は応募用紙をご覧ください。

●  CITTADINO 歌劇団のプロフィール
CITTADINO（チッタディーノ）とは、イタリア語で「市民」という意
味。2000 年度より区民参加オペラとしてキャストと合唱団を広く公募
し、「アイーダ」「トゥーランドット」「椿姫」等を上演。2019 年度は第
20 期生となり、受講生は 7 月から 2020 年 2 月の公演に向けてレッ
スンをします。 CITTADINO歌劇団第19期生公演「椿姫」より

CITTADINO歌劇団第20期生公演　ビゼー作曲／歌劇「カルメン」（原語上演・字幕付）

 2020年2月16日（日） 14：00開演
 文京シビックホール 大ホール
 平野 桂子　 　　   直井 研二

日　時
会　場
指　揮 演　出

©三浦 彩

電子申請はこちらから



文京アカデミー　　　　6 令和元年5月号（通巻第221号）

令和元年5・6月上旬（4月20日現在）
主催者から掲載依頼のあったイベントをご案内しています。

文京シビックホール スケジュール
5
月

18
（土）

小 中安千晶ソプラノコンサート	
〜美しい五月に寄せて〜
14：15開場　14：30～16：30
全席自由/3,000円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（10：00～21：00）

19
（日）

シビックセンター休館日
※詳細は下記をご覧ください。

23
（木）

小 ゆきの華眞珠会	第40回		
ピアノの集い
18：00開場　18：30～20：20
全席自由/2,000円
問  ゆきの華眞珠会（上田幸子） 

046-835-4682（平日 9：00～17：00）

24
（金）

大 明治学院大学管弦楽団	
第93回定期演奏会
18：15開場　19：00～21：00
全席自由/700円
問  明治学院大学管弦楽団 

080-9386-8379（8：00～22：00）

小 特別公開講座	
「落

らく
魄
はく
の旗本・大

おお
谷
や
木
ぎ
醇
じゅん
堂
どう
が語る、

江戸の真実」
13：30開場　14：00～16：00
全席自由/入場無料　※事前申込制
問  アカデミー文京 学習推進係 

03-5803-1119（平日 9：00～17：00）

25
（土）

大 藤田麻衣子	
オーケストラコンサート2019
16：30開場　17：30～19：45
全席指定/S席12,800円　Ａ席9,800円
問  スーパーキャスト 

03-5573-2299（平日 10：00～19：00）

26
（日）

大Ｓoul	Sonority	第17回定期演奏会
13：30開場　14：00～16：00
全席自由/入場無料
問  Ｓoul Sonority 

080-1183-9741（平日 9：00～17：00）

小 小さなコンサート	−ピアノの発表会−
14：45開場　15：00～16：30（予定）
全席自由/入場無料
問  リトルコンサート事務局 

03-6801-8178（平日 10：00～18：00）

29
（水）

小 映画「天地悠々」上映と金子兜太さん
を語る会（ゲスト：細谷亮太氏）
13：30開場　14：00～16：30
全席自由/前売1,800円　当日2,000円
問  ㈱ピクチャーズネットワーク 

03-5215-2488

30
（木）

小 邦友会本部第４回演奏会
18：00開場　18：30～21：00
全席自由/1,000円
問  東邦音楽大学 卒業生情報センター内 邦友会 

03-3946-9674（月・水・金 10：00～16：00）

6
月

1
（土）

大 YES!!	WE	DANCE2019
16：30開場　17：30～19：30
一部指定/ S指定席3,500円
  A自由席2,500円
問  Ｈ&Ｔ Dance Company 

03-6884-2088（平日 10:00～17:00）

小《響きの森きっずプログラム》	
音楽の絵本〜JIVE〜
10：30開場　11：00～12：30
14：30開場　15：00～16：30
　 完売御礼
問  シビックホールホール事業係 

03-5803-1103（平日 9：00～17：00）

2
（日）

大 文京区民オーケストラ	
第30回定期演奏会
13：30開場　14：00～16：00
全席自由/1,000円
問  文京区民オーケストラ 

090-9804-0980

小レゾナンス	室内楽コンサート
13：00開場　13：30～16：15
全席自由/入場無料
問  レゾナンス 

03-3816-0258（平日のみ）

3
（月）

小 伊藤政則の『遺言』Vol.14
18：30開場　19：00～20：30
全席指定/2,000円
問  ウドー音楽事務所 

03-3402-5999（平日 11：00～19：00）

5
（水）

大 2019	親鸞聖人につどう同朋大会
12：00開場　13：00～15：50
全席自由/1,000円
問  真宗大谷派　東京教務所 

03-5393-0810（9：00～17：30）

小 マタニティひろば	ハロー赤ちゃん！
12：40開場　13：00～15：30
全席自由/入場無料　※事前申込制
問  公益財団法人母子衛生研究会 

03-4334-1155（平日 9：30～17：00）

7
（金）
～
9

（日）

小 現代劇センター真夏座	第138回公演	
命を弄ぶ男ふたり/ともだち
7日　18：30開場　19：00～21：00
8日　12：30開場　13：00～15：00
　16：30開場　17：00～19：00

