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詳しくは2面を
ご覧ください。

文京シビックホール 2019-2020

2019-2020 BUNKYO CIVIC HALL LINEUP

公演ラインアップ
 発表！

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

4月入学生募集！

平成30年12月1日（土）
～平成31年3月17日（日）

東京文京
学習センター
東京文京
学習センター

1/12( 土 )・2/23( 土 )
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！

相続相談駅ビル（後楽園駅直結）

◎外国語講座 （毎週1回/1年間）全18言語

◎日本語教師養成講座 (毎週火曜・木曜・土曜日)

生涯学習講座

アラビア語、ブラジル･ポルトガル語、広東語、中国語、
ダリー語、ヒンディー語、インドネシア語、韓国語、モンゴル
語、ミャンマー語、ペルシア語、ロシア語、スペイン語、
タイ語、チベット語、トルコ語、台湾語、ベトナム語

☆来年度開講講座の受講案内(無料)をお送りします。
　研究支援課までご請求ください。

～実習を重視した４２０時間コース～
（文化庁届出受理番号：H29070513017）

月号
平成31年1月5日発行

vol.217

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

発行部数／100,000部　区内新聞折込

1月号



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

文京アカデミー Square2 平成31年1月号（通巻第217号） QUARES

6月1日（土） 小ホール
音楽の絵本～JIVE～
8月24日（土）・25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20日（日） 大ホール

音楽の絵本～吹奏楽～

12月21日（土）小ホール
栗コーダーのクリスマス おやこの部
2020年1月18日（土）小ホール

人形劇団プーク
2020年2月29日（土）・3月1日（日）小ホール

フルーツの国のおんがくパーティー♪

故郷ハンブルクのオーケストラで聴くブラームスと
優美で力強い辻井伸行の「皇帝」

チェロマイスター4人による人気公演、再び！

チェコの至宝「チェコ・フィル」と、
日本が世界に誇るヴァイオリニスト樫本大進の共演！
チェコを代表する作曲家、ドヴォルザークが指揮をしてから120年以上の伝統を持つ世界
最高峰のオーケストラの一つ、チェコ・フィルハーモニー管弦楽団。絶大な人気・実力を誇る
ヴァイオリンの樫本大進とともに文京シビックホールに初登場。ホール20周年にふさわし
い豪華な共演をお見逃しなく！

選りすぐりの名曲を、四季を通じて堪能できる
人気のサタデー・アフタヌーン・コンサート
シリーズ５年ぶりの登場となる清水和音や初登場の村治佳織をは
じめ、多彩なソリストが充実の指揮者陣とともに登場します。さらに
バッティストーニによる“ニューイヤー・オペラアリア・コンサート”など、
見逃せないプログラムがラインアップ。シリーズ４公演を同じお席
でお楽しみいただける、お得なセット券も好評発売中！ （詳細は7面
をご覧ください。）

世界を舞台に活躍するピアニスト辻井伸行が、現代きっての名指揮者ケント・ナガノ率い
るハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団とともに、満を持して文京シビックホールに登場！
プログラムは三大ピアノ協奏曲の一つとして人気を博すベートーヴェンの「ピアノ協奏曲
第５番《皇帝》」と、ハンブルク生まれの作曲家ブラームスの「交響曲第１番」。世界の聴衆
を魅了し続けるケント・ナガノと辻井伸行の共演をお見逃しなく！

極上の室内楽をゆったり堪能するひととき
人気実力派アーティストが気さくなトークを交えながら名曲の数々
をおおくりする室内楽シリーズ「夜クラシック」。5周年を迎える
2019-2020シーズンは、フルート＆ハープ、ピアノ＆チェロの
デュオから、名手が集うスペシャル編成のアンサンブルまで、ゴー
ジャスかつ多彩な面々が揃いました。少し遅めの開演時間（19
時30分）なので、余裕をもってご来場いただけます。お得な4公
演セット券も好評発売中！ （詳細は7面をご覧ください。）

Ｎ響の精鋭チェリスト４人（藤森亮一、藤村俊介、銅銀久弥、
桑田歩）で結成される“クァルティーナ”が、2年の時を経て
文京シビックに再び。完売必至の、４人のチェロが奏でる圧
巻のハーモニーをお見逃しなく！

今も色あせない思い出のヒット・ナンバー！
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！ サックス界の重鎮、須
川展也と、日本が誇るトップ・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
をたっぷりとお聞きいただきます。また、文京シビックホール開館20周年を記念して、オリ
ジナル委嘱作品「トーキョー・ラプソディ2020」を初披露。「東京」をテーマに、様々な時代
を彩った懐かしいメロディーが次々登場します。どうぞお楽しみに！

ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団

堤 剛 仲道郁代

辻井伸行

吉野直子

シエナ・ウィンド・オーケストラ

ケント・ナガノ

上野星矢

須川展也

清水和音

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

夜クラシック2019-2020シーズン

ラ・クァルティーナ in Bunkyo 2019

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

チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
©Vaclav Jirasek

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

©Yuji Hori ©FelixBroede_kl©Benjamin Ealovega

©Akira Muto

©Hikaru.☆

©Ayako Yamamoto

渡辺香津美
©Yosuke Komatsu

Ｖｏｌ.21  7月5日（金） 
【フルート】上野星矢 
【ハープ】吉野直子
Ｖｏｌ.22  9月27日（金）　

【チェロ】堤 剛
【ピアノ】仲道郁代
Ｖｏｌ.23  11月8日（金）　

【バンドネオン】三浦一馬 
【ギター】村治奏一
【ピアノ】細川千尋 ほか
Ｖｏｌ.24  
2020年1月17日（金）　

【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

Vol.21

Vol.69

Vol.71

Ｖｏｌ.22

Ｖｏｌ.６8  ５月１８日（土）
【指揮】大友直人　【ピアノ】鈴木隆太郎
Ｖｏｌ.６9  ９月１４日（土）

【指揮】アンドレア・バッティストーニ
【ピアノ】清水和音

Ｖｏｌ.70  ２０２０年１月２５日（土）
【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
Ｖｏｌ.71  ２０２０年３月２８日（土）

【指揮】小林研一郎　【ギター】村治佳織

©Kiyotaka Saito ©鍋島徳恭 

10月24日（木）19:00開演

各回19:30開演 

10月25日（金）19：00開演（予定）

11月23日（土・祝） 15:00開演

FUJITEC presents ケント・ナガノ×辻井伸行
ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団

