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次号の文京アカデミーSQUAREは2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。

着付け教室

介護付有料老人ホーム

4月入学生募集！

2019年11月26日（火）
～2020年3月17日（火）

東京文京
学習センター
東京文京
学習センター

1/12（日)・2/16（日)
入学相談会・大学説明会

16：30

大学説明会

放送大学は正規の通信制大学です
出願資格をみたせば、だれでも入学できます

13:00～13:50

11:00
10:00～10:50

学生募集

もめごと解決！ 突然親族に訴えられた！

相続相談

弁護士歴22年、
NHK朝イチ、テレ東それダメ!出演、
第一東京弁護士会所属25846号

公益財団法人 文京アカデミー
〒112-0003 東京都文京区春日1-16-21（文京シビックセンター2階）

施設のご利用については  t03-5803-1100
広告掲載等については  t03-5803-1119

文京アカデミーSQUAREはホームページでもご覧いただけます

https://www.b-academy.jp/
財団広報紙「スクエア」をクリック
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国内外の一流アーティストが続々……。
2020年－2021年も、夢と感動のひとときを、文京シビックホールがお届けします。

文京シビックホールがお贈りする     　　　　　 注目公演！

響きの森
きっずプログラム
文京シビックホールで
コンサートデビューしよう♪

この他にも、今回紹介しきれなかった公演を実施予定！ 最新の公演情報、チケット発売情報は、本紙紙面、ホームページ等で随時公開いたします。

0歳から入場いただける「響きの森きっずプログ
ラム」。１年を通して楽しめるよう、ご家族向け
公演を多数ご用意しております！ 

2020年4月からの

雪組トップスター望海風斗が、ミュージカル界を牽引する井上芳雄氏、ラミ
ン・カリムルー氏を特別ゲストに迎え、エンターテイメント溢れるコンサート
をお届けします！（※特別ゲスト出演回は宝塚歌劇及びシビックホールHPにてご確認ください。）

宝塚歌劇  雪組公演  
望海風斗 MEGA LIVE TOUR 東京 to 神戸
 『NOW! ZOOM ME!!』

4月30日（木）～5月10日（日） 大ホール

2019年チャイコフスキー国際コンクール覇者を迎え、チャイコフスキーの
母国ロシア発、世界最高峰の「チャイコフスキー・プログラム」！

ユーリ・テミルカーノフ指揮
サンクトペテルブルグ・
フィルハーモニー交響楽団

4月24日（金）19:00開演 大ホール

ユーリ・テミルカーノフ

セルゲイ・ドガージン

望海風斗

シビックホールでもおなじみ、世界最高峰のアンサ
ンブル“レ・ヴァン・フランセ”が今年もやってきます。

レ・ヴァン・フランセ

7月1日（水）19:00開演 大ホール

©wildundleise.de / Georg Thum

※この写真は公演の
　ものとは異なります

世界の数ある少年・少女合唱団の中でも抜群の人気と実力を
誇るウィーン少年合唱団。心を癒す≪天使の歌声≫をシビック
ホールでお楽しみください。

ウィーン少年合唱団

5月16日（土）14:00開演 大ホール

©www.lukasbeck.com

20thマークの公演はシビック
ホール20周年記念公演です。

世界を駆ける若きマエストロ・山田和樹と東京混声合唱団による
シビックホール特別公演。世界各地で歌い継がれ、親しまれてき
たアンセム（愛唱歌）を中心にお届けします。

山田和樹×東京混声合唱団

6月7日（日）14:00開演 大ホール

©平舘 平

カリスマ・ヴァイオリニスト石田泰尚はじめ、実力派人気奏者による
異色トリオが枠にとらわれないアグレッシブな演奏をお届けします！

トリオ・リベルタ in Bunkyo

7月12日（日）15:00開演 大ホール

これまでソロ、デュオ、ビッグバンド、オーケストラなど、多様なスタイルで登
場した小曽根真が、20周年を祝してスペシャルなステージを披露します。

小曽根 真スペシャルコンサート

9月24日（木）19:00開演 大ホール

©中村風詩人

知っているようで知らない日本の音楽と、世界の音楽の魅力を再発見する
レクチャーコンサート。第５回はさまざまなリズムと打楽器を紹介します。

日本の響き、世界の調べ　第5回

7月開催予定 小ホール

毎年大好評の太鼓芸能集団 鼓童の「ぶんきょう交流公演」。東
京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の時期に、特別
編としてワークショップをメインに開催します。

鼓童 ぶんきょう交流公演 特別編
みる！ きく！ たたく！

8月1日（土）～2日（日） 小ホール

©岡本隆史

壮大な舞台装置と豪華な衣裳、美しく高度なテクニックの舞。 
クラシックバレエ最高峰と謳われる舞台にご期待ください。

牧阿佐美バレヱ団 「眠れる森の美女」

10月3日(土）、4日（日） 大ホール

©鹿摩隆司

POPS黄金期を華やかに彩ったヒット曲を厳選してお届け！ シビックホー
ルとシエナ・ウインド・オーケストラによるオリジナルシリーズ第3弾

BUNKYO SIENA POPS 2020
わが青春のポピュラーミュージック！ 〈part.3〉

11月21日（土）15:00開演 大ホール

photo：K.Miura

ホール20周年を記念したアンサンブル委嘱新作初演のほか、アン
サンブルコンテスト定番曲の演奏ポイントを解説付きで演奏します。

シビックホール＆シエナPresents
アンコン決定版コンサート

9月27日（日）15:00開演 小ホール

photo：K.Miura

文京区・金沢市友好交流都市協定締結を記念し、
オーケストラ・アンサンブル金沢が初登場。豪華出
演者とともに名曲プログラムをお届けします！

オーケストラ・アンサンブル金沢
in Bunkyo

10月25日（日）15:00開演 大ホール

原田慶太楼 大谷康子 横山幸雄
©アールアンフィニ©Masashige Ogata©Claudia Hershner

武満徹の生誕90年と文京シビックホールの開館20周年を記念し、荘
村清志を迎えギター曲を中心とした室内楽コンサートをおおくりします。

荘村清志×武満 徹 ～武満 徹生誕90年記念～

5月29日（金）19:00開演 小ホール

荘村清志
©Hiromichi NOZAWA

千三百年を超える伝統を持つ宮内庁式部職楽部による、雅楽特別公演。
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会にちなみ、舞楽「打

た

球
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楽
ら く

」「狛
こ ま

桙
ぼ こ

」をおおくりします。
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雅楽 特別公演

5月30日（土）16:00開演 大ホール

文京区にゆかりのある4人の文人の作品を、
若手演出家がリーディング・ドラマにして上演します！

文
ふ み

の京
みやこ

リーディングドラマ

～文学 作品×朗 読×演 劇～
文 豪たちのことば

6月6日（土）～7日（日）、20日（土）～21日（日） 小ホール

©雨宮透貴

島 貴之田上 豊 スズキ拓朗 山本卓卓

5月23日（土） 小ホール 音楽の絵本～JIVE～
8月22日（土）・23日（日） 小ホール 東京フィル・親子で楽しむ“はじめてのオーケストラ”
10月11日（日） 大ホール 音楽の絵本 ～フェスティバル～
12月6日（日） 小ホール 栗コーダーカルテット おやこの部
12月19日（土） 人形劇団プーク
2021年1月24日（日） 大ホール コンドルズの遊

あ そ

育
い く

計画
2021年3月予定 小ホール フルーツの国のおんがくパーティー♪

～ベートーヴェン生誕250年記念～
小林研一郎指揮による、オール・ベートーヴェン・プログラム！！

【指揮】小林研一郎
Ｖｏｌ.72  6月6日（土）

【ヴァイオリン】戸澤采紀
Ｖｏｌ.73  ９月5日（土）

【ピアノ】小林亜矢乃

Ｖｏｌ.74  １1月２8日（土）
【ピアノ】小山実稚恵
Ｖｏｌ.75  ２０２1年３月２7日（土）

【ソプラノ】小林沙羅 【メゾソプラノ】清水華澄 【テノール】西村悟
【バリトン】大西宇宙【合唱】東京藝術大学音楽学部声楽科学生

東京フィルハーモニー交響楽団 
「響きの森クラシック・シリーズ」

各回15:00開演 大ホール

小林研一郎
©K.Miura

会社帰りに余裕をもってご来場いただける人気の室内楽シリーズ。
いよいよ7年目のシーズンを迎えます。

Ｖｏｌ.25  7月2日（木）
【ヴァイオリン】前橋汀子 【ピアノ】松本和将
Ｖｏｌ.26  9月18日（金）

【ピアノ】仲道郁代 【ヴァイオリン】成田達輝
【チェロ】上野通明

Ｖｏｌ.27  11月13日（金）
【ヴァイオリン】神尾真由子
【ピアノ】ミロスラフ・クルティシェフ
Ｖｏｌ.28  2021年2月19日（金）
エール弦楽四重奏団