9日　13：30開場　14：00～16：00
全席指定/3,800円
問  現代劇センター真夏座 

03-3816-4029（月・土・日 13：00～18：00）

8
（土）
～
9

（日）

大 牧阿佐美バレヱ団「リーズの結婚〜
ラ・フィーユ・マル・ガルデ〜」
8日　14：15開場　15：00～17：00
9日　13：45開場　14：30～16：30
全席指定/ S席10,800円　A席8,000円
  B席5,000円
  S席ペア20,000円
  A席ペア15,000円
  B席ペア9,500円（ペア席は2階席のみ）
※当日券がある場合のみ、学生割引あり
問  牧阿佐美バレヱ団公演事務局 

03-3360-8251（平日 10：00～18：00）

10
（月）

小 ボワラクテ定期演奏会	
モーツァルトピアノソナタの夕べ
18：00開場　18：30～20：30（予定）
全席自由/3,000円
問  ピアノ研究グループ ボワ・ラクテ（熊沢彩子） 

080-3553-0385

5
月

5
（日）

大 豊島区吹奏楽団	
第43回定期演奏会
13：00開場　14：00～16：00
全席指定/ 前売　一般1,000円
  　　　中学生以下500円
  当日　一般1,200円
  　　　中学生以下700円
問  豊島区吹奏楽団事務局（村川） 

090-5508-7444（平日 10：00～18：00）

小 及川音楽事務所16周年記念	
ガラコンサート
16：20開場　16：30～20：30
全席自由/2,500円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（10：00～21：00）

6
（月）

小 オペラ蝶々夫人〜お話しと演奏で	
綴る蝶々夫人と竹久夢二の謎
14：20開場　14：40～16：30
全席自由/一般2,000円　高校生以下600円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（10：00～21：00）

8
（水）

大 フジコ・ヘミング	with		
ＮＨＫ交響楽団メンバー
18：00開場　18：30～20：30
全席指定/ S席9,500円　Ａ席8,500円
  B席7,000円
問  サンライズプロモーション東京 

0570-00-3337（10：00～18：00）

小 第９回	文京春日亭	
桃月庵白酒独演会Ⅳ
18：30開場　19：00～21：20
全席指定/3,500円
問  サンケイリビング新聞社　産経新聞社 

03-5216-9235（平日 10：00～17：00）

10
（金）

小 フレッシュ名曲キャンペーン	
ランチタイムコンサート
11：40開場　12：10～12：50
全席自由/入場無料（先着順）
問  ホール事業係 

03-5803-1103（平日 9：00～17：00）

12
（日）

大 第1675回トヨタコミュニティコンサート	in	東京	
俊友会管弦楽団特別公演	
牧阿佐美バレヱ団	
「ロメオとジュリエット」

13：00開場　14：00～16：30
全席指定/ S席5,000円 残席僅少
  A席3,000円
問  俊友会管弦楽団事務局（株式会社シーケーシー） 

0120-6721-99（平日 10：00～18：00）

13
（月）

大ＴＯＲＣＨ2019　ＢＲＩDGE	
〜光を掲げて共に！〜
17：00開場　18：00～20：30
全席自由/入場無料
問  ＴＯＲＣＨ実行委員会 

03-3843-3130（平日 10：00～16：00）

14
（火）

小 童謡唱歌を斉唱し	
心身のリラックスを図る
13：30開場　14：00～16：00
全席自由/会員1,000円　一般1,200円
問  歌の街・文京童謡の会 

03-3944-8633

15
（水）

小 ＭｅＷＣＡシンポジウム2019
12：30開場　13：00～18：00
全席自由／入場無料　※事前申込制
問  ＮＰＯ法人医療福祉クラウド協会 

03-3814-3431（平日 9：00～18：00）

17
（金）

小 わが青春に悔いはなし、	
懐かしきその一頁
17：30開場　18：00～21：00
全席指定/ 前売一般6,500円
  　　文京区在住5,500円
  当日7,000円
問  ㈱スポーツパル・インターナショナル 