11月5日（火）19:00開演 

和太鼓の迫力とエネルギーを間近で体感！
観て、聴いて、叩いて楽しむ鼓童の“交流公演” が
2019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！ 親子で楽しむ太鼓ワー
クショップも同時開催！

文京シビックに“鼓童”がやってくる！ ぶんきょう交流公演
9月21日（土）開演時刻未定　

小
ホール

小
ホール

大
ホール

大
ホール

大
ホール

大
ホール

大
ホール

文京シビックホール2019-2020公演ラインアップ発表！ また、文京シビックホールは2020年3月で開館20周年を迎えます。 
今秋から始まる20周年記念事業のラインアップは今後のスクエア、ホームページ等で発表いたします。

一流アーティストがおりなす、夢と感動のひととき

2018年「東京フィル・親子で楽しむ“はじめての
オーケストラ”音楽劇『赤ずきんちゃん』」より

©相田憲克 

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♪

その他の
公演ライン

アップ

この他にも、今回紹介しきれなかった多数の公演を実施予定！ 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！ 

● 文京シビック寄席
● 野村万作・萬斎　狂言の夕べ
● 日本の響き、世界の調べ　第4回

● 佐渡 裕 × シエナ
● 栗コーダーのクリスマス
   オトナの部

● ぶんきょう演戯塾 卒業公演
● 区民参加オペラ CITTADINO歌劇団公演
● 夜クラシック・特別編

村治佳織

9月 12月
10月
11月

2月2日
2月16日
2月23日

 3公演セレクトチケット
〈第1弾〉発売決定！

詳細は8面を
ご覧ください。文京シビックホール特別企画

©Mana Miki 

©岡本隆史 

2019年 2020年



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
3平成31年1月号（通巻第217号）文京アカデミー　　　　

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。

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）

シビックシネマサロン
「鉄道員（ぽっぽや）」（16mmフィルム）（カラー／ 112分／1999年）

大ベストセラーとなった浅田次郎による同名小説を映画化。
雪深い北海道の町を舞台に、鉄道員として、不器用ながらも
まっすぐに生きた男の姿を綴った感動作。
監督：降旗康男　出演：高倉 健 / 大竹しのぶ / 広末涼子 ほか
日 	1月18日（金）	13:30～15:40
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。

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17日（日）	10：30～12：30
会 	アカデミー湯島（文京区湯島2-28-14）
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25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/

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

文の京・最先端生命科学講座第23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22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 「自己免疫疾患はなぜおこる？」
 　　  鍔田武志　東京医科歯科大学難治疾患研究所教授
 　 第２部 「蛋白質のかたちと新しい薬」
 　　  伊藤暢聡　東京医科歯科大学難治疾患研究所教授
 　 ※本公開講座は医療講演ではありません。
対  15歳以上（中学生を除く）　 定  90名（抽選）　 ￥  無料
〆  2月8日（金）必着

申  往復はがきに①「最先端生命科学23」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

＊HPからも申込ができます→https://www.b-academy.jp/
※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。

「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。

アカデミー茗台 開館のお知らせ
エレベーター及び空調等改修工事のため休館していたアカデミー茗台が、平成３１年３月1日(金)より開館
いたします。予約申込みは施設予約ねっとのご利用、またはシビックセンター２階・（公財）文京アカデミー、
最寄りの地域アカデミー（湯島・音羽・千石）の窓口にてお申込みください。

アカデミー湯島　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

1/26(土）ザ・キッチン　海苔巻き作り体験 14：00～16：00 事前申込制※１
03-3813-0456（古屋） 土

1/28(月）ドレミの会　声を合わせる楽しさを！ 10:00～11:30 当日自由入場制 月

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

2/1(金） 文韻書道会　生活に書の楽しみを 18:30～20:30 事前申込制※２
03-3941-7918（春名） 金

2/2（土） 詩吟國
こっ

暠
こう

会
かい

　詩吟体験 13：00～16：00 当日自由入場制 火・土

2/3（日） チェス・サロン・サークル
ドラフツ64を覚えよう!! 14:00～16:00 事前申込制

090-1406-4041（川口） 日

2/4（月） 文
ぶん

鳳
ぽう

書道会　書道体験 13:30～15:30 当日自由入場制
※２（なくても可） 月

2/5（火） 白梅会　囲碁を楽しむ 10:00～16:00 当日自由入場制 火

2/5（火）
女声合唱ディアナ
コーラス体験〜あなたの個性である声を 
活かしてみませんか〜

10:30～12:15 当日自由入場制 火

2/6（水） 成
なる

美
み

会　静物の写生 18：00～20：30 当日自由入場制 水

2/8（金） 文京篆刻教室
絵手紙に使える落

らっ
款
かん

印
いん

を作ってみましょう 13：00～15：30 事前申込制※３（なくても可）
03-3203-3470（原） 金

2/8（金）
秋田の文化を学ぶ会
西
に し も な い

毛音内盆踊り体験
13：00～17：30 当日自由入場制※４ 不定期

アカデミー音羽　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

1/27（日）一
つい

日
たち

会
かい

　人物（着衣モデル）スケッチ 13：30～16：00 当日自由入場制 日

1/29（火）舞夢　フォークダンスで世界一周 13：30～15：30 当日自由入場制※５ 火

1/30（水）手織の会
カランコ（織機）を使って手織作品を作る 13：00～16：00 当日自由入場制 水

2/7（木） 新婦人文京支部むぎ班小組
ラジオ体操、太極拳簡化24式・88式体験 10：30～12：00 当日自由入場制※５ 木

2/7（木） 陶芸むさし野　土と遊ぼう（陶芸） 18：30～21：00 当日自由入場制 木

※１ 持ち物：布巾2枚・エプロン・筆記用具　※２ 持ち物：書道具　　
※３ 持ち物：篆刻用具　※４ 持ち物：足袋または靴下　※５ 服装：動きやすい服・靴服装・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

ホームページ一時閉鎖のお知らせ　日時：1月20日(日)	10：00～19：00 ※時間は前後する場合があります。
文京アカデミーホームページはメンテナンスのため下記の内容で一時閉鎖いたします。ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
閉 鎖 箇 所 https://www.b-academy.jp/及び下層ページの全て　※下記サイトは通常どおりご使用いただけます。
 シビックホールメンバーズ(http://b-civichall.pia.jp/)、施設予約システム「施設予約ねっと」(http://www.yoyaku.city.bunkyo.lg.jp/)
お問合せ先	 公益財団法人文京アカデミー 管理課庶務係　TEL 03-5803-1102（平日9：00～17：00）