夜クラシック 2020-2021シーズン

各回19:30開演 大ホール

仲道郁代

前橋汀子
©篠山紀信

©Kiyotaka Saito

※5月5日(火･祝)は休演
　各日の開演時間はHP参照

©宝塚歌劇団　

小ホール

2 令和2年1月号（通巻第229号） 文京アカデミー

レアな動画や予定演奏曲の配信など
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

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 ！



「体験教室ウィーク」は、生涯学習を始めてみたい方を対象としたイベントです。
地域アカデミーで活動する生涯学習サークルを無料で見学・体験できます。
＊文京アカデミーHPにも詳細を掲載しています。→https://www.b-academy.jp/
※会場および活動日の頻度、時間等は各団体もしくは各地域アカデミーまでお問い合わせください。
※当日自由入場制のものは、直接会場にお越しください。

アカデミー湯島　〒113-0034 文京区湯島2-28-14 5階　TＥＬ：03-3811-0741（9:00～21:00）

日程 主催・教室内容 時間 参加方法 活動日

1/25(土）詩吟國
こっ

暠
こう

会
かい

詩吟と唱歌（かあさんの歌）
13：30～15：30 当日自由入場制 火・土

1/28(火）白梅会　囲碁を楽しむ
10:00～12:00

（級位者中心）
13：00～16：00

（有段者中心）
当日自由入場制 火

1/28(火）東京版画会　木版画摺り 18:00～19:00 当日自由入場制 火

1/29(水）成
なる

美
み

会　静物のデッサン 18:30～19:30 当日自由入場制 水

1/29(水）文京混声合唱団　混声合唱 18：30～21：00 当日自由入場制 水

2/3（月） 文
ぶ ん

鳳
ぽ う

書道会　書道 13:30～15:30 当日自由入場制 月

2/4（火）
女声合唱ディアナ
コーラス体験～あなたの声をもっと
活かしてみませんか？！～

10:30～12:15 当日自由入場制 火

2/7（金） 文京篆刻教室　雅印の作成 13:00～16:00 事前申込制
03-3203-3470（原） 金

アカデミー千石 〒112-0011 文京区千石1-25-3 2階
	 問 	文京アカデミー施設管理係　ＴＥＬ：03-5803-1100（9:00～17:00）

日程 主催・教室内容 時間 参加方法 活動日

1/28（火）芽吹き会　かな書道を楽しむ
～まずは「いろは」から書きましょう～ 14：00～16：00 当日自由入場制※4 火

アカデミー茗台　〒112-0003 文京区春日2-9-5 1・7・8階　TEL：03-3817-8306（9:00～21:00）

日程 主催・教室内容 時間 参加方法 活動日

1/25（土）ザ・キッチン
ホカホカ肉まんを作りましょう 14：00～16：00 事前申込制※１と布巾2枚、筆記用具

03-3813-0456（古屋） 土

1/27（月）ヨーガ無心の会　らくらくヨーガ 13：30～15：00 当日自由入場制※５ 月

1/29（水）エアロたんぽぽ　シニアエアロビクス 10：00～11：30 当日自由入場制※2と水 水

1/30（木）さくらの会
イスヨガとボイストレーニングで心も体もリフレッシュ！ 10：30～12：00 当日自由入場制※6 木

1/31（金）それいゆ
高齢者エアロビクス・手話ソング等～いつまでも若々しく！～ 9：45～12：00 当日自由入場制※7 金

2/4（火） 茗台さくら会　転倒骨折予防体操 9：30～11：30 事前申込制※３
03-3814-2095（村上） 火

2/4（火） 文京フラフレンズ　楽しくフラダンス 10：00～11：30 当日自由入場制※8 火

2/4（火） 如
きさ

月
らぎ

　太極拳とストレッチ（初・中級） 13：00～15：00 当日自由入場制※3 火

2/4（火） 混声合唱団ＴＣＣ　歌は身体づくりから 19：00～21：00 当日自由入場制 火

2/6（木） バーバラの会
Let’s enjoy English together! 10：00～11：30 事前申込制

03-3933-6757（岡澤） 木

2/6（木） あすなろ　社交ダンス（初・中級） 13：00～15：00 当日自由入場制 木

2/7（金） ピアノeclub
ジャズで楽しむ大人のリトミック 10：00～11：30 当日自由入場制 金

アカデミー音羽　〒112-0012 文京区大塚5-40-15　ＴＥＬ：03-5976-1290（9:00～21:00）

日程 主催・教室内容 時間 参加方法 活動日

1/26（日）悠遊クラブ
陶芸創作～心を形にする～ 13：00～15：00 事前申込制※1とタオル等

03-3941-5682（朝倉） 日

1/26（日）東京バラライカアンサンブル音羽グループ
ロシア民族楽器「バラライカ」体験教室 14：00～16：00 当日自由入場制 日・木

1/26（日）Ｋｎｉｇｈｔｓ
ステージフェンシング入門 15：30～17：00 事前申込制※2

070-6518-3314（新
にい

美
み

） 日・金

1/28（火）舞夢　フォークダンスで世界めぐり 13：30～15：30 当日自由入場制※2 火

1/30（木）文京ボタニカルアートコスモス会
楽しく身近な花を描いてみましょう 14：00～16：00 当日自由入場制 火

2/6（木） 新婦人文京支部むぎ班小組
太極拳・簡化24式&88式 10：30～12：00 当日自由入場制※2 木

2/6（木） 池袋吟詠会　詩吟、吟
ぎん

道
どう

館
かん

流
りゅう 13：30～16：00 当日自由入場制 木

2/6（木） 陶芸むさし野　陶芸体験 19：00～21：00 当日自由入場制※1 木

2/7（金） フォークダンス文京
世界各国のフォークダンスを踊りませんか 13：30～15：30 当日自由入場制※3 金

※１ 持ち物：エプロン　　※２ 服装：動きやすい服、運動靴　　※３ 服装：動きやすい服・靴
※４ 持ち物：書道具（硯、墨、小筆、下敷き、文鎮）　　※５ 服装と持ち物：動きやすい服、ヨガマット
かバスタオル、タオル　　※６ 服装と持ち物：動きやすい服、飲み物、タオル　　※７ 服装と持ち
物：運動靴、水　　※８ 服装：動きやすいスカート 

服装・持ち物

のぼりを目印に
ご来館
ください！

文京区の生涯学習サークルを無料で見学・体験

体験教室ウィーク 1・2
月

見てみよう

やってみよう

3令和2年1月号（通巻第229号）文京アカデミー　　　　
日 	日時　会 	会場　内 	内容　師 	講師　対 	対象　定 	定員　￥ 	費用　申 	申込先　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　 （文京シビックセンター地下1階）

魚のおろし方教室
区内の魚屋さんが、親切・丁寧に魚のおろし方を教えます。
日 	2月16日（日）	10：30～12：30
会 	アカデミー茗台（文京区春日2-9-5）
師  東京魚商業協同組合の文京区内4支部（富坂・大塚・本富士・駒込）の魚屋さん
対  文京区内在住・在勤・在学者（15歳以上、中学生を除く）
定  16名（抽選）　￥  受講料2,000円　教材費2,000円　〆  1月24日（金）必着
申  往復はがきに①「魚のおろし方教室」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、在学者は学校名と、返信用にもあて先を明記し上記へ
※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/

文の京・最先端生命科学講座第26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 	2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 「臓器サイズと再生医学」
 　　  東京医科歯科大学難治疾患研究所教授　仁科博史
 　 第２部 「日本の赤ちゃんの大きさと将来の健康について」
 　　  東京医科歯科大学難治疾患研究所准教授　佐藤憲子
対  15歳以上（中学生を除く）
定  90名（抽選）　￥  無料
〆  2月14日（金）必着
申  往復はがきに①「最先端生命科学２６」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申込先へ
※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。
※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/

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）

文京 eラーニング講座
〈いつでも、どこでも、だれでも、
　  好きな時に好きなだけ見て聞いて学べる〉

文京アカデミア講座や講演会の一部をインターネット上で視聴できます。
この番組は当財団と日本女子大学が協働して企画・制作・運営しています。
現在、多彩なジャンルの 40 講座を好評配信中です。

令和元年度収録	新規配信講座
大学プロデュース特別公開講座（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
筑波大学学長　永田恭介／時間：76分

※近日配信予定！
大学プロデュース特別公開講座（学長講演会）
仏教における食（じき）
国際仏教学大学院大学学長　藤井教公

ご覧になるには
文京アカデミーホームページ 

→https://www.b-academy.jp/

会員登録・年会費の
必要はありません

シビック名画座

日 	3月6日（金）　開場10：00　開演10：30（17：30終了予定）
会 	文京シビックホール小ホール（文京シビックセンター2階）
内  日本の名作映画を厳選して上映する「シビック名画座」。第１回は木下恵介監督特集で