090-3590-3863

18
（土）

大 フレッシュ名曲コンサート	
響きの森クラシック・シリーズVol.68
14：30開場　15：00～17：00
全席指定/ S席4,000円 完　売
  A席3,000円 残席僅少
  B席2,500円 残席僅少
問  シビックチケット 

03-5803-1111（10：00～19：00）

問  問合せ先　大  大ホール　小  小ホール
※黄色い表示は公益財団法人文京アカデミー主催・共催・後援のイベントです。　※掲載のイベントは変更・中止となる場合があります。

本紙に掲載されている広告についてのご不明な点は広告主へお問合せください。

1551-6014 関口

150

7面を
ご覧くだ

さい

7面を
ご覧くだ

さい

7面を
ご覧くだ

さい

7面を
ご覧くだ

さい

発 　 行 　 日　毎月5日
発 行 部 数　100,000部

※区内全域の朝日・毎日・読売・日経・東京・産経の6紙朝刊に
90,000部を折込み

※当財団および区の関係施設、区内一部地下鉄駅、区内大学、
美術館、博物館等にて配布

広 告 料 金
　1面…43,800円　中面…29,200円　8面…37,800円
　※1枠6cm×6cm、消費税込
　※詳しくは、財団ホームページをご覧ください。
　　https://www.b-academy.jp/
お問合わせ先
公益財団法人文京アカデミー 学習推進係
☎03-5803-1119 （平日 9:00～17:00）

広告募集
幅広い世代に読まれています！スクエア

5月19日（日）
電気設備の法定点検による全館停電のため、
シビックセンターの全施設が休館します。
※地域アカデミー（湯島・音羽・千石・茗台・向上）は通常通り
　営業します。

シビックセンター休館のお知らせ

バ
ッ
ク
ス
テ
ー
ジ
ツ
ア
ー

　

８
月
５
日（
月
） 

開
催
決
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！

※
詳
細
は
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に
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！



完売御礼
※ 当日券の販売は 
ございません

7令和元年5月号（通巻第221号）

日  日時　会  会場　内  内容　師  講師　出  出演　対  対象　定  定員　曲  曲目　￥  費用　申  申込　〆  締切　問  問合せ先

好 評 発 売 中 ！！ チケット購入方法については8面上段をご参照ください。

文京アカデミー　　　　

チケットのお求め お問合せ
シビックチケット予約専用電話
K03-5803-1111

シビックホール ホール事業係
K03-5803-1103

（10：00〜19:00 土・日・祝休日も受付、ただし、5/19（日）は休業） （平日 9：00〜17:00）

文京アカデミーの催し
（コンサート等、イベント関連）

第270回シビックコンサート

　 5月22日（水）12：15～12：45
　 区民ひろば（文京シビックセンター地下２階）
　 東邦音楽大学大学院 声楽専攻生
　 無料（直接会場へお越しください。）

日
会
出
￥

入場
無料！！

声楽コンサート

東京2020応援プログラム

●�第1675回トヨタコミュニティコンサート�in�東京��
俊友会管弦楽団特別公演 牧阿佐美バレヱ団�「ロメオとジュリエット」
日 5月12日（日）14：00開演　会 大ホール
￥ �S席�5,000円　　　A席�3,000円�
チケット発売 シ�メ�ぴ�e+�L �キ�C　Pコード：134-254　Lコード：36677

問 �俊友会管弦楽団事務局（シーケーシー） 0120-6721-99（平日10：00〜18：00）
●�ミュージック・ワークショップ・フェスタ〈夏〉�
〜0歳から大人まで〜�見つけよう、音楽で広がる新しい世界
日 7月18日（木）〜21日（日）　会 小ホール　多目的室　レクリエーションホール
内 https://www.t-bunka.jp/よりご確認ください。
対 6か月〜大人（ワークショップにより異なります）
￥ �540円　※未就学児向けワークショップでは同伴者（中学生以上）もチケッ
トをお求めください。�
チケット発売 �東京文化会館チケットサービス�03-5685-0650（10：00〜18：00）�

シビックチケット�03-5803-1111（10：00〜19：00）
問 �東京文化会館�事業係�03-3828-2111（代表）�
www.t-bunka.jp� �@tbunka_official

主催：東京都／�東京文化会館・アーツカウンシル東京�
（公益財団法人東京都歴史文化財団）

残席僅少

★チケット発売中の公演

お昼のひとときを美しい歌声とともに
お過ごしください。

【募集！】6月8日（土）に、チケット購入者対象の下記２つのイベントあり。詳しくは文京シビッ
クホールHPをご覧ください。→https://www.b-academy.jp/hall/
■「公演前の鑑賞教室」〈①中学生以上対象〉〈②4歳以上小学生までの親子対象〉
■「バックステージツアー」