介護付有料老人ホーム

入試説明会
 1 月 1 2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 8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】2019年度入試 直前情報
【内　容】説明会、個別相談 等

★ 1 / 10 (木) 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
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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
「子どもの感情コントロールとトラウマ・ケア」

跡見学園女子大学講師
新井 雅 1/17（木） 10：40～12：10 100名

（事前申込制） 無料

心理教育相談所主催
「ひきこもり青年の理解と対応」

跡見学園女子大学准教授
板東 充彦 1/24（木） 10：40～12：10 100名

（事前申込制） 無料

心理教育相談所主催
「こころとからだを癒す－健康的な生活習慣を身につける
ヒント－」

跡見学園女子大学講師
前場 康介 2/9（土） 9：00～10：30 100名

（事前申込制） 無料

鹿屋体育大学 会  筑波大学東京キャンパス文京校舎　 問  総務課広報係 Tel 0994-46-4819

一流選手の特徴から学ぶ
～伸びる子どもを育てる方法～
※高校生以上から参加可

鹿屋体育大学准教授　
中本 浩揮 2/2（土） 10：00～11：30 30名

（申込順） 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）

特別展示「チャンディガールのル・コルビュジエ」の
ギャラリートーク

東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授
建築家　千葉 学 1/12（土） 13：30～14：00 30名前後

（事前申込不要） 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

「バッハの愛のメッセージ」 ヴァイオリニスト
松田 理奈 2/2（土） 14：00～16：00 110名 3,000円

皆で楽しくヴォーカル＆ダンス♪
東邦音楽短期大学
ダンス・インストラクター
難波 洋子

2/9・16・23
各土曜日 10：00～11：00 30名 6,000円

楽譜作成ソフトウェアSibeliusを使ってみよう！
基本操作編・続編

東邦音楽大学講師
湯浅 恭子

基本操作編
 2/16（土）
続編 2/23（土）

10：00～16：30 15名
一般 9,000円
本学在学生 
4,000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

続・英会話はじめの一歩（入門） バークレーハウス語学センター 
ネイティブ英語講師

1/15～3/5
火曜日 全8回 10：40～12：10 16名 16,800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

中国の名言シリーズⅡ 大東文化大学地域連携センター講師
打越 竜也

2/9～3/2
土曜日 全4回 15：00～17：00 20名 12,800円

（別途費用あり）

本阿弥光悦の5つの謎に迫る 文京学院大学生涯学習センター講師
キュレイター　和田 宗春

2/9～3/2
土曜日 全4回 13：00～14：30 20名 10,400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

会  会場　 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。

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！！

文の京コミュニティコンサート
東京都水道歴史館 フルート・トリオ コンサート

問  （公財）文京アカデミー ホール事業係　　
　　☎03-5803-1103（平日 9：00〜17：00） 

日 	2月24日（日）	14：00開演（13：30開場）
会 	東京都水道歴史館
 文京区本郷2-7-1　TEL 03-5802-9040
 御茶の水駅、水道橋駅、本郷三丁目駅各駅より徒歩約８分
出  シエナ・フルーツ［西田紀子、窪田恵美、重見佳奈］
曲  カステレード／ 

「笛吹きの休日」より　ほか
￥  入場無料　 定  70名（小学生以上）
当日13：00から整理券配付（先着順）

［共催］ 東京都水道歴史館　 
http://www.suidorekishi.jp/

文京シビックホールがお届けする区内施設でのコンサートシ
リーズ“文

ふみ
の京

みやこ
コミュニティコンサート”。

2 月24日、東京都水道歴史館でシエナ・フルーツによるフ
ルート・トリオのコンサートを開催いたします。

問題
文京シビックホール20周年記念事業の中で、海外オー
ケストラを招いて行う注目の2公演は、「チェコ・フィル
ハーモニー管弦楽団」と「〇〇〇〇〇・フィルハーモ
ニー管弦楽団」です。さて、○の中に入る5文字はA～
Cのどれでしょうか？ （ヒントは2面・8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18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 ドレスデン　B ミュンヘン　C ハンブルク

正解者の中から抽選で、旧岩崎邸庭園 ペア入園券と「金唐
革紙」のしおりのセットを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

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

広告募集
幅広い世代に読まれています！スクエア

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）

受　講　生　募　集 受　講　生　募　集
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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　 ￥  費用　 申  申込　 〆  締切　 問  問合せ先　 休  休館（園）日

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）　（文京シビックセンター17階北側）

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。

◆文化講座を開催中
　論語、漢詩、漢文、書道、吟詠、太極拳など
◆大成殿は土・日・祝日の公開。（10：00～17：00）※詳細はＨＰにて。

会  文京区湯島1-4-25 湯島聖堂内 

問  03-3251-4606

休  なし

史跡　湯島聖堂

◆竹久夢二　美人画展
　―わたし美人？―
　開催中（～3/31（日）まで）

会  文京区弥生2-4-2

問  03-5689-0462

休  月（ただし1/14は開館、 
翌15（火）休館） 
開館時間：10：00～17：00 
（最終入館は16：30）

竹久夢二美術館

◆常設展示：
　「建築博物誌／アーキテクトニカ」　 
◆特別展示
　「チャンディガールのル・コルビュジエ」
　開催中（～2/11（月・祝）まで）

会  文京区白山3-7-1

問  5777-8600（ハローダイヤル）
休  月・火・水（但し祝日は開館） 
開館時間 10：00～16：30 
（最終入館は16：00） 

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/architectonica/index_jp.html