す。日本初の総天然色映画「カルメン故郷に帰る」をはじめ、伊藤佐千夫の小説「野菊の
墓」を原作とした「野菊の如き君なりき」、高峰秀子、佐田啓二主演の「喜びも悲しみも幾
歳月」を上映します。

¥  全席自由／500円　途中入退場可
定  325名　対  どなたでも（未就学児入場不可）
チケットはシビックチケットでのみ販売中。
窓口あるいは電話予約で受付ます（文京シビックセンター2階　TEL 03-5803-1111）。

※主催：公益財団法人文京アカデミー/文化庁/国立映画アーカイブ
　特別協賛：木下グループ
　協力：株式会社オーエムシー

「喜びも悲しみも幾歳月」「野菊の如き君なりき」「カルメン故郷に帰る」

記念すべき第１回は木下恵介監督特集。「喜びも悲しみも幾歳月」ほか不朽の名作２作を
上映。　協力：文京アカデミア生涯学習支援者の会
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講座・講演会 講師 日程 時間 定員 受講料

跡見学園女子大学 会 	跡見学園女子大学文京キャンパス　問 	心理教育相談所	Tel	03-3944-8151

心理教育相談所主催
「元気の素を活用する」

跡見学園女子大学教授
松嵜 くみ子 1/30（木） 10：40～12：10 100名

（要申込） 無料

心理教育相談所主催
「大人の発達障害の理解と対応」

跡見学園女子大学教授
宮岡 佳子 2/1（土） 10：40～12：10 100名

（要申込） 無料

心理教育相談所主催
「発達障がい児のこころ」

跡見学園女子大学准教授
小栗 貴弘 2/15（土） 10：40～12：10 100名

（要申込） 無料

順天堂大学 会 	順天堂大学本郷・お茶の水キャンパスA棟講堂　問 	順天堂医学会事務局	Tel	03-5802-1586

第45回都民公開講座
「アトピー性皮膚炎：最新の治験と治療法」

順天堂大学大学院医学研究科
アトピー疾患研究センター准教授
ニヨンサバ・フランソワ　ほか

2/15（土） 13：00～16：00 500名
（要申込） 無料

東京大学総合研究博物館小石川分館 会 	東京大学総合研究博物館小石川分館2階展示室　問 	Tel	03-5777-8600（ハローダイヤル）

建築博物教室第20回
「貝のアーキテクチャ」

東京大学総合研究博物館准教授
佐々木 猛智 1/18（土） 13：30～15：00 50名

（申込不要） 無料

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

フルート・アンサンブルを楽しもう♪ 東邦音楽学校講師
山田 芳恵

2/3～3/16
月曜日 全6回 10：00～11：30 12名 12,200円

楽譜作成ソフトウェアSibeliusを使ってみよう！
①基本操作編　②続編

東邦音楽大学講師
湯浅 恭子

①2/15（土）
②2/22（土） 10：00～16：30 各15名 各9,150円

モーツァルトの演奏旅行を辿る
～イタリア旅行・思春期編～

東邦音楽大学講師
浦川 玲子 2/29（土） 14：00～16：00 50名 3,050円

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

生活の視点でとくイギリスの都市計画 日本女子大学家政学部教授
薬袋 奈美子 1/23（木） 13：20～14：50 30名 2,200円

日本薬科大学 会 	日本薬科大学お茶の水キャンパス１号館　問 	お茶の水キャンパス事務室	Tel	03-5812-9011

日薬公開講座　令和元年度第2回
「女性に優しい漢方」
－繊細な女性の体の変化に優しく対応－

日本薬科大学教授
橋本 寛子 2/1（土） 10：30～12：00 80名

（先着順） 無料

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

日 	日時　会 	会場　対 	対象　定 	定員　￥ 	費用　申 	申込　問 	問合せ先

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。

セミナー

シビックシネマサロン
「西鶴一代女」（モノクロ／ 137分／1952年）
1952 年度ヴェネチア国際映画祭で国際賞を受賞した、
溝口健二監督の代表作。
監督：溝口健二　出演：田中絹代 / 三船敏郎	ほか

日 	1月17日（金）	13:30～15:50
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）
定  100名（先着順）
￥  無料
申  当日11:30から会場で整理券を配付。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。

正解者の中から抽選で、弥
生美術館・竹久夢二美術館	
ペア入館券と竹下夢二	絵
はがき（3種）のセットを10
名様にプレゼント
※次回の「クイズ 温故知新」
は4月号に掲載予定です。 写真はイメージです

問題
2020－2021年も、文京シビックホールは
国内外の一流アーティストが登場する豪華
公演が続々。4月30日（木）～5月10日（日）
には大ホールで「宝塚歌劇 ○組公演」もあ
ります。さて、○の中に入る漢字1文字はA
～Cのどれでしょうか？（ヒントは2面に）

【応募方法】 はがきに、①クイズの答え ②住所 ③氏名 
④文京アカデミーSquareで特集してもらいたい事や
ご感想を明記して下記へお送りください。
〒112-0003	文京区春日1-16-21
公益財団法人文京アカデミー「文京温故知新」係

【締切】 1月17日（金）（当日消印有効）
【発表】 賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※お預りした個人情報は当選賞品発送のために使用し、

第三者に開示することはありません。
※クイズのご応募はお一人1通までとさせていただきます。

答え 
A 花　　B 雪　　C 月

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）
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日 	日時　会 	会場　内 	内容　師 	講師　対 	対象　定 	定員　￥ 	費用　〆 	締切　申 	申込　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　1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。

◆はいからモダン袴スタイル展
　－「女袴」の近代、そして現代－
　1/7（火）～3/29（日）

会  文京区弥生2-4-2

問  03-5689-0462

休	 月（祝日の場合は翌火曜）、 
12/26～1/6

竹久夢二美術館

◆常設展「近代から現代への医学の歩み」
◆企画展「医療の今を知る」
◆特別展「私たちのこころの医学」
※詳細は、WEBサイト（http://mhm.m.u-tokyo.ac.jp/）でご確認ください。

会  文京区本郷7-3-1南研究棟1F

問  03-5841-0813

休	 水、12/29～1/3 
開館時間 10：00～17：00

東京大学医学部・医学部附属病院
健康と医学の博物館

◆「東洋文庫の北斎展」
　開催中（～1/13（月祝）まで）
◆「大清帝国展」
　1/25（土）～5/17（日）

会  文京区本駒込2-28-21 

問  03-3942-0280

休	 火（祝日は開館,翌平日休館）、 
1/1・2・14～24

 開館時間 10：00～19：00 
（入館は18：30迄）

東洋文庫ミュージアム

◆主催展「ちいさな世界の物語
　中国練

ね
り粉

こ
人形展」

　1/18日（土）～2/8日（土）

会  文京区後楽1-5-3

問  03-3815-5085

休	 日 
開館時間 10：00～17：00

日中友好会館美術館

◆特別展「永井荷風と鷗外」
　開催中（～1/13（月祝）まで）
◆1/11（土）　鷗外誕生日記念講演会
◆1/19（日）　鷗外誕生日　無料観覧/ライアーコンサート

会  文京区千駄木1-23-4 

問  03-3824-5511

休	 12/29～1/3、1/14～1/17 
開館時間 10：00～18：00

文京区立森鷗外記念館

◆滝
たき
紅
こう
夕
せき
の小町絵

　開催中（～1/25（土）まで）
　※1/18（土）は、「大安吉日！千客万来！こいつぁ春から縁起がいいね！
　　吉住小与ひでの春の祝い曲」　無料のミニコンサート開催
　　11：30～、15：30～　2回公演
◆おりがみのつるし雛　1/28（火）～3/14（土）

お茶の水　おりがみ会館 会  文京区湯島1-7-14 

問  03-3811-4025

休	 日・祝、12/28～1/3

アカデミー推進課　文化事業係　　【宛て先】〒112-8555 文京区役所　アカデミー推進課文化事業係（住所不要） アカデミー推進課　観光担当

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。

入試説明会
 1 月 1 1日 ( 土 )
【テーマ】

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

1 月 1 7日 ( 金 )

Topics

直前入試対策会 ～ 入試直前 ★ お得情報を GET ! ～
【内　容】

【テーマ】2020年度入試 直前情報
【内　容】説明会、個別相談 等

★ 1 / 10 (金) より出願を開始します！全ての入試がインターネット出願です。
★ 説明会で過去問題集をもれなく配付。過去問を活用して合格を勝ち取ってください！