日本では、牧阿佐美バレヱ団
のみ上演の英国ロイヤル・バ
レエ団の名作。
本物のポニーの登場や着ぐ
るみのニワトリたちのダンス
など、楽しい演出がいっぱい！

6/8（土） 15：00開演・9（日） 14：30開演大ホール

牧阿佐美バレヱ団
「リーズの結婚 〜ラ・フィーユ・マル・ガルデ〜」

キャスト  リーズ／青山季可（8日）、中川 郁（9日）、コーラス／清瀧千晴（8日）、菊地 研（9日）
  アラン／細野 生（8日）、山本達史（9日）、シモーヌ／保坂アントン慶（両日）
指　揮  ウォルフガング・ハインツ　 演　奏  東京オーケストラMIRAI
全席指定  S席 10,800円　A席 8,000円　B席 5,000円
  S席ペア 20,000円　A席ペア 15,000円　B席ペア 9,500円
  ※ペア席は2階席のみ ※F席3,000円を5/9㈭より 牧  にて発売　※当日券があ

る場合学生割引あり（A席4,000円・B席3,000円）　※4歳未満入場不可
Pコード  492-002
お問合せ  牧阿佐美バレヱ団公演事務局　03-3360-8251（平日10:00～18:00）　http://ambt.jp

6/15（土）  17：30開演大ホール シ メ ぴ
e+ L

シエナ・ウインド・オーケストラ
第48回定期演奏会

指　揮  原田慶太楼　
吹奏楽  シエナ･ウインド･オーケストラ
曲　目  シエナ委嘱作品8曲の世界初演 

〈委嘱作曲家〉 
P.スパーク 
J.デ・メイ 
J.ヴァン・デル・ロースト 
O.ヴェースピ 
福田洋介 
中橋愛生 
清水大輔 
挾間美帆

全席指定  S席 6,000円　A席 5,000円　B席 4,000円　C席 3,000円
  ※ 学生はB・C席各500円引（取扱いはシエナ事務局のみ）
Pコード  141-353　 Lコード  33167
お問合せ  シエナ・ウインド・オーケストラ事務局 03-3357-4870（平日10:00～18:00）

前代未聞！ 大胆不敵ともいうべき画
期的企画。なんと、そうそうたる顔ぶ
れの国内外の人気作曲家たち8名に
委嘱したすべて新曲、全8曲の世界初
演！
昨年の初タッグですばらしいマッチン
グをみせた原田慶太楼を指揮に迎え
てシエナが満を持して臨む、新しい作
品が次々と生まれる歴史的瞬間にぜ
ひお立会いください。

シ メ ぴ カ 
e+ 牧 楽

8/24（土）・25（日）  11：00開演

6/1（土）  ①11：00開演
②15：00開演小ホール

小ホール

響きの森 きっずプログラム

今年の音楽劇は「みにくいアヒルの子」！
毎年人気の指揮者体験コーナーにもチャレンジしてね♪

※ ３歳以上はチケットが
必要です。（３歳未満は、
膝上鑑賞に限り無料）

指　揮  松村秀明　 ソプラノ  赤星啓子　 バリトン  晴 雅彦
管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団のメンバーによるミニオーケストラ
内　容  目指せ！ 世界のマエストロ！（指揮者体験コーナー） 

音楽劇「みにくいアヒルの子」　ほか
全席指定  3,000円　 Pコード  144-392

東京フィル・親子で楽しむ
“はじめてのオーケストラ”

推奨年齢
５歳～

シ メ 
ぴ e+

松村秀明 赤星啓子 晴 雅彦 音楽劇「みにくいアヒルの子」より

文化庁文化芸術振興費補助金
劇場・音楽堂等機能強化推進事業
独立行政法人日本芸術文化振興会

10/24（木）  19：00開演 11/5（火）  19：00開演 11/23（土・祝）  15：00開演大ホール 大ホール 大ホールシ メ 
ぴ e+

シ メ 
ぴ e+

シ  メ  
ぴ  e+

指　揮  セミヨン・ビシュコフ　ヴァイオリン  樫本大進（＊）　
管弦楽  チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
曲　目  チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲(＊) 

ドヴォルザーク／交響曲第9番「新世界より」　ほか
全席指定  プレミアムシート 17,000円（公演プログラム付）　S席 14,000円
  A席 12,000円　B席 10,000円　C席 8,000円　　　　D席 6,000円
Pコード  138-930　※学生割引あり（Ｓ～Ｂ席各５０％引）、シビックチケットでのみ受付