東京大学総合研究博物館
小石川分館

◆哀惜の1919年─成瀬仁蔵・広岡浅子・
森村市左衞門・松浦政泰・平野浜

　没後100年展
　1/15（火）～3/2（土）

会  文京区目白台2-8-1

問  03-5981-3376

休  ～1/14、日・月曜日、祝休日、
2/1・2 
開館時間：10：00～16：30 
（土曜日は12：00まで）

日本女子大学成瀬記念館

◆大♡地図展－古地図と浮世絵
　開催中（1/14（月・祝）まで）
◆インドの叡智展
　1/30（水）～5/19（日）

会  文京区本駒込2-28-21 

問  03-3942-0280

休  火、1/15～29
 開館：10：00～19：00 
（入館は18：30迄）

東洋文庫ミュージアム

◆画業60年還暦祭
　バロン吉元☆元年
　開催中（～3/31（日）まで）

会  文京区弥生2-4-3

問  03-3812-0012

休  月（ただし1/14は開館、 
翌15（火）休館） 
開館時間：10：00～17：00 
（最終入館は16：30）

弥生美術館

◆主催展「漆×絵画のハーモニー
　蓮福美術館中国漆画展」
　1/24（木）～2/19（火）

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

◆常設展：
　戦没学生の遺稿遺品・資料

会  文京区本郷5-29-13

問  03-3815-8571

休  ～1/8、 火・木・土・日・祝 
開館13：00～16：00 
（団体は応相談）　

わだつみのこえ記念館

◆常設展示：
　嘉納治五郎師範や柔道草創期の貴重な
　資料・図書を公開

講道館柔道資料館・図書館 会  文京区春日1-16-30  

問  03-3818-4562

休  土・日・祝、1/1～6 
開館時間：10：00～17：00 

文京区の催し
スポーツ振興課 スポーツ振興係
K03-5803-1308
N03-5803-1356

アカデミー推進課 文化事業係
K03-5803-1120

（平日 8：30〜17：15）

第57回	文京区合唱のつどい
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20日(日)	11：00開演	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　 対  どなたでも　 ¥  無料　 申  当日直接会場へ

第62回	文京区日本舞踊のつどい
区内で日本舞踊の稽古をされている皆様に
よる発表会です。どうぞご来場ください。
日 	2月10日(日)	10：30～19：30（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  日本舞踊
対  どなたでも
定  325名（全席自由）
¥  無料　 申  当日直接会場へ

企画展
「新収蔵品展―区民からのおくりもの―」
「生誕１５０年・没後６０年記念	横山大観と
ぶんきょう」開催

日 	2月3日（日）～10日（日）	
	 10：00～18：00（最終日は12：00まで）
会 	ギャラリーシビック（展示室１）	
（文京シビックセンター1階）

¥  無料
内  これまで文京区には区民の方々から、洋画・日本画・

書・磁器等の多くの作品をいただいており、今年度
は、その中からおよそ40点を展示します。本展では
フランスで活躍した西村計雄の油彩画や、世界的に
著名なジョアン・ミロのリトグラフ、区民で重要無形
文化財（通称・人間国宝）に認定された田口壽恒氏
の金工など様々な作品をお楽しみいただける内容と
なっています。

 また今回は特別出品と
して、区ゆかりの画家・
横山大観が自身の母
校である湯島小学校に
揮毫し寄贈した日本画

「 富 士 」をあわせて公
開します。　この機会に
是非ご覧ください。

アートウォール・シビック
第16回美ｉｔ展

文京シビックセンター地下 1 階の壁面部分を利用した展示ス
ペース「アートウォール・シビック」は、若手芸術家の創作活
動の発表の場です。
日 	開催中（～1月30日（水）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の卒業生と、その指導

にあたった先生との師弟作品展です。
¥  無料 白井裕子「泳ぐペンギン」

西村計雄「カブト岩」（1991年制作／キャンバス・油彩）
（※）

田口壽恒「南鐐水指」（2006年頃制作／銀・鍛金）
（※）㈲ケイ・アイ・フォト撮影

横山大観「富士」（1940年制作／絹本・着色）

42歳頃の大観（（公財）横山大観記念館提供）

スポーツ振興課　スポーツ振興係　　【宛て先】〒112-8555 文京区役所　スポーツ振興課スポーツ振興係（住所不要）　（文京シビックセンター17階北側）

ぶんきょうウォーキングガイドブック&
コースマップを改訂しました！

貸切りバスで巡る	施設見学ショートツアー

平成28年度に作成した「ウォーキングガイドブック」と「ガイド
マップ」は、ウォーキング初心者の方にもわかりやすいと好評
です。ガイドブックでは、ウォーキングの効果から楽しく続けら
れる秘訣まで分かりやすく解説しています。さらに、コースの
改定を行い、新しいガイドマップを作成しました。より健康づく
りの参考になるように、コースごとの消費カロリーや大まかな
歩数を表示しています。また、ガイドブックでは、文京保健所の
保健師によるワンポイントアドバイスを加え、ウォーキングの
効用について、より詳しい情報を掲載しています。ぜひお手に
取っていただき、身近なスポーツであるウォーキングを楽しん
でください。
▶配付場所　文京シビックセンター、区内体育施設等

約１年半後に迫った東京 2020 大会をより身近に感じていただくために、23 区内に建設中
の新国立競技場や選手村等の、施設を見学するツアーを開催します。安全管理上、施設
内を見学することは出来ませんが、バスを降りて臨場感を体験できます。工事中の現場を
見学できるのは今だけです！半日のみのショートツアーですので、お気軽にご参加ください。
日 	1月27日（日）	9：30～12：00（予定）	
【集合時間・場所　9：00	文京シビックセンター】

対  文京区内在住・在勤・在学の高校生以上　 定  50名（抽選）　 ¥  無料
申  申込書をFAX（03-5803-1356）、郵送または往復はがきに①参加者全

員の氏名（ふりがな）・年齢②代表者の住所（在勤・在学の場合は所在地
も）・電話番号（当日連絡のつく番号）と返信用にもあて先を明記し上記へ

 ※1枚の往復はがきにつき４名まで（参加者に1名でも在住・在勤・在学の方が入っていれ
ば応募可）。申込書は区内スポーツ施設に配架。区HPにも掲載。

〆  1月15日(火)必着
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平成31年1・2月上旬（12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

12
（土）

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

03-3981-6052（9：30～20：00）
小 戦場カメラマン渡部陽一	
講演会「世界からのメッセージ」
18：30開場　19：00～20：30
全席指定/前売2,300円　当日2,800円
問  一般財団法人 田部井教育振興会 

03-5308-1952（9：00～18：00）
16

（水）
小 [10周年記念]アクティブ介護文京	
～文京みんなのつどい～
12：30開場　13：30～16：00
全席自由/入場無料
問  介護保険課介護保険相談係 

03-5803-1383（平日 8：30～17：15）
17

（木）
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）
18

（金）
小 第８回文京春日亭	
瀧川鯉昇・鯉八親子会
18：45開場　19：00～21：00
全席指定/3,000円
問  サンケイリビング新聞社 

03-5216-9235（平日 10：00～17：00）
19

（土）
大 フォーラム　がんと生きる	
～こころとからだ　私らしく～
12：30開場　13：00～15：30
全席自由/入場無料　※事前申込制
問  NHK厚生文化事業団 