説明会、生徒によるキャンパスツアー、個別相談 等

要予約 要予約

ナイト説明会
学　校　説　明　会

1551-6014 関口

150

原則月３回の火曜日

事前に
ご連絡の上
見学に
どうぞ！

第58回	文京区合唱のつどい 「春日局・細川ガラシャ」
歴史探訪スタンプラリー開催中区内で活動する合唱サークルの皆さんが、日頃の練習の成果を発表します。どうぞご来場

ください。
日 	1月26日(日)	11：00開演（10：30開場）	19：00終演（予定）
会 	文京シビックホール大ホール（文京シビックセンター1階）
内  区内で活動する合唱サークルの発表
¥  無料　申  当日直接会場へ

春日局・細川ガラシャ顕彰プロジェクト
への寄附を募集しています

ふるさと納税を活用し、クラウドファンディング※として、本事業の趣旨に賛同される方か
らの寄附を全国から募集しています。いただいた寄附は、本プロジェクトの運営経費とし
て使用させていただきます。
※クラウドファンディング…不特定多数の方からインターネット上で寄附を募る方法。
日 	令和2年3月31日（火）まで

2020 年の大河ドラマ「麒麟がくる」の主人公は明智光秀です。この光秀と関わりが深い
春日局・細川ガラシャのゆかりの地9か所を、文京区観光アプリを使って巡るスタンプラリー
を開催しています。参加される方はアプリ「旅道」をダウンロードしてください。
（App	Store 又はGoogle	Play から「旅道」を検索。若しくは、下記の二次元コードか
らダウンロード。）
アプリのトップ画面右下「メニュー」から「スタンプラリー」をタップすると参加できます。
スタンプを全て集めた方には、春日局または細川ガラシャにちなんだお米をプレゼントしま
す。さらに、クリアして景品交換所でアンケートにお答え
いただいた方の中から抽選で、春日局出生地の兵庫県丹
波市のお菓子詰合せをプレゼントします。
※詳細は区ホームページを参照
※アプリ利用者以外でも、スタンプポイント9か所の写
真を撮影し、それを確認できればクリアとなります。

日 	令和2年3月31日（火）まで

スタンプポイント
湯島天満宮、麟祥院、文京ふるさと歴史館、出世稲荷神社、傳通院、国際仏教学大学院大
学、東京カテドラル聖マリア大聖堂、永青文庫、肥後細川庭園

景品交換窓口
・文京区観光インフォメーション（文京シビックセンター1階）
　【景品交換時間】 10：00～18：00
・肥後細川庭園　松聲閣
　【景品交換時間】 10：00～17：00

アートウォール・シビック	第17回美it展2020
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
展示です。
日 	開催中（～1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  本郷を創立の地とする女子美術大学・短期大学部の卒業生

とその指導にあたった講師による師弟作品展です。デザイ
ン・イラスト・絵画の仕事を続けながら輝く約16名の卒業生
達による油彩・水彩・日本画の作品をお楽しみください。

¥  無料 《ガード下》長嶋香織、2017

アカデミー推進課　文化資源担当室（ふるさと歴史館）

森鷗外の漢詩をご一緒に！
森鷗外が生涯にわたり遺した多くの漢詩を、佐藤保先生の解説と加賀
美幸子さんの朗読で、たっぷりと楽しみます。
日 	3月7日（土）	14：00～16：00
会 	文京シビックセンタースカイホール
内  鷗外の漢詩作品の朗読と解説
師  佐藤保氏（二松學舎大学・お茶の水女子大学名誉教授）
 加賀美幸子氏（ＮＨＫ番組アナウンサー）
対  どなたでも　定  90名（抽選）　 ¥  2,500円
申  往復はがき　氏名（ふりがな）・住所・電話番号を明記の上、文京区

立森鷗外記念館「漢詩朗読会」係までご応募ください。
 Eメール　件名に「漢詩朗読会」、本文に氏名、メールアドレス・電話

番号を明記の上、下記へ送信してください。
 bmk-event@moriogai-kinenkan.jp
〆  2月25日（火）必着
問  文京区立森鷗外記念館　TEL 03-3824-5511 加賀美幸子氏

佐藤保氏

文京区の催し アカデミー推進課  K03-3818-7221
アカデミー推進課 観光担当 K03-5803-1174

（平日 8：30～17：15）

アカデミー推進課 文化事業係 K03-5803-1120
文化資源担当室

（ふるさと歴史館）

App Store用 Google play用

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

細川ガラシャ
（島根県立美術館蔵）春日局（湯島・麟祥院蔵）

第278回シビックコンサート

	 1月22日（水）12：15～12：45
　　区民ひろば（シビックセンター地下2F）
 文京パーカッションアンサンブル 

〈尚美ミュージックカレッジ専門学校〉
 シュトラウスメドレー、おもちゃの交響曲、パプリカ
	 無料（直接会場へお越しください。）

日
会
出

曲
￥

マリンバ・アンサンブル
コンサート

東京2020応援プログラム

入場
無料！！
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令和2年1月～2月上旬（11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
1
月

19
（日）

小 ニューイヤーコンサート2020
18：20開場　18：30～21：15
全席自由/入場無料
問  東邦音楽大学 岩見門下演奏会 

03-3813-2168
24

（金）
小 公益社団法人日本火災学会		
講演討論会
12：00開場　13：00～16：30
全席自由/1,500円
問  公益社団法人 日本火災学会 

03-3813-8308（平日 9：00～17：00）
25

（土）
大 響きの森クラシック・シリーズ		Vol.70	
ニューイヤー・コンサート2020
14：30開場　15：00～17：00

小 Yazu	Farbe		
第1回みんなで奏でるハーモニー
18：30開場　19：00～21：00
全席自由/500円
問  ヤヅ ファルベ 

090-4929-1176
26

（日）
大 文京区合唱のつどい

10：30開場　11：00～19：00
全席自由/入場無料
問  文京区アカデミー推進課 文化事業係 

03-5803-1120（平日 8：30～17：15）
小 第26回コミュニティプラザ

12：30開場　13：00～16：30（予定）
全席自由/入場無料
問  文京区青少年委員会（林） 

080-5072-5533
27

（月）
～
29

（水）

大 神韻2020日本公演
27日（月） 18：15開場　19：00～21：15
28日（火） 13：15開場　14：00～16：15
  18：15開場　19：00～21：15
29日（水） 13：15開場　14：00～16：15
全席指定/ SS席20,000円 S席16,000円
  A席14,000円 B席12,000円
  C席10,000円 D席 8,000円
問  一般社団法人古典芸術振興会 

0120-91-8487（10：00～18：00）
27

（月）
小 伊藤政則の『遺言』Vol.15

18：30開場　19：00～21：00
全席指定/2,000円
問  ウドー音楽事務所 

03-3402-5999（平日 12：00～18：00）

1
月

28
（火）

小 文京ファミリーコンサート第9回	
ニューイヤー名曲の楽しみ
14：30開場　14：45～16：30
全席自由/1,500円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（10：00～20：00）
31

（金）
小 令和元年度文京区中学生職場体験発表会

13：40開場　14：00～16：00
全席自由/入場無料
問  文京区教育委員会 教育指導課 

03-5803-1300（平日 8：30～17：15）
小 第13回文京春日亭	
瀧川鯉昇・鯉八親子会Ⅱ
18：45開場　19：00～21：20
全席指定/3,100円
問  産経新聞社 

03-3243-8343（平日 10：00～17：00）

2
月

2
（日）

大 オーケストラ・ミュズニック	第3回演奏会
13：30開場　14：00～16：00
全席自由/入場無料
問  オーケストラ・ミュズニック 

090-4541-9892（9：00～21：00）
小“ぶんきょう演戯塾”卒業公演	
「あの時、アクアリウムで」	
（舞台手話通訳付）
12：30開場　13：00～14：00
15：30開場　16：00～17：00

3
（月）

小 母子保健シンポジウム～「授乳・離
乳の支援ガイド」改定のポイント
12：30開場　13：30～16：15
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）
8

（土）
大 シエナ・ウインド・オーケストラ	
第49回定期演奏会
14：20開場　15：00～17：00

9
（日）

大 第8回シンフォニックジャズ＆	
ポップスコンテスト全国大会
10：30開場　11：00～17：40

1
月

5
（日）

大 江原啓之新春講演会
13：00開場　14：00～15：40（予定）
全席指定/5,700円
問  サンライズプロモーション東京 

0570-00-3337（平日 12：00～18：00）

7
（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

10
（金）

～
11

（土）

大 神韻2020日本公演
10日（金） 18：15開場　19：00～21：15
11日（土） 13：15開場　14：00～16：15
  18：15開場　19：00～21：15
全席指定/ SS席20,000円 S席16,000円
  A席14,000円 B席12,000円
  C席10,000円 D席 8,000円
問  一般社団法人古典芸術振興会 