完　売 完　売

指　揮  ケント・ナガノ　 ピアノ  辻井伸行（＊）　
管弦楽  ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団
曲　目  イェルク・ヴィトマン／コン・ブリオ、ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第5番「皇帝」(＊)

ブラームス／交響曲第1番
全席指定  SS席 17,000円　　　S席 14,000円　A席 12,000円
  B席 10,000円　　　C席 8,000円　　　　D席 6,000円
Pコード  138-933　※ 学生割引あり（Ｓ・A席各５０％引）、シビックチケットでのみ受付

残席僅少

完　売 完　売 完　売

指揮・サクソフォン  須川展也
ギター  渡辺香津美
吹奏楽  シエナ・ウインド・オーケストラ　 編　曲  三浦秀秋
曲　目  水曜日の夜、 ライムライト、 慕情、エデンの東、 センチメンタル・ジャーニー 

酒とバラの日々、 ロシアより愛をこめて 
トーキョー・ラプソディ2020（文京シビックホール20周年記念委嘱作品）　ほか

全席指定  S席 5,000円　A席 4,000円　B席 3,000円
Pコード  138-935　※学生割引あり（Ｓ席・A席各５０％引）、シビックチケットでのみ受付

セミヨン・ビシュコフ指揮
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

FUJITEC presents ケント・ナガノ指揮
ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団

ピアノ：辻井伸行世界最高峰のオーケストラの一つ「チェコ・フィル」。
絶大な人気・実力を誇るソリスト樫本大進とともに文京シビックホール初登場！

シビックホールとシエナが贈る、
極上のエンターテインメント第2弾！
今回はサックス界の重鎮、須川展也と、
トップ・ジャズギタリスト、渡辺香津美
を迎え、往年のヒット・ナンバーをたっ
ぷりとお届けします！

上記公演から2公演を同時に購入すると 15％OFF、 3公演を同時に購入すると 20％OFF

※ セレクトチケット割引は2公演以上を同時購入した場合のみ適用となります。
定価で購入したチケットを、セレクトチケットに変更することはできません。
※ 3公演とも学割料金を設定しておりますので、学生の方は学生割引をご利
用ください。セレクトチケット割引と学生割引の併用はできません。

販売期間 10月23日（水） 19：00まで

セミヨン・ビシュコフ 樫本大進
©Sheila_Rock ©Keita Osada

有数の著名オーケストラ、
歌劇場で活躍する名指揮
者ケント・ナガノと、300年
以上の歴史を誇る歌劇場
を拠点とする名門オーケス
トラ、ハンブルク・フィルハー
モニー管弦楽曲が来日。ソ
リストに、情熱的な演奏で
聴衆を魅了する辻井伸行
を迎え、ベートーヴェンとブ
ラームスの名曲プログラム
を披露します。 ケント・ナガノ

©Benjamin Ealovega

辻井伸行
©Yuji Hori

文京シビックホール20周年記念特別企画

「3公演セレクトチケット〈第1弾〉」発売中！

シビックチケット 03-5803-1111のみで取扱い
 （電話予約／窓口）

購入方法

BUNKYO SIENA POPS 2019
わが青春のポピュラーミュージック！ Part.2

3公演
セレクトチケット
対象公演

3公演
セレクトチケット
対象公演

3公演
セレクトチケット
対象公演

須川展也 渡辺香津美

©Yosuke Komatsu

10/24 「チェコ・フィルハーモニー管弦楽団」
11/5 「ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団」
11/23 「BUNKYO SIENA POPS 2019」 （ ）※ 対象席種はS、A、B席のみ。

公演ごとにS、A、B席をお
選びいただけます

対象公演

音楽の絵本～JIVE～

計3枚 22,000円 ➡ 2公演同時購入で18,700円  15％OFF

組み合わせ・買い方は自由自在！Point

（購入例）

チェコ・フィルS席 14,000円×1枚  ＋  SIENA POPS A席4,000円×2枚

チェコ･フィルは
S席を一人で

SIENA POPSは
A席を二人で

アーティスト･インタビューや 
オススメ公演の紹介など随時更新中 ！

レアな動画やインタビューなど貴重な情報が盛りだくさん ！

響きの森プレミアム・コンテンツ

9/14（土）  15：00開演大ホール シ メ 
ぴ

指　揮  アンドレア・バッティストーニ　 ピアノ  清水和音(＊)　
管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団
曲　目  ヴェルディ／歌劇『運命の力』序曲、 ショパン／ピアノ協奏曲第1番(＊)
  ムソルグスキー（ラヴェル編）／組曲「展覧会の絵」
全席指定   S席 5,000円  A席 4,000円  B席 3,000円
Pコード  144-535