03-5728-6633（平日 10：00～18：00）

1
月

19
（土）

小 順天堂大学第43回都民公開講座
12：30開場　13：00～16：00
全席自由/入場無料　※事前申込制
問  順天堂医学会 

03-5802-1586（平日 9：00～17：00）
20

（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  アカデミー推進課 文化事業係 

03-5803-1120（平日 8：30～17：15）
小 ニューイヤーコンサート2019

18：20開場　18：30～21：15
全席自由/入場無料
問  青柳正子　03-3813-2168

22
（火）

小 第十六回	三K辰文舎	落語＆ライブ
18：30開場　19：00～21：30
全席指定/3,500円
問  サンケイリビング新聞社 

03-5216-9235（平日 10：00～17：00）
25

（金）
大 石神井バレエ・アカデミー公演

18：15開場　19：00～20：30
全席指定/ S席10,800円　A席8,640円
  B席6,000円
問  カンフェティ　0120-240-540

27
（日）

大 第18回	ＮＥＣチャリティコンサート	
～子どもたちの未来のために～
12：50開場　13：30～15：30（予定）
全席指定/入場無料
※事前申込制（申込は締め切りました）
問  NECチャリテイーコンサート事務局 

03-3943-6677 
（平日10：00～18：00、1月5日は休）

小 第25回コミュニティプラザ
12：00開場　12：30～16：30
全席自由/入場無料
問  文京区青少年委員会（清水） 

090-3099-9367
小 浪曲師	春野恵子の世界	
in	東京	浪曲LIVE!
18：30開場　19：00～20：15
全席指定/前売1,500円　当日2,000円
問  一般財団法人 田部井教育振興会 

03-5308-1952（9：00～18：00）
28

（月）
～
30

（水）

大 神韻2019日本公演
28日（月） 18：15開場　19：00～21：15
29日（火） 13：15開場　14：00～16：15
  18：15開場　19：00～21：15
30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 

03-6907-3288（10：00～19：00）
28

（月）
小 ニューイヤー名曲の楽しみ	
文京ファミリーコンサート第５回
14：30開場　14：45～16：30
全席自由/ 前売1,500円　当日1,700円
  高校生以下600円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（9：30～20：00）
31

（木）
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）

2
月

1
（金）

小 平成30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）
3

（日）
小“ぶんきょう演戯塾”卒業公演「海の
見えるベンチで	君は」（手話通訳付）

詳細は7面をご覧ください
問  シビックチケット 

03-5803-1111（10：00～19：00）

9
（土）

大 シエナ・ウインド・オーケストラ	
第47回定期演奏会

詳細は7面をご覧ください
問  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）

10
（日）

小 文京区日本舞踊のつどい
10：00開場　10：30～19：30
全席自由/入場無料
問  アカデミー推進課 文化事業係 

03-5803-1120（平日 8：30～17：15）

1
月

5
（土）

小 二期会BLOCマミーシンガーズ	
ニューイヤーオペラコンサート
14：00開場　14：30～16：00
全席自由/2,000円　小学生以下1,000円
問  山本 

090-2200-6573

6
（日）

大 デアクライス・ブラスオルケスター	
ウインターコンサート
13：20開場　14：00～16：00
全席自由/入場無料
問  デアクライス・ブラスオルケスター演奏会事務局 

090-6799-4212

9
（水）

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
（木）

小 第32回文肢協音楽の集い
18：00開場　18：30～21：00
全席自由/1,000円
問  文

ぶん
肢
し
協
きょう
（小西） 

03-3813-7790

11
（金）

小 第３回	Circle	A-Sax
18：30開場　19：00～21：00
全席自由/一般3,000円　大学生以下2,000円
問  Circle A-Sax 

090-1948-9409（9：00～21：00）

12
（土）

大 響きの森クラシックシリーズVol.66
詳細は7面をご覧ください

問  シビックチケット 
03-5803-1111（10：00～19：00）

日  日時　 会  会場　 出  出演　 対  対象　 定  定員　 ￥  費用　 申  申込　 〆  締切　 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。

ア
カ
デ
ミ
ー
茗
台 

開
館
の
お
知
ら
せ

改
修
工
事
の
た
め
休
館
し
て
い
た
ア
カ
デ
ミ
ー
茗
台
が
、
平
成
31
年
３
月
１
日（
金
）よ
り
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
・
オ
ー
プ
ン
い
た
し
ま
す
。

ホームページ一時閉鎖のお知らせ　日時：1月20日(日)	10：00～19：00 ※時間は前後する場合があります。
文京アカデミーホームページはメンテナンスのため、上記日程で一時閉鎖いたします。ご理解いただきますようお願い申し上げます。（詳細は３面をご確認ください。）

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、来場者参加型避難訓練を実施します。訓練とともに、人気二ツ
目ユニット“成金”のメンバーから柳亭小痴楽、桂 宮治らによる寄席をお楽しみいただけます。
日 	3月24日（日）	13：00開場　13：30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 	ボンボンブラザース、柳亭小痴楽、桂	宮治	ほか
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。応募多数の場合は抽選。

抽選の場合は文京区内在住・在勤・在学者優先)
￥  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避難訓練寄席 ～人気二ツ目ユニット“成金”と避難体験しよう～

今年も大人のためのバックステージツアーを開催いたします。ホール客席だけではなく舞台上や舞台下など、普段は見る
ことのできない場所をご案内いたします。仕事終わりにシビックホールを覗いてみませんか？
日 	3月1日（金）	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。応募多数の場合は抽
選。抽選の場合は文京区内在住・在勤・在学者優先）

￥  100円（保険料込） ※当日持参

12申込方法
◆メールの場合
件名を「避難訓練寄席参加希望」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。
避難訓練寄席の宛先：bunkyocivic.hinan@gmail.com
バックステージツア―の宛先：civichall.backstagetour@gmail.com
〆  避難訓練寄席の締切　2月25日（月）
 　抽選結果は3月上旬までに通知
 バックステージツアーの締切　2月15日（金）
 　抽選結果は2月22日（金）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
※住所・氏名等の記入事項に不備がある場合は、返信できないこ

とがあります。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

◆往復はがきの場合
返信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・氏名も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

「避難訓練寄席」係、または「バックステージツアー」係

ボンボンブラザース柳亭 小痴楽桂 宮治

2バックステージツアー

©橘 蓮二©橘 蓮二
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日  日時　 会  会場　 内  内容　 出  出演　 対  対象　 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）

第266回シビックコンサート

日  1月23日（水）12：15～12：45
会  区民ひろば（文京シビックセンター地下２階）
出  �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〉
曲  パズル・ピース、平成メドレー、ジュピター　ほか
￥  無料（直接会場へお越しください。）