0120-91-8487（10：00～18：00）

11
（土）

小 打楽器団THPR第4回演奏会
17：30開場　18：00～19：30
全席自由/入場無料
問  打楽器団THPR（中村） 

090-6082-9922（12：00～15：00）

16
（木）

小 マタニティひろば	ハロー赤ちゃん！
12：30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）

17
（金）

大 夜クラシックVol.24
18：45開場　19：30～21：00

18
（土）

小 人形劇団プーク	スロバキアの民話より	
“12の月のたき火”

10：00開場　10：30～11：50
13：30開場　14：00～15：20

19
（日）

小 及川音楽事務所	
ニューイヤーガラコンサート
14：30開場　14：40～16：30
全席自由/2,500円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（10：00～20：00）

日 	日時　会 	会場　師 	講師　対 	対象　定 	定員　￥ 	費用　〆 	締切　申 	申込　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。

4/30（木）～5/10（日）
※5/5（火・祝）は休演大ホール シ メ ぴ  

e+ L  C

速報！ 宝塚歌劇 雪組公演
望海風斗 MEGA LIVE TOUR 東京 to 神戸

『NOW! ZOOM ME!!』

文京区民限定先行抽選販売のご案内
該当公演　5月2日(土)13：30開演　5月9日(土)16：00開演
上記2公演のS席9,500円/各100枚を、文京区在住の方（※在勤・在学の方は対
象外）に先行抽選販売致します。

申込方法	 往復はがきにて申込み
①希望の公演日時　②郵便番号　③住所　④氏名（ふりがな）　⑤電話番号	
⑥購入希望枚数（お一人様2枚まで）　⑦引換方法　下記［A］［B］のどちらかを記
入のうえ、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
　公益財団法人文京アカデミー ホール事業係「宝塚公演」担当

締　　切	 1月31日（金）必着
チケット引換方法
お申込み時にどちらかを選択。いずれも現金のみの取扱い。
　Ａ：代金引換郵便（手数料	約600円別途負担）
　　※配達日時の指定不可。不在の場合は再配達の連絡票が投函されます。
　Ｂ：シビックチケット窓口
　　※2月27日(木)～3月1日(日）各日10:00～19:00

※応募はお一人様1通のみ。※お席は選べません。※抽選結果は2月17日（月）頃ま
でに返信はがきにてお知らせします。
※車椅子席・盲導犬との鑑賞などご希望の場合は、応募の際に必ずご記入ください。
※記入漏れがある場合や往復はがき以外での応募は無効となります。※締切後のキャ
ンセル・変更不可。※抽選結果の電話でのお問合せはご遠慮ください。
区民先行販売に関するお問合せ
シビックホール　ホール事業係
☎03-5803-1103（平日9:00～17:00）　※1月6日（月）より営業

日　時 	4月30日（木）	 15:00※
	 5月1日（金）	 ①12:00※	②16:00※
	 5月2日（土）	 13:30
	 5月3日（日）	 ①12:00★	②16:00★
	 5月4日（月・祝）	①12:00★	②16:00★
	 5月6日（水・休）	①12:00	②16:00
	 5月7日（木）	 ①14:00	②18:00
	 5月8日（金）	 13:30
	 5月9日（土）	 16:00
	 5月10日(日)	 13:30
出　演 	宝塚歌劇団	雪組	望海風斗　ほか
作・演出 	齋藤吉正
全席指定 	S席 9,500円　A席 6,000円
※発売初日は１申込につき１公演同一席種2枚まで。お席は選
べません。※本公演はシビックチケットでの電話予約は行いま
せん。※劇場販売（シビックホールメンバーズ先行および一般
発売初日シビックチケット窓口販売）では、他プレイガイドと別
枠のお席を販売しております。
お問合せ 	宝塚歌劇インフォメーションセンター（東京宝塚劇場）	

0570-00-5100（月曜定休	10：00～18：00）

3年ぶりの宝塚歌劇文京シビックホール公演。圧倒的な
歌唱力が魅力の雪組トップスター望海風斗が日本のミュー
ジカル界を牽引する井上芳雄氏（※）、世界的なミュージ
カルスター、ラミン・カリムルー氏（★）を特別ゲストに迎え、
エンターテインメント溢れるコンサートをお届けします。　
（外部ゲスト出演回は公演日程の印を参照）

望海風斗	Ⓒ宝塚歌劇団
※この写真は公演のもの
とは異なります

メ  メンバーズ先行
3/5(木)　　　
　　	3/6(金)	
チケット発売

シ  メ  ぴ  L  C  e+
3/14（土）

10：00～

23：59

10：00～

文京シビックホールのイベント 参加者募集！

お客様を安全・迅速に避難誘導することを目的にした、来場者参加型の避難訓練を実施します。訓練の後は、シエナ・
ウインド・オーケストラの演奏をお楽しみいただけます。
日 	3月7日（土）	14：00開場　14：30開演　※所要時間2時間程度　※途中入場不可
会 	文京シビックホール	大ホール（文京シビックセンター1階）
出 	指揮／井村誠貴　吹奏楽／シエナ・ウインド・オーケストラ
対  小学生以上で、避難訓練に参加し、アンケートにお答えいただける方（小学生

は保護者の同伴が必要。未就学児の入場はご遠慮ください。）
 ※階段の昇降がありますので、あらかじめご了承ください。
定  800名（1グループ4名まで）
￥  全席指定/入場無料　※お席はお選びいただけませんのでご了承ください。 

※詳細は財団ホームページ・チラシをご覧ください。

1避難訓練コンサート

毎年ご好評いただいている、夜のバックステージツアーを開催します。普段は入れない場所を中心にツアーを企画してい
ます。一日の終わりに、シビックホールを探検しませんか？
日 	3月19日（木）	19：00予定　※所要時間1時間程度
会 	文京シビックホール	大ホール（文京シビックセンター1階）
対  高校生以上　※階段の昇降及び高所の見学がありますので、 

あらかじめご了承ください。
定  30名 （1グループ4名まで）
￥  100円（保険料込） ※当日現金持参

12申込方法
◆メールの場合
件名を「避難訓練コンサート参加希望」または「バックス
テージツアー参加希望」にしてご送信ください。
避難訓練コンサートの宛先：bunkyocivic.hinan@gmail.com
バックステージツア―の宛先：civichall.backstagetour@gmail.com
〆  避難訓練コンサートの締切 2月17日（月）
 　抽選結果は2月下旬までに通知
 バックステージツアーの締切 2月25日（火）
 　抽選結果は3月10日（火）までに通知
※往復はがきの場合は当日消印有効、メールは必着
※返信がない場合は、お問い合わせください。
問  公益財団法人文京アカデミー 施設管理係
 TEL 03-5803-1100（9：00～17：00）

申  往復はがき、またはメールで下記の項目をご記入の
上、お申込みください。

 ①参加者全員（４名まで）の住所、氏名（ふりがな）、年
齢②代表者の電話番号③文京区内在勤者は勤務先
名・所在地、在学者は学校名④車いす利用及び補助犬
を連れて参加希望の場合はその旨

　 （抽選の場合、文京区在住・在勤・在学者優先）
◆往復はがきの場合
返信の宛名面に申込をされる方（グループの場合は代表
者）の郵便番号・住所・氏名を忘れずにご記入ください。
〒112-0003　文京区春日１-１６-２１ 文京シビックセンター２階
公益財団法人文京アカデミー 施設管理係

「避難訓練コンサート」係、または「バックステージツアー」係

photo：K.Miura

2バックステージツアー 高校生
以上！

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

8面を
ご覧ください

7面を
ご覧ください

文
京
シ
ビ
ッ
ク
ホ
ー
ル 
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。
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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） （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）

シビックコンサートの情報は5面をご覧ください。

●�２１世紀の吹奏楽　第２３回“響宴”
日 3月8日（日）14：00開演　会 大ホール
￥	 SS席	2,500円（前売のみ）　S席	2,000円（当日2,500円）
	 A席	1,500円（当日2,000円）　シ 	メ 	ぴ　Pコード	169-114
問�“２１世紀の吹奏楽”実行委員会事務局	０９０-８６８５-３０２８

★チケット発売中の公演

シビックホール
20周年記念公演：

気鋭のピアニスト3名が
魅せる、トリプルピアノ・プ
ログラム！！

響きの森 きっずプログラム
●0歳から入場可
●3歳未満は膝上鑑賞に限り無料（3歳以上はチケットが必要です）。

3/11（水）  19：00開演大ホール シ メ 
ぴ

出　演  野村万作、野村萬斎、野村裕基、万作の会メンバー　 演　目  解説、三
さん

番
ば

叟
そう

、靭
うつぼ

猿
ざる

全席指定  S  席 5,000円　A席 4,000円　B  席 3,000円　 Pコード  497-221

野村万作・萬斎・裕基
狂言三代の夕べ

野村万作 野村萬斎 野村裕基

4/24（金）  19：00開演大ホール シ メ 
ぴ e+

2019年チャイコフスキー国際コンクール覇者、セルゲイ・
ドガージンを迎え、一夜限りの“チャイコフスキー・プログ
ラム”をお届け！

指　揮  ユーリ・テミルカーノフ（芸術監督・首席指揮者）　 ヴァイオリン  セルゲイ・ドガージン（＊）
管弦楽  サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団
曲　目  チャイコフスキー／ ヴァイオリン協奏曲（＊）、交響曲第5番