名演必至！  「バッティストーニ× 清水和音」
Vol.69

アンドレア・バッティストーニ 清水和音
©Takafumi Ueno ©Mana Miki

5/18（土）  15：00開演大ホール シ メ 
ぴ

大友直人が贈る、珠玉のロシアプログラム
指　揮  大友直人　 ピアノ  鈴木隆太郎（＊）
管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団
曲　目  ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番(＊)
  リムスキー＝コルサコフ／交響組曲「シェエラザード」
全席指定   S席 4,000円
  A席 3,000円 　　　 B席 2,500円
Pコード  136-908

完　売

予定枚数終了 完　売

大友直人
©Rowland Kirishima

鈴木隆太郎

ランチタイムのひとときに「響きの森クラシック・シリーズVol.68」に出演する鈴木隆太郎の
演奏を、ゆったりとお楽しみください。
ピアノ  鈴木隆太郎
曲　目    プーランク／間奏曲 第3番　ショパン／ピアノ・ソナタ第3番　ほか
共同主催： 公益財団法人東京都歴史文化財団（東京文化会館）
企画協力： 東京オーケストラ事業協同組合
※ 直接会場へお越しください。　※ 先着順のため、満席になり次第、入場をお断りさせていただきます。
お問合せ  シビックホール ホール事業係 03-5803-1103 （平日9:00～17:00）

ランチタイムコンサートフレッシュ名曲
キャンペーン

5/10（金）  12：10開演（11：40開場）小ホール 入場無料
全席自由

Vol.68

フレッシュ名曲コンサート

古典落語の名手、柳家さん喬が
文京シビック寄席に再び！

出　演  柳家さん喬　ほか
全席指定  3,500円
Pコード  492-048

9/6（金） 19：00開演小ホール シ メ 
ぴ

文京シビック寄席

柳家さん喬 独演会

©山田雅子

シエナ・ウインド・オーケストラ
Photo by Hikaru.☆
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間 も な く 発 売！！＆ 好 評 発 売 中！！

文京アカデミー　　　　

●発売初日のチケット購入は、１公演４枚まで、お席は選べません。シビックホールメンバーズ購入（携帯電話申込以外）は、お席を選べます。（一部、お席を選べない公演があります。）　
●引き換え期限は予約日を入れて４日間となります。　●お買い上げいただいたチケットのキャンセル及び変更はできません。
●都合により出演者、演目等が変更されることがあります。　●チケットは本紙発行時に完売している場合があります。　●未就学児の入場はご遠慮ください。（一部公演を除く）

チケットのお求めは

ご注意

インターネット限定の会員制度
シビックホールメンバーズ会員募集中!!

https://www.b-academy.jp/hall/
● PC・スマートフォン・携帯電話共通
● ページ内の「シビックホールメンバーズ」エリアをクリック
一般発売日よりも早い先行発売日あり!（一部公演を除く）
お問合せ：ホール事業係 ☎︎03-5803-1103（平日 9：00～17：00）

ぴ 電子チケットぴあ ☎︎0570-02-9999 http://t.pia.jp/
e+ イープラス http://eplus.jp/
L  ローソンチケット ☎︎0570-000-407
牧 牧阿佐美バレヱ団オフィシャルチケット http://ambt.jp
楽 楽天チケット http://r-t.jp/ambt
カ カンフェティ ☎︎0120-240-540(平日10:00～18:00)  
  http://confetti-web.com/
キ キョードー東京 ☎︎0570-550-799
C  CNプレイガイド ☎︎0570-08-9999
サ サンライズプロモーション東京 ☎︎0570-00-3337(10:00～18:00)  
  http://sunrisetokyo.com

電話予約のみ・１日限定
t03-5803-1111

※区民先行予約当日に限り、シビックチケットで電話予約のみの受付です。
※区民先行予約ができる方は、区内在住、在勤、在学の方です。
※区民先行予約時の予約枚数には限りがあります。また、お席は選べません。
※一部、区民先行予約を実施しない公演があります。

区民
先行予約 

シビックチケット予約専用電話 シビックホールメンバーズ
入会金・会費

は無料!!