入場
無料！！

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

毎年人気のひとみ姫と
フルーツ音楽隊の
楽しいおんがくパーティー！
今年はおかしの国のおとも
だちと歌ったり、踊ったり、
手遊び歌で一緒に楽しん
じゃいましょう！

司会・歌  瀧本 瞳
演　奏  シエナ☆フルーツ音楽隊、 柿崎俊也（電子ピアノ）
曲　目  キャンディ・キャンディ、 チョコレイト・ディスコ、 アイスクリームの歌 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。ただし、お席が必要な場合は有料。）
Pコード  130-445

3/2（土）・3（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♪
～ひとみ姫とおかしの国のおともだち～

推奨年齢
2歳〜

2/9（土）  15：00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 47 回定期演奏会

指　揮  渡邊一正
吹奏楽  シエナ･ウインド･オーケストラ
曲　目  J.アダムス／ ショート・ライド・イン・ア・ 

ファスト・マシーン
 N.タノウエ／ココペリ･ダンス 

A.リード／アーデンの森のロザリンド
 P.グレアム／メトロポリス1927 

真島俊夫／波の見える風景（改訂新版）
 J.マッキー／ 吹奏楽のための交響曲 

「ワインダーク･シー」
全席指定  S席 5,000円
 A席 4,000円
 B席 3,000円
※ 学生割引はA・B席を各500円引（取扱いはシエナ事務局のみ）
Pコード  124-941　 Lコード  33606

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）

3/23（土）  15：00開演大ホール シ メ ぴ
e+ L

ロシアの至宝プレトニョフが贈るロシア音楽の神髄

指　揮  ミハイル・プレトニョフ（東京フィル特別客演指揮者）
ヴァイオリン  ユーチン・ツェン（＊）
管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団
曲　目  チャイコフスキー／スラヴ行進曲 

グラズノフ／ヴァイオリン協奏曲（＊） 
ハチャトゥリアン／バレエ音楽『スパルタクス』より「アダージョ」 
ハチャトゥリアン／交響曲第3番『交響詩曲』

全席指定  S席 8,000円　A席 7,000円　B席 6,000円
Pコード  127-002　 Lコード  34425

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）

Vol.67

ユーチン・ツェン
©Universal Music Ltd., Taiwan

●�21世紀の吹奏楽�第22回“響宴”
日	3月10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）

� �チケット発売 シ	メ	ぴ　
	 	Pコード：134-956
問 	“21世紀の吹奏楽”実行委員会事務局　
090-8685-3028

●�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）

★チケット発売中の公演

響きの森 きっずプログラム

ミハイル・プレトニョフ
©上野隆文

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 10,800円　A席 8,000円　B席 5,000円
 フレンドリー席（F席） 3,000円（2月15日㈮よりバレヱ団オフィシャルチケッ

トでのみ販売。座席選択不可。）
 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　※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。
 ※ 当日券がある場合学生割引あり（A席4,000円、B席3,000円）。
Pコード  490-525

お問合せ  牧阿佐美バレヱ団公演事務局　http://ambt.jp 
Tel 03-3360-8251（平日10：00〜18：00）

牧阿佐美バレヱ団 「プリンシパル・ガラ2019」
3/16（土）  15：00開演・17（日）  14：30開演大ホール シ メ ぴ カ 

e+ 牧 楽

「時の彼方に　ア ビアント」（ハイライト版） 
作曲：三枝成彰 
振付：牧 阿佐美、D.ウォルシュ、三谷恭三 
原作：島田雅彦

「Anniversary」（新作） 作曲：YOSHIKI 
振付：牧 阿佐美 
※当日、YOSHIKIの演奏はございません。

「ボレロ」 作曲：ラヴェル 振付：P.ブロイヤー
「ドン・キホーテ」第３幕 作曲：ミンクス 

振付：A.Ｍ.プリセツキー、V.サーヴィナ 
 （プティパ、ゴルスキー版に基づく）

「グラン・パ・ド・フィアンセ」 作曲：チャイコフスキー 
振付：ジャック・カーター

演　目

文京シビック寄席

春風亭一之輔 独演会

鬼才マッキーによる超大作「ワインダーク・ 
シー」のほか、最新の吹奏楽オリジナル 
楽曲を中心としたとっておきの選曲。

 「ボレロ」より

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。

文京シビックホールの公募のもと、8か月にわ
たり、演劇の稽古を重ねてきた16名のメンバー
による卒業公演！ 歌って♪踊って、楽しくて、
ちょっとほろりとする舞台を是非ご覧ください。

聴覚に障害がある方へ
シビックセンター2階、シビックチケット窓口には筆談ボードを用意しております。また、メール、
Faxでのお申し込みもお受けします。詳しくはホームページをご覧ください。
ホームページ／https://www.b-academy.jp/hall/
Fax／03-5800-2230　メールアドレス／civichall@b-academy.jp

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歳未満の方は入場いただけません。

2/3（日） ①13：00開演
②16：00開演小ホール シ

区民参加演劇 〜音楽劇ワークショップ〜“ぶんきょう演戯塾”卒業公演

「海の見えるベンチで 君は」手話通訳付き

区民参加オペラCITTADINO歌劇団 第19期生
ヴェルディ作曲/歌劇「椿姫」（原語上演・字幕付）

指　揮  平野桂子　 演　出  直井研二
キャスト  ヴィオレッタ／愛 もも胡、アルフレード／城 宏憲、ジェルモン／井上雅人　ほか
合　唱  CITTADINO歌劇団合唱団　 管弦楽  CITTADINO歌劇団オーケストラ

全席指定  S席 4,000円　　　　A席 3,000円　B席 2,000円　
Pコード  130-442

完　売

2/17（日）  14：00開演大ホール シ メ 
ぴ

純朴な青年アルフレードと高級娼婦ヴィオレッタ
の悲恋を描いたヴェルディ不朽の名作『椿姫』を
上演します。

文京シビックホール 大ホール
全席指定（税込） S席 4,000円／A席 3,000円／B席 2,000円

●東京メトロ 丸ノ内線・南北線「後楽園」駅【直結】
●都営地下鉄 三田線・大江戸線「春日」駅【直結】
●B-ぐる停留所1番 文京シビックセンター（春日駅前）

2019年2月17日日 14：00開演（13：30開場）

※未就学児のご入場はご遠慮ください。※やむを得ない事情により、出演者が変更になる場合があります。
※ご予約後の変更及びキャンセルはお受けできません。
※公演中止の場合を除き、ご入金後の払い戻しはいたしませんので、ご了承ください。