全席指定  プレミアムシート（公演プログラム付） 18,000円　S席 15,000円
 A席 13,000円　B席 11,000円　C席 9,000円　D席 6,000円
Pコード  165-864　※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

ユーリ・テミルカーノフ

ユーリ・テミルカーノフ指揮
サンクトペテルブルグ・
フィルハーモニー交響楽団

シビックホール開館20周年・
万作の会シビックホール公
演10回目を記念して、野村
万作・萬斎・裕基の狂言三代
にて、祝祭感あふれる演目
を賑 し々くお贈りいたします。

2/8（土）  15：00開演大ホール シ メ ぴ  
e+ L

指　揮  パスカル・ヴェロ　 吹奏楽  シエナ・ウインド・オーケストラ
曲　目  ショスタコーヴィチ／ジャズ組曲第2番、 ヨハン・デ・メイ／エクストリーム・メイクオー

ヴァー、 ラフマニノフ／パガニーニの主題による狂詩曲、 プロコフィエフ／バレエ
音楽「ロメオとジュリエット」より

全席指定  S席 5,500円　A席 4,500円　B席 3,500円
※ 学生割引はA・B席を500円引（取扱いはシエナ事務局のみ）
Pコード  162-332　 Lコード  35687

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）

フランスの指揮者P.ヴェロとのタッグで、管弦楽曲アレン
ジのロシアものを中心に特集！ これぞ“ロシアン・エスプリ”？！

シエナ・ウインド・オーケストラ
第49回定期演奏会

パスカル・ヴェロ

区 民 参 加 公 演

指　揮  平野桂子
演　出  直井研二
キャスト  カルメン／丹呉由利子

 ドン・ホセ／小野弘晴 
ミカエラ／エフゲニア・イエレミッチ

 エスカミーリョ／市川宥一郎　ほか
合　唱  CITTADINO歌劇団合唱団

 フレーベル少年合唱団
管弦楽  CITTADINO歌劇団オーケストラ
バレエ  高木淑子バレエスクール

全席指定   S 席 4,000円　　　A席 3,000円　B  席 2,000円
Pコード  165-231

完　売

2/16（日）  14：00開演大ホール シ メ 
ぴ

脚本・演出  金田誠一郎
出　演  “ぶんきょう演戯塾”受講生

全席指定  800円　
※ ３歳以上の方はチケットが必要です。 
３歳未満入場不可。

〈助成：一般財団法人地域創造〉

2/2（日）  ①13：00開演
②16：00開演小ホール シ

８か月にわたり、演劇の稽古を重ねてきた
１７名のメンバーによる卒業公演！
舞台上でともに演技する「舞台手話通訳
者」も公募の4名が務めます！

　　　　　　　　　　 メール、Faxでのお申し込みもお受けします。
HPを参照下さい⇒https://www.b-academy.jp/hall/
聴覚に障害がある方へ

区民参加オペラC
チ ッ タ デ ィ ー ノ
ITTADINO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）
～音楽劇ワークショップ～“ぶんきょう演戯塾”卒業公演

「あの時、アクアリウムで」舞台手話
通訳付き

2/14（金）  19：00開演小ホール

文京シビック寄席

春風亭一之輔 独演会

ピアノ  中野翔太、金子三勇士、阪田知樹
曲　目   モーツァルト／2台ピアノのためのソナタ K．448 

プーランク／2台のピアノのためのエレジー 
ピアソラ（シーグレル編）／リベルタンゴ 
ホルスト／組曲「惑星」より“火星”“木星”　ほか

全席指定  S席 3,000円　A席 2,000円　　　　 Pコード  136-572完　売

ピアノ  萩原麻未　 ヴァイオリン  辻 彩奈　
ヴィオラ  安達真理　 チェロ  横坂 源
コントラバス  加藤雄太
曲　目  エルンスト／シューベルト「魔王」の主題による大奇想曲

 J.S.バッハ／無伴奏チェロ組曲第1番より プレリュード
 シューベルト／弦楽三重奏曲第1番、ピアノ五重奏曲「ます」
全席指定  S席 3,000円　A席 2,000円　 Pコード  136-569

Vol.24
萩原麻未・辻 彩奈・
安達真理・横坂 源・
加藤雄太

1/17（金）  19：30開演

2/23（日・祝）  15:00開演

特別編

中野翔太・金子三勇士・阪田知樹
トリプルピアノ・リサイタル

中野翔太
©Yuuji

金子三勇士
©Ayako Yamamoto

阪田知樹
©Hideki Namai

大ホール

シ メ ぴ e+

3/28（土）  15:00開演

1/25（土）  15:00開演Vol.70

Vol.71

指　揮  アンドレア・バッティストーニ　 ソプラノ  木下美穂子　 メゾソプラノ  清水華澄　
テノール  小原啓楼　 管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団
曲　目  オッフェンバック／歌劇『ホフマン物語』より「舟歌」、プッチーニ／歌劇『トゥー

ランドット』より「誰も寝てはならぬ」、チャイコフスキー／幻想序曲「ロメオと
ジュリエット」、 大序曲「1812年」　ほか

全席指定  S席 7,000円　　　　A席 6,000円　B席 5,000円
Pコード  156-888

完　売

指　揮  小林研一郎　 ギター  村治佳織(＊)
管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団
曲　目  ベートーヴェン／劇音楽「エグモント」序曲、 ロドリーゴ／アランフェ

ス協奏曲 (＊)、  ドヴォルザーク／交響曲第9番「新世界より」
全席指定  S席 5,000円　　　A席 4,000円　B席 3,000円
Pコード  166-273

お問合せ  東京フィルチケットサービス 03-5353-9522（平日10：00～18：00）

完　売

究極のオペラアリアとチャイコフスキープログラム
ニューイヤー・コンサート2020

大ホール
シ メ ぴ

小林研一郎
©K.Miura

村治佳織
©Ayako Yamamoto

コバケンの“新世界”
と村治佳織の“アラン
フェス”

CITTADINO歌劇団第19期生公演より
©三浦 彩

振付・台本  ローラン・プティ 　 原　作  ヴィクトル・ユーゴー
音　楽  モーリス・ジャール　 衣　裳  イヴ・サン=ローラン
出　演  エスメラルダ／アイゲリム・ベケターエワ 

カジモド／元吉優哉 
フェビュス／アルマン・ウラーゾフ　ほか

指　揮  デヴィッド・ガルフォース
演　奏  東京オーケストラMIRAI

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
※ペア席料金は２階席のみ　※F席3,000円を2/12（水）より　 にて発売
※当日券学生割引あり　※未就学児入場不可。　 Pコード  497-819
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

牧

3/14（土） 15：00開演
3/15（日） 14：30開演大ホール シ メ ぴ カ 

e+ 牧 楽

牧阿佐美バレヱ団 「ノートルダム・ド・パリ」（全2幕）

5/16（土）  14：00開演大ホール シ メ 
ぴ e+

500年以上の歴史があり、世界中の人たちから愛さ
れ続けているウィーン少年合唱団。心を癒す「天使の
歌声」をシビックホールでお楽しみください。

出　演  ウィーン少年合唱団 シューベルト組
曲　目  J．シュトラウス2世／美しく青きドナウ、岡野貞一／ふるさと、 米津玄師／パプリカ　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  168-874
※学生割引あり（S席2,500円、A席2,000円）1/7（火）よりシビックチケットでのみ受付。
※5歳未満入場不可

文京区在住・在学の小学生対象の無料招待あり。詳細はHPをご覧ください。 
https://www.b-academy.jp/hall/

ウィーン少年合唱団

©www.lukasback.com

出　演  宮
く な い ち ょ う し き ぶ し ょ く が く ぶ

内庁式部職楽部
曲　目  ［管絃］壱

いちこつちょうのねとり

越調音取
 春

しゅん のう でん じゅ は

鶯囀入破
 朗詠 春

はる

過
すぎ

、武
ぶ

徳
とく

楽
らく

 ［舞楽］打
た

球
ぎゅう

楽
らく

、狛
こま

桙
ぼこ

全席指定   S席 5,000円　A席 4,000円　 B席 3,000円
※ 学生割引あり（S席2,500円 A席2,000円）、1/21（火）よりシビックチケットでのみ受付
Pコード  171-724