本紙に掲載されている広告についてのご不明な点は広告主へお問合せください。

シ メ

補聴器

� t03-5803-1111
受付：10：00～19：00 土・日・祝休日も受付
 （ただし5/19（日）は休業）

シ 区民先行
5/26(日)　　　
電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
5/27(月)　　　
　　 〜28(火) 
チケット発売
シ  メ  ぴ
6/2（日）

Pコード 148-962
e+

6/3（月）

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

10：00～

シ 区民先行
6/15(土)　　　
電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
6/16(日)　　　
　　　〜17(月) 

チケット発売
シ  メ  ぴ

6/23（日）

Pコード 136-567
e+

6/24（月）

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

10：00～
フルート  上野星矢　 ハープ  吉野直子
曲　目  フォーレ／シシリエンヌ、 ドビュッシー／美しき夕暮れ、ダマーズ／フルートとハープの

ためのソナタ、ビゼー／歌劇「カルメン」より“セギディーリャ”“間奏曲”“ハバネラ”　ほか
全席指定  Ｓ席 3,000円　A席 2,000円　 Pコード  136-477

チェロ  堤 剛　 ピアノ  仲道郁代
曲　目  ベートーヴェン／モーツァルト「魔笛」“娘か女か”の主題による12の変

奏曲、 チェロソナタ第3番、ブラームス／チェロソナタ第1番
全席指定  Ｓ席 3,000円　A席 2,000円　 Pコード  136-483

バンドネオン  三浦一馬　 ギター  村治奏一　 ピアノ  細川千尋
ヴァイオリン  西江辰郎、ビルマン聡平　 ヴィオラ  須田祥子
チェロ  富岡廉太郎　 コントラバス  黒木岩寿　 パーカッション  石川 智
曲　目  マイヤーズ／カヴァティーナ、ピアソラ／ブエノスアイレスの冬、モーツァルト／

「コシ・ファン・トゥッテ」序曲、ガーシュウィン／ラプソディ・イン・ブルー　ほか
全席指定  Ｓ席 3,000円　A席 2,000円

シリーズ初登場の上野星矢と吉野直子。フルート
とハープのデュオが織り成す、フランス音楽の世
界をどうぞお楽しみください。

チェロ界の巨匠、堤 剛が仲道郁代との共演で夜クラシック・シリーズ初
登場！　日本のクラシック音楽界を牽引する二人の演奏家による極上
のデュオをご堪能ください。

「夜クラシック」史上最多、各ジャンルの第一線で活躍するアーティスト9名に
よる、華やかな競演をお楽しみください。

Vol.21 上野星矢・吉野直子

Vol.22 堤 剛・仲道郁代 Vol.23 三浦一馬・村治奏一・細川千尋 ほか

7/5（金）  19：30開演

9/27（金）  19：30開演 11/8（金）  19：30開演

大ホール

大ホール 大ホール

シ メ 
ぴ e+

シ メ 
ぴ e+

シ メ 
ぴ e+

ヴィオラ/コントラバス/リコーダー/ギター/トランペット/声楽/ピアノ/
クラリネット/サックス/オーボエ/ホルン/ハープ/チェンバロ 他

プレスト音楽教室 検索

音　楽　教　室

アンサンブル発表会10月開催
合奏・合唱レッスン生募集中

♪楽しくアンサンブルを 
みんなでやってみませんか！
弦楽・合唱（初心者OK）・管楽・ジュニア
当教室の受講生でなくてもOKです。

ノ

フルートオーケストラ募集中！
4月にフルートオーケストラが開講しました。
フルートのほか、ピッコロ、アルトフルート、
バスフルート、コントラバスフルート等、
充実した響きのアンサンブルが魅力です。
アンサンブル初心者でも大丈夫です。
フルート初心者の方もご相談ください。
詳しくは電話またはホームページで

レンタルルーム グランドピアノ付16帖 他大小10室

三浦一馬
©Shigeto Imura

村治奏一
©Shigeto Imura

細川千尋
©Ai Ueda

出　演  太鼓芸能集団 鼓童
演　目  大太鼓、屋台囃子　ほか
全席指定  2,500円
※ 5歳から入場可。   
小学3年生までは保護者の方の同伴が必
要です。

ぶんきょう交流公演
文京シビックに

�“鼓童”がやってくる！

9/21（土）  13：30開演小ホール シ メ  
ぴ

観て、聴いて、叩いて楽しむ鼓童の“交
流公演”が今年も小ホールにやってき
ます！
いつもよりグッと近くで鼓童を体感し
よう！

©岡本隆史

チケット発売
シ  メ  ぴ

5/12(日)
Pコード 642-243

10：00～

日  9月21日㈯11:15～12:00（11:00開場）　会  小ホール
出  太鼓芸能集団 鼓童 メンバー
対  「ぶんきょう交流公演」のチケットをご購入の親子
※5歳以上中学生以下のお子様（複数名可）とその保護者1名
※ 応募の際に「ぶんきょう交流公演」の座席番号が必要となりますので、購入後

にご応募ください。
定  15組　※応募者多数の場合は抽選　￥  無料
申  往復はがきに ① 全員の氏名（ふりがな）・年齢　② 郵便番号・住所　③ 電話
番号　④ 「ぶんきょう交流公演」チケットの座席番号（人数分）と返信用にもあ
て先を明記し下記へ
〒112-0003  文京区春日1-16-21　文京シビックホール ホール事業係  