チケットのお求め・お問い合わせ

シビックチケット ☎03‐5803‐1111
文京シビックセンター2Ｆ　
10:00～19:00（土・日・祝休日も受付。ただし、12/28～1/4は休業）

チケットぴあ 0570‐02‐9999（Ｐコード：000-000）
※ＰＨＳ、一部携帯電話からはご利用いただけない場合があります。

ＰＣ http://b-civichall.pia.jp/
携帯 http://m.pia.jp/b-civichall.jp/

入会費・年会費無料

［主催］文京シビックホール（公益財団法人文京アカデミー）　［制作］NPO法人チッタディーノオペラ振興会

｜発売日｜2018年11月12日（月） 10:00～ ※発売初日はお席が選べません。

文京区民参加オペラ CITTADINO歌劇団 第19期生

本チラシのイラストは東京都立工芸高等学校デザイン科・
赤堀若葉さんの作品です。
公益財団法人文京アカデミーでは、文京シビックホールを
芸術文化の発信拠点として、地域と深く結びついた様々
な活動の展開を目指しています。

イラストについて

椿姫歌
劇椿姫

ヴェルディ作曲

歌
劇

原語上演・字幕付

キャスト

アンダースタディ［ヴィオレッタ］

愛 もも胡
［アルフレード］

城　宏憲
［ジェルモン］

井上 雅人
［フローラ］

中島 愛恵
［アンニーナ］

阿部 祥子
［ドビニー侯爵］
（ジェルモン アンダースタディ）

藤巻 希美彦
［ガストン子爵］

藤崎 優二
［ドゥフォール男爵］

高崎 翔平
［グランヴィル医師］

伊藤 純
［ジュゼッペ］
（アルフレード アンダースタディ）

松田 健

［ヴィオレッタ］

奈良原 繭里 
［ヴィオレッタ］

松島 歩
［アルフレード］

吉田 覚
［フローラ］

加藤 麻子
［アンニーナ］

二原 友里恵
［アンニーナ］

前田 洋子
［グランヴィル医師］

田中 浩一

［合　唱］CITTADINO歌劇団合唱団
［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

指 揮  平野 桂子
演 出  直井 研二
総合プロデューサー  根岸 健一

● CITTADINO歌劇団プロフィール
CITTADINO（チッタディーノ）とは、イタリア語で
「市民」という意味。2001年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、「ラ・ボエーム」
「カルメン」「トゥーランドット」「愛の妙薬」などの作
品を上演。

今回のチラシ・ポスターのイラストは、
東京都立工芸高等学校デザイン科  
赤堀若葉さんの作品です。

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

完売御礼
※当日券の販売はございません

3/22（金）  19：00開演小ホール

“夜クラ”５周年を記念し、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。［各回19：30開演／大ホール］
2019−2020シーズン全4公演をお得なセット券で販売いたします（期間限定）。

※セット券1セットにつき、特別編1枚を割
引料金でお買い求めいただけます。※特別
編は、シーズンセット券に含みません。セット
券とは別にお席をお選びいただけます。

※シーズンセット券はS席のみ販売いたします。※シーズンセット券は全4公演（Vol.21〜24）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。

シーズンとは別に、シリーズ5周年を記念して夜クラシック「特別編」を開催！
セット券購入者限定の特別割引を是非ご利用ください（3月31日までの期間限定販売）。

４公演（Vol.21～24）セット券
全席指定  Ｓ席 ９，０００円

１回券 S席 3,000円 × 4公演 ＝ 12,000円
3,000円
OFF

夜クラシック2019−2020 シーズンセット券

7月5日（金） 
フルート  上野星矢　 ハープ  吉野直子
9月27日（金） 
チェロ  堤 剛　 ピアノ  仲道郁代

11月8日（金） 
バンドネオン  三浦一馬　 ギター  村治奏一 
ピアノ  細川千尋　ほか

2020年1月17日(金) 
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

Vol.21

Vol.22

Vol.23

Vol.24

2020年2月23日（日）15：00開演　 ピアノ  中野翔太、金子三勇士、阪田知樹特別編

期間限定
3月31日（日）

まで

特別編　セット券購入者割引
全席指定  S 席 3,000円➡2,500円
全席指定  A席 2,000円➡1,500円

各500円
OFF

上野星矢

三浦一馬

堤 剛
©鍋島徳恭 

萩原麻未
©Marco Borggreve©Shigeto Imura

Vol.21

Vol.23

Vol.22

Vol.24

※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。

響きの森クラシック・シリーズ全4回をお求めやすい価格でご用意。
豪華ラインアップを4公演とも同じお席でお楽しみいただけます。
管弦楽／東京フィルハーモニー交響楽団　会場／文京シビックホール大ホール

5月18日（土）１５：００開演
大友直人が贈る、珠玉のロシア名曲プログラム

指　揮  大友直人　 ピアノ  鈴木隆太郎
※1回券の発売日等、詳細は8面をご覧ください。

9月14日（土）１５：００開演
名演必至！ 「バッティストーニ×清水和音」

指　揮  アンドレア・バッティストーニ（東京フィル首席指揮者）
ピアノ  清水和音

２０20年1月25日（土）１５：００開演
バッティストーニの“ニューイヤー” 
究極のオペラアリアとチャイコフスキープログラム

指　揮  アンドレア・バッティストーニ（東京フィル首席指揮者）
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

２０20年3月28日（土）１５：００開演
村治佳織の“アランフェス”とコバケンの“新世界より”

指　揮  小林研一郎　 ギター  村治佳織

Vol.68

Vol.69

Vol.70

Vol.71

4公演 17,500円S 席 3,500円OFF

4公演 14,500円A 席 2,500円OFF

4公演 12,500円B 席 1,000円OFF

期間限定
3月17日（日）

まで

2019―2020シーズン シリーズセット券
シ

春を待つ喜びを感じていただける、
明るく陽気な演奏をお届けします。
いろいろなリズムを響かせる、
マリンバの魅力をぞんぶんに
お楽しみください。

シ

1/12（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  前橋汀子(＊)
ソプラノ  幸田浩子(＊＊)　
テノール  ジョン・健・ヌッツォ(＊＊＊)
管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団　
司　会  朝岡 聡
曲　目  メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲(＊)

 レハール／喜歌劇『メリー・ウィドウ』より「ヴィリアの歌」（＊＊）
 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」(＊＊＊)　ほか
全席指定  S席 9,000円　　　　A席 8,000円　　　B席 7,000円
Pコード  122-905