5/30（土）  16：00開演大ホール シ メ 
ぴ

千三百年を超える伝統を持ち、重
要無形文化財である宮内庁式部
職楽部による雅楽の特別公演。

※当日券の販売はございません

完売
御礼

夜クラシック2020-2021 シーズンセット券 好評発売中！
人気アーティストが勢ぞろい！　極上の音楽で安らぎのひとときを。 2020－2021シーズン全４公演をお得なセット券で販売しています。

曲目はシビックホールホームページ（https://www.b-academy.jp/hall/）をご覧ください。〈各回19：30開演〉
7月2日（木） 9月18日（金） 11月13日（金） 2021年2月19日（金）

ヴァイオリン  前橋汀子
ピアノ  松本和将

ピアノ  仲道郁代
ヴァイオリン  成田達輝
チェロ  上野通明

ヴァイオリン  神尾真由子
ピアノ  ミロスラフ・クルティシェフ

エール弦楽四重奏団
Vol.25 Vol.26 Vol.27 Vol.28

※ シーズンセット券はS席のみ販売
します。

※ シーズンセット券 は 全 4 公 演
（Vol.25～28）同一席となります。
お席の変更はお受けできませんの
でご了承ください。

※ 1回券（S席3,000円、A席2,000
円）の発売日は順次発表いたします。

※ シビックチケットで電話予約・窓口
販売のみ受付。他プレイガイドで
の販売はございません。

1回券 S席 3,000円 × 4公演
 ＝ 12,000円

4公演（Vol.25〜28）セット券
全席指定  S席 9,000円

3,000円OFF

前橋汀子 神尾真由子松本和将 ミロスラフ・クルティシェフ
©篠山紀信

仲道郁代
©Kiyotaka Saito

成田達輝
©Marco Borggreve

左から 山根一仁、田原綾子
毛利文香、上野通明

©Hideki Shiozawa

上野通明
©Takaaki Hirata

アンドレア・ 
バッティストーニ

©Takafumi Ueno

©Yoshinobu Fukaya 
aura.Y2

木下美穂子

自然の厳しさ、やさしさに向き合い生きる少女マルーシャのお話
を是非、ご家族で！  有名な「森は生きている」のもととなったお話
です。

人形劇団プーク
スロバキアの民話より
“12の月のたき火”

1/18（土）  ①10：30開演　②14：00開演小ホール シ メ 
ぴ e+

全席指定  2,500円　 Pコード  496-521

14時の回は
公演終了後、

バックステージ
ツアー有！

推奨年齢
3歳～

※ 通常の夜クラシックシリーズと開演時刻が異なりますので、
ご注意ください（15：00開演）。 重要無形文化財 宮

く
内
ない

庁
ちょう

式
しき

部
ぶ

職
しょく

楽
がく

部
ぶ

雅
が

楽
が く

 特別公演

3/29（日） ①11：00開演
②14：00開演

残席僅少
大ホール シ メ 

ぴ e+

司会・歌  瀧本 瞳　 演　奏  シエナ☆フルーツ音楽隊、奥田恭子（ハープ）　ほか
曲　目  にじのむこうに、ひとりぼっちの羊飼い、マンボNo.5　ほか

全席指定  2,500円　 Pコード  165-866

2/29（土）
3/  1（日） 11：00開演小ホール シ メ 

ぴ e+

フルーツの国のおんがくパーティー♪
～ひとみ姫と世界旅行にでかけよう！～

ひとみ姫とフルーツ☆音楽
隊がフルーツ王国を飛び出
して世界のいろんな音楽と
出会う旅に出かけるよ♪
みんなで歌ったり、手遊び
するコーナーもあるよ！

出　演  新沢としひこ 
ケロポンズ

曲　目  にじ 
エビカニクス 
世界中のこどもたちが 
はらぺこあおむし 
はじめの一歩　ほか

全席指定  一般 1,000円
 小学生以下 500円
Pコード  643-827

新沢としひこ＆ケロポンズ
ファミリーコンサート

子どももおとなも、みん
なで一緒にうたって踊ろ
う！！

推奨年齢
2歳～

©Hikaru Hoshi

シ 期間限定
3月31日（火）まで



シ 区民先行
2/15(土)　　　

電話予約のみ、1日限定
メ  メンバーズ先行
2/16(日)　　

　　　〜17(月) 

チケット発売
シ  メ  ぴ

2/24（月・休）

Pコード 173-996

10：00〜19：00

10：00

23：59

10：00〜

8 令和2年1月号（通巻第229号）

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

ぴ 電子チケットぴあ ☎0570-02-9999 https://t.pia.jp/
e+ イープラス https://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/
C  CNプレイガイド ☎0570-08-9999

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

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�t03-5803-1111
受付：10：00～19：00 土・日・祝休日も受付

シ 区民先行
2/8(土)　　

電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
2/9(日)　　　

　　　〜10(月) 

チケット発売
シ  メ  ぴ

2/15（土）

Pコード 174-008
e+

2/16（日）

10：00〜19：00

10：00

23：59

10：00〜

10：00〜

補 聴 器

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/　　　フルートオーケストラ 他

プレスト音楽教室 検索

音　楽　教　室

ノ

音大·音高
受験科コース

NEW

レンタルルーム グランドピアノ付16帖 他大小10室

現役音大講師、特別講師により音大、
音高への入学を目指します。実績多数。
トランペット、フルート、クラリネット、ファゴット、
テューバ、コントラバス、ホルン、声楽、弦楽器、
ピアノ各専攻、ソルフェージュ、楽典、副科ピアノ
当教室のみで、専攻含めすべての対策が可能

44 5・土 日
会員以外の参加可能（ご相談下さい）
文化シヤッターBXホール（春日・後楽園）
入場無料

第20回発表会開催

英 語 教 室

6月6日（土） 15：00開演

9月5日（土） 15：00開演

11月28日（土） 15：00開演

2021年 3月27日（土） 15：00開演

指　揮  小林研一郎　 ヴァイオリン  戸澤采紀
曲　目  ヴァイオリン協奏曲、交響曲第7番

指　揮  小林研一郎　 ピアノ  小林亜矢乃
曲　目  ピアノ協奏曲第5番「皇帝」、交響曲第6番「田園」

指　揮  小林研一郎　 ピアノ  小山実稚恵
曲　目  ピアノ協奏曲第3番、交響曲第5番「運命」

指　揮  小林研一郎　 ソプラノ  小林沙羅
メゾソプラノ  清水華澄　 テノール  西村 悟　 バリトン  大西宇宙
合　唱  東京藝術大学音楽学部声楽科学生
曲　目  劇音楽「エグモント」序曲、交響曲第9番「合唱付」

S席  18,000円
A席  15,000円
B席  13,000円

小林亜矢乃

小林研一郎
©K.Miura

©Hiromi Uchida

指　揮  山田和樹　 合　唱  東京混声合唱団
曲　目  世界の国歌・愛唱歌、さくらさくら、翼を 

ください、幸せなら手をたたこう　ほか
全席指定   S席 3,500円　A席 2,500円
※ 学生割引あり（S席２，０００円、A席１，５００円） 

2／11（火・祝）よりシビックチケットでのみ受付
Pコード  171-824

ヴァイオリン  石田泰尚　 ピアノ  中岡太志　 サックス  松原孝政
曲　目  モーツァルト／オペラ『魔笛』より「序曲」、 ピアソラ／ブエノスアイレスの夏 

ガーシュウィン／アイ・ガット・リズム　ほか
全席指定   S席 4,000円　A席 3,000円　 Pコード  171-475
※学生割引あり（S席3,000円）、2／11（火・祝）よりシビックチケットでのみ受付

指　揮  原田慶太楼　 ヴァイオリン  大谷康子　 ピアノ  横山幸雄
管弦楽  オーケストラ・アンサンブル金沢
曲　目  ヴィヴァルディ／「四季」より“春”“冬”、ショパン／ピアノ協奏曲第2番　ほか

全席指定   S席 5,000円　A席 4,000円　 B席 3,000円　
※ 学生割引あり（Ｓ席3,000円 Ａ席2,500円）、2/11（火・祝）よりシビックチケットでのみ受付
Pコード  170-681

ギター  荘村清志、 横村福音
フルート  斎藤和志

トークゲスト  武満真樹
曲　目  武満 徹／フォリオス 

オーバー・ザ・レインボー、 ヒロシマと
いう名の少年、 海へ　ほか

全席指定  4,000円
※ 学生割引あり（3,000円）1／27（月）より 

シビックチケットでのみ受付
全席指定  2,000円（1公演）　4公演セット 5,000円、3公演セット 4,500円、2公演セット 3,500円
※学生割引あり（1,000円（1公演））2/15（土）より受付 ※学割及びセット券はシビックチケットでのみ取扱い

6/7（日）  14：00開演 7/12（日）  15：00開演 10/25（日） 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+