「太鼓ワークショップ」担当
※往復はがき以外での応募は受付いたしません。
※応募は往復はがき1通につき1組のみ。
〆  8月9日㈮必着　※結果は8月下旬頃までに郵送にて通知します。

1人に1台の太鼓をご用意し、鼓童のメンバーが太鼓の楽しさを存分に伝えます！

親子で楽しむ太鼓ワークショップ
本公演チケット購入者限定

同日
開催

※ 本公演をシリーズ年間セット券として販売したため、お席の希望に添いかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

10/20（日）  11：00開演大ホール シ メ
ぴ e+

“音楽の絵本”でおなじみズーラシアンブラスとなかまたちによる
親子のための吹奏楽コンサート！

音楽の絵本～吹奏楽～

曲　目  This Is Halloween、 サウンド・オブ・ミュージック・メドレー 
森のくまさん、スーザに出会った。　ほか

全席指定  Ｓ席 2,500円　A席 1,500円
※ シートクッション貸出あり（身長110cmまで／限定300個）。 
ただし、2階席は傾斜が急になっているため、お貸出はしておりません。

※３歳以上の方はチケットが
必要です。（３歳未満の膝
上鑑賞に限り入場無料）

ズーラシアンブラス ことふえパピヨン

クラリキャット サキソフォックス

10/25（金）  19：00開演小ホール シ メ 
ぴ 

4人のチェロマイスター、再び降臨！

出　演  藤森亮一、藤村俊介、銅銀久弥、桑田 歩
曲　目  バッハ／無伴奏チェロ組曲第3番 より
  クレンゲル／小組曲
  シューマン／チェロ協奏曲
  チャイコフスキー／ アンダンテ・カンタービレ 

「四季」より“舟歌”“松雪草”“秋の歌” 
バレエ音楽「くるみ割り人形」より

全席指定  3,800円

ラ・クァルティーナ in Bunkyo 2019

チケット発売
シ  メ  ぴ
6/8(土)

Pコード 149-116
10：00～

©相田憲克

デュマの「三銃士」をバレエ化。
イケメン剣士達が所狭しと駆け回り、
手に汗握るハラハラ・ドキドキシーン
の連続！

10/5（土） 15：00開演・6（日） 14：30開演大ホール

牧阿佐美バレヱ団
「三銃士」（全幕）

出　演  海外ゲスト招聘予定、 牧阿佐美バレヱ団 
※後日、HP等で発表。

指　揮  ウォルフガング・ハインツ
演　奏  東京オーケストラMIRAI
演出･振付  アンドレ・プロコフスキー
全席指定  S席 11,500円　A席 8,000円　B席 5,000円
  S席ペア 21,500円　A席ペア 15,000円　B席ペア 9,500円
  ※ペア席は2階席のみ 

※F席3,000円を9/5（木）より 牧  にて発売
  ※ 当日券がある場合学生割引あり（A席4,000円・B席

3,000円）
  ※4歳未満のお子様はご入場いただけません。
お問合せ  牧阿佐美バレヱ団公演事務局　03-3360-8251（平日

10:00～18:00）　http://ambt.jp

シ メ ぴ カ 
e+ 牧 楽

シ 区民先行
5/11(土)　　　
電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
5/12 (日)　　　
　 　〜13 (月) 
チケット発売
ぴ  e+ Ｌ  サ
6/16（日）

Pコード 494-292
Lコード 35235

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

上野星矢 吉野直子
©Akira Muto

仲道郁代堤 剛
©鍋島徳恭 ©Kiyotaka Saito

10/15（火）  ①12：00開演  ②16：00開演大ホール シ メ ぴ  
e+ L  サ

出　演  中村勘九郎、中村七之助　ほか
演　目  芸談、松廼羽衣（まつのはごろも）　ほか
全席指定  Ｓ席 9,000円　A席 8,000円　B席 6,500円
お問合せ  サンライズプロモーション東京 

0570-00-3337(10:00～18:00)

脈々と引き継がれる
中村屋の心、
そして兄弟公演の
新境地を
お楽しみください。

中村勘九郎中村七之助

文京シビックホール20周年記念公演

中村勘九郎 中村七之助
錦秋特別公演 2019

参加者募集！

シ 区民先行
5/31(金)　　　
電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
6/1(土)　　　　
　　 　〜2 (日) 
チケット発売

シ メ ぴ カ e+ 牧 楽
6/11（火）

Pコード 494-052

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～
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