完　売 完　売 残席僅少

豪華キャストと多彩なラインアップで贈る ！ 
“響きの森ニューイヤー・コンサート”

Vol.66
ニューイヤー・コンサート2019 小林研一郎

©K.Miura

前橋汀子

幸田浩子 ジョン・健・ヌッツォ

©篠山紀信

大友直人

アンドレア・バッティストーニ

小林研一郎

©Rowland Kirishima

©K.Miura

©Takafumi Ueno



シエナ・ウインド・オーケストラ
©Hikaru.☆
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間 も な く 発 売！！ 

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

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

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

ノ

フルートオーケストラ募集中！

レンタルルーム グランドピアノ付16帖 他大小8室

新しくフルートオーケストラを始めます。
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

第19回発表会開催

4月6日（土）・7日（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

補聴器 講習会＆相談会

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

ヴァイオリン 	山根一仁　 ピアノ  北村朋幹
曲　目 	シマノフスキ／神話－3つの詩	Op.30より 第1曲「アレトゥーサの泉」	

シューベルト／ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ第2番	イ短調D385	
ドヴォルザーク／4つのロマンティックな小品	Op.75より	第1曲	
ブラームス／ヴァイオリン・ソナタ第3番ニ短調Op.108　ほか

全席指定 	S席 3,000円　A席 2,000円　 Pコード  101-308

今、最も注目の若き俊英
によるデュオがいよいよ
夜クラシックに登場！
フレッシュなトークも
お楽しみに！

Vol.20 山根一仁
北村朋幹

山根一仁 北村朋幹
©TAKUMI JUN©K.MIURA

好 評 発 売 中！！
2/22（金）  19：30開演大ホール シ メ 

ぴ e+

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」が今年も開催！

審査員 	天野正道（審査員長）	ほか
チケット 	 SS指定席	2,500円（前売のみ）
	 SS指定席	2,000円（当日2,500円）
	 SA自由席	1,500円（当日2,000円）
Pコード 	133-739
お問合せ 	ジャズ＆ポップスコンテスト事務局　

090-3098-9212

第7回 シンフォニックジャズ＆ポップス
コンテスト全国大会

2/11（月・祝）  11：00開演大ホール シ メ 
ぴ

真島俊夫

5/18（土）  15：00開演

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 大ホール

シ メ 
ぴ

シ メ 
ぴ e+

シ メ 
ぴ e+

シ メ 
ぴ e+

大友直人が贈る、珠玉のロシア名曲プログラム

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
※	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。

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」
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
※	学生割引あり（S～Ｂ席各５０％引）3/16（土）より、シビックチケット
でのみ受付

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
※	学生割引あり（S～Ｂ席各５０％引）3/16（土）より、シビックチケット
でのみ受付

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
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	
栄冠は君に輝く、	東京オリンピックマーチ	
トーキョー・ラプソディ2020（文京シビックホール開館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
※	学生割引あり（S席・A席各５０％引）3/16（土）より、シビックチケット
でのみ受付

お得なシリーズ4公
演セット券も発売中！
詳しくは7面をご覧
ください。

Vol.68

シ 区民先行
1/27(日)　　
電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
1/28(月)　　　
　　　〜29(火)	

チケット発売
シ  メ  ぴ
2/2（土）

Pコード	136-908

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

シ 区民先行
2/9(土)　　

電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
2/10(日)　　　
　　　〜11(月・祝)	

チケット発売
シ  メ  ぴ

2/16（土）

Pコード	138-930
e+

2/17（日）

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

10：00～

シ 区民先行
2/9(土)　　

電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
2/10(日)　　　
　　　〜11(月・祝)	

チケット発売
シ  メ  ぴ

2/16（土）

Pコード	138-933
e+

2/17（日）

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

10：00～

L  シエナローチケ先行
2/8(金)　　
シ 区民先行

2/13(水)　　
電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
2/14(木)　　　
　　　〜15(金)	

チケット発売
シ  メ  L  e+
2/21（木）

Pコード	次号掲載

10：00～19：00

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

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×辻井伸行

ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団
BUNKYO SIENA POPS 2019
わが青春のポピュラーミュージック！

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シビックホール初登場！ 世界の聴衆を魅了し続けるケント・ナガノと辻井伸行が、

満を持して文京シビックホールに登場。

2018年からはじまった新シリーズの第2弾！	
今回は、サックス界の重鎮、須川展也と、日本が
誇るトップ・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。
文京シビックホール開館20周年を記念したオ
リジナル委嘱作品の初演にもご注目ください！

20周年イヤーとなる文京シビックホールでは、前半の目玉3公演を、お好
きな組み合わせでお得にご購入いただける「3公演セレクトチケット〈第1
弾〉」を販売します。

	 （公演ごとにS・A・B席をお選びいただけます）

（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
計3枚	22,000円　➡	2公演同時購入で18,700円	 15％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。た
だし、セレクトチケット割引と学生割引の併用はできません。

発売期間 2月17日（日）～10月23日（水）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）

セミヨン・ビシュコフ
ケント・ナガノ

須川展也 渡辺香津美

樫本大進
辻井伸行 シエナ・ウインド・オーケストラ

シ 区民先行
2/9(土)　　

電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
2/10(日)　　　
　　　〜11(月・祝)	

チケット発売
シ  メ  ぴ

2/16（土）

Pコード	138-935
e+

2/17（日）

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

10：00～

©Sheila_Rock ©Keita Osada
©Benjamin Ealovega ©Yuji Hori ©Hikaru.☆

文京シビックホール特別企画

「3公演セレクトチケット〈第1弾〉」発売！
最大20％お得になる

対象公演・対象席種
10/24（木）	 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
	 S席14,000円　A席12,000円　B席10,000円
11/	 5（火）	 ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団
	 S席14,000円　A席12,000円　B席10,000円
11/23（土・祝）	BUNKYO SIENA POPS 2019
	 S席5,000円　A席4,000円　B席3,000円

15％OFF上記公演から2公演を同時購入すると

20％OFF	 3公演を同時購入すると

組み合わせ・
買い方は 
自由自在！

Point 1
発売初日から、 
お席を選んで 
購入いただけます！

Point 2チェコ･フィルは
S席を一人で

SIENA	POPSは
A席を二人で

購入方法

6/15（土）  15：00開演大ホール シ メ
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曲の新曲初演（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（シエナ事務局でのみ取扱い）
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。

原田慶太楼
©Claudia Hershner

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

©Yosuke Komatsu

大友直人
©Rowland Kirishima

鈴木隆太郎