クラシックから映画音楽、
ラテン、ジャズ、ポピュ
ラーまで、枠にとらわれ
ないアグレッシブな演
奏にご期待ください！

文京区・金沢市友好
交流都市協定締結
記念コンサート！ 豪
華出演者と名曲プロ
グラムで２０周年記
念事業のフィナーレ
を華やかに飾ります。

武満徹と深い親交のあった荘村清
志による、武満徹生誕90年を記念
したギター・リサイタル。様々な逸
話を交えながらおおくりします。

文京区にゆかりのある文人の作品を人気・実力を
兼ね備えた4名の演出家がリーディングドラマに
して上演する、文京シビックホールオリジナル企画。

 6/6（土）15：00　6/7（日）16：30

 6/20（土）15：00　6/21（日）16：30  6/20（土）17：30　6/21（日）14：00

夏目漱石/「三四郎」

坂口安吾/「風博士」 太宰 治/「富嶽百景」

演出・構成  田上 豊
出　演  緒方和也　ほか

演出・構成・振付・出演  スズキ拓朗
出　演  清水ゆり、ジントク　ほか

演出・構成  山本卓卓
出　演   未定

トリオ・リベルタ in Bunkyo オーケストラ・アンサンブル金沢 
in Bunkyo

荘村清志×武満 徹
～武満 徹生誕90年記念～

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!!

http://b-civichall.pia.jp/
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）
https://www.b-academy.jp/hall/

入会金・会費
は無料!!メ

5/29（金）  19：00開演 6/6（土）、6/20（土）  ①15：00開演  ②17：30開演
6/7（日）、6/21（日）  ①14：00開演  ②16：30開演小ホール 小ホールシ メ 

ぴ
シ メ 
ぴ

山田和樹東京混声合唱団
©Yoshinori Tsuru

※ セレクト割引は異なる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。セレクト割引と学生割引の併用はできません。

販売期間 1月12日（日）～6月6日（土）まで

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

6/7「山田和樹 × 東京混声合唱団」
 2公演 3公演

Ｓ席 3,100円 2,900円
Ａ席 2,200円 2,100円

7/12「トリオ・リベルタ」
 2公演 3公演

Ｓ席 3,600円 3,400円
Ａ席 2,700円 2,500円

10/25「オーケストラ・アンサンブル金沢」
 2公演 3公演

Ｓ席 4,500円 4,200円
Ａ席 3,600円 3,400円
Ｂ席 2,700円 2,500円

（※公演ごとにＳ、Ａ、Ｂ席を 
 お選びいただけます）

対象公演・割引価格

組み合わせ・買い方は自由自在！Point1

発売初日から、お席を選んで購入いただけます！Point2

トリオ・リベルタA席2,700円×1枚
　　＋
オーケストラ・アンサンブル金沢 Ｓ席4,500円×2枚

計3枚 13,000円が
➡2公演同時購入で
　　　　11,700円

（購入例）
トリオ・リベルタは
A席を一人で
オーケストラ・アン
サンブル金沢は
S席を二人で

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2弾〉」発売！

1,300円
お得！

2020-2021シーズン シリーズセット券
ベートーヴェン生誕250年
小林研一郎指揮 オール・ベートーヴェン・プログラム

響きの森クラシック・シリーズ全4回

好評発売中！

期間限定
3月15日（日）

まで

チケット発売
シ  メ  ぴ

1/13（月・祝）

Pコード 171-826
10：00〜

チケット発売
シ  メ  ぴ
2/1（土）

Pコード 499-619
10：00〜

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

世界を駆ける若きマエストロ・山田和樹と、日本を代表する合唱団・東京混声
合唱団による特別演奏会。世界各地で歌い継がれ、親しまれてきたアンセム（愛
唱歌）を中心にお届けします。

山田和樹×東京混声合唱団

Vol.72

Vol.73

Vol.74

Vol.75

©Hiromichi NOZAWA

トリオ・リベルタ
原田慶太楼 横山幸雄大谷康子

©Masashige Ogata©Claudia Hershner ©アールアンフィニ

文京シビックホールオリジナル 現代音楽シリーズ

テレビ番組でもお馴染み、
人気落語家の林家たい平
がシビック寄席に再び登
場。親しみやすいサービス
精神旺盛な落語をお届け
します。

出　演  林家たい平、 翁家和助（太神楽）
全席指定  大人 3,000円
 子ども（4歳〜中学生） 1,500円
Pコード  497-108

※大人券のみの購入はご遠慮ください。（子ども券
を購入している場合は、大人券のみの追加購入は可）
※小学生以下の方のみの入場はできません。

出　演  林家たい平　ほか
全席指定  3,500円

2/11（火・祝）
14：00開演

5/15（金）
19：00開演小ホール 小ホールシ メ 

ぴ
シ メ 
ぴ

文京シビック寄席 特別編

林家たい平 
おやこ落語会

文京シビック寄席

林家たい平独演会

©Kyoichi Komazaki

6/6（土）
15：00開演大ホール シ メ ぴ 

指　揮  小林研一郎　 ヴァイオリン  戸澤采紀
管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団
曲　目  ベートーヴェン／ ヴァイオリン協奏曲 

交響曲第7番
全席指定  Ｓ席 4,000円　A席 3,000円
 B席 2,500円
※ 本公演をシリーズ年間セット券として販売して

いるため、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。

小林研一郎指揮
オール・ベートーヴェン・プログラム第1弾

Vol.72

7/1（水）  19：00開演

2/9（日）  11：00開演

大ホール

大ホール

シ メ 
ぴ e+

シ メ 
ぴ 

演　奏  レ・ヴァン・フランセ
曲　目  プーランク／六重奏曲　ほか

全席指定  Ｓ席 5,000円　A席 4,000円
 B席 3,000円
※ 学生割引あり（S席3,000円 A席2,500円） 

3/15（日）よりシビックチケットでのみ受付

写真左から　ジルベール・オダン（バソン）、エマニュエル・パユ（フ
ルート）、ラドヴァン・ヴラトコヴィチ（ホルン）、エリック・ル・サージュ（ピ
アノ）、ポール・メイエ（クラリネット）、フランソワ・ルルー（オーボエ）

審査員  天野正道（審査委員長） ほか
チケット  ＳＳ指定席 2,500円（前売のみ）

 S指定席 2,000円（当日2,500円）
 A自由席 1,500円（当日2,000円）　 Pコード  169-237
お問合せ  ジャズ＆ポップスコンテスト事務局 090-3098-9212

木管楽器の名手たちによるアンサンブル“レ・ヴァン・
フランセ”が紡ぐ、至上の響きをご堪能ください。

故 真島俊夫（作曲家）が大会総監督を務め、
吹奏楽の多様な魅力をアピールする企画と
して注目を集める、「シンフォニックジャズ＆
ポップスコンテスト全国大会」を今年も開催！

レ・ヴァン・フランセ文
ふみ

の京
みやこ

リーディングドラマ
文豪たちのことば 〜文学作品×朗読×演劇〜

第８回 シンフォニックジャズ＆ポップス
コンテスト全国大会

真島俊夫 チケット発売
シ  メ  ぴ

1/26（日）

Pコード 499-519
10：00〜

5/23（土）  ①11：00開演  ②15：00開演小ホール シ メ

音楽の絵本～JIVE～文京区民（在住・在勤・在学者対象）＆
シビックホールメンバーズ限定公演

シビックホールでコンサートデビュー
しよう♪軽快なジャズ＆ポップスを
お届けします！

響きの森 きっずプログラム

シ 区民先行
2/9(日)　　

電話予約のみ、1日限定
（各回150席限定）

メ  メンバーズ発売
2/16（日）

シビックホールメンバーズ
のみの販売です。

10：00〜19：00

10：00〜

©Nicolas Tavernier
田上 豊

スズキ拓朗 山本卓卓

 6/6（土）17：30　6/7（日）14：00

泉 鏡花/「化鳥」
演出・構成  島 貴之
出　演  時田光洋、梨瑳子　ほか 島 貴之

4歳から
入場OK

上記3公演1回券
チケット発売 e+　1/12（日）

10：00〜シ  メ  ぴ　1/11（土）
10：00〜

※各公演1回券の発売日は確定次第、本紙、
ホームページ等でご案内いたします。　※車
いす席はB席と同料金となります。　※シビッ
クチケットで電話予約・窓口販売のみ受付。

清水華澄 西村 悟

小林沙羅

大西宇宙

©Takehiko 
Matsumoto

©Yoshinobu 
Fukaya(aura)

©NIPPON COLUMBIA

©Dario Acosta

小山実稚恵
©Kazuo Matsuura

予定曲目  ビタースイートサンバ 
ディズニー名曲メドレー 
踊り明かそう　ほか

全席指定  2,500円
＊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）
※通常のシビックチケット電話・窓口販売（区民先行を除く）ならびにチケッ
トぴあでの販売はありません。

シ


