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ご覧いただけます！

お好きな時に何度でもインターネットで動画をお楽しみいただける
文京シビックホール リモートコンサート・シリーズ。

ただ今、シエナ・ウインド・オーケストラのコンサートを配信中！！

詳しくは2面をご覧ください。

おうちでいつでも
楽しめる

配信中！！

Photo：K.Miura

5月15日（土）〜16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・シビックチケット・アカデミー文京は休業いたします。

次号の文京アカデミーSQUAREは6月5日発行です

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  t03-5803-1103

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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公演紹介

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。

アカデミー湯島 

 ※トイレ等の改修工事のため。

2021年7月15日（木）〜11月5日（金）

文京シビックホール
（大ホール、小ホール、練習室エリア、会議室エリア） 

※改修工事のため。再開時期については詳細が決まり次第お知らせします。

2021年4月1日（木）〜2022年秋ごろ

休 館 の お 知 ら せ

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

　ラインビデオ相談受付中→電話予約へ
文京スクエア持参の方



文京シビックホールは、2021年4月より行われている改修工事に伴い、
大・小ホールでの公演が一時休演となっています。
その間、動画をとおして芸術文化をお楽しみいただけるように、
期間限定で「リモートコンサート・シリーズ」を無料配信しています。
文京シビックホールのホームページへアクセスして、
お好きな時に何度でもお楽しみください。

URL https://www.b-academy.jp/hall/play_list/059800.html

曲 目

河辺公一／高度な技術への指標
東海林修／ディスコ・キッド
真島俊夫／吹奏楽のための交響詩 波の見える風景
保科 洋／風紋
櫛田胅之扶／雲のコラージュ
福島弘和／稲穂の波
福田洋介／吹奏楽のための「風之舞」
宮川彬良／僕らのインベンション

『吹奏楽 珠玉の課題曲集』
1970年代から最新曲まで、
吹奏楽コンクール課題曲の歴史をたどります。

曲 目

P.スーザ／ワシントン・ポスト 
P.スーザ／雷神 
P.スーザ／エル・キャピタン 
P.スーザ／星条旗よ永遠なれ 
古関裕而／スポーツショー行進曲  
古関裕而／オリンピック・マーチ  
古関裕而／栄冠は君に輝く
C.タイケ／旧友 
K.アルフォード／ボギー大佐 
G.ホルスト／吹奏楽のための第1組曲より 3．マーチ 

『古関裕而＆世界のマーチ』
昨今話題の“古関裕而”の作品をはじめ、
世界各地のマーチをお楽しみください。

東京フィルハーモニー交響楽団
指　揮 　渡邊一正　　 ピアノ 　中野翔太　　 管弦楽 　東京フィルハーモニー交響楽団　　 曲　目   グリーグ／ピアノ協奏曲

シエナ・ウインド・オーケストラ

指　揮 　井村誠貴
演　奏 　シエナ・ウインド・オーケストラ　　
ご案内 　富樫鉄火

好評
配信中 配信中〜2022年3月まで配 信 期 間

2021年6月〜2022年3月配 信 期 間もうすぐ
配信開始

こちらから
アクセス

大学プロデュース特別公開講座（日本女子大学学長講演会）
「人生 100 年時代の住まいの選択」
受講者募集

100 年前を辿れば、多くの人々にとって、住まいは選択するもので
はありませんでした。生業が土地と密着し、家という制度の中で多
くの人々が生きていたからです。その時代に比べれば、私たちは、
住む場所やともに住む相手を選択できるという自由を手に入れまし
た。一方で、この自由はリスクも孕んでいます。年間３万人と言わ
れる孤独死の件数はそれを物語っています。100 年の人生を豊か
に生きるために、私たちは、どんな住まいをどのように選択するべ
きなのでしょうか。様々な事例を紹介する中で、人生 100 年時代
の住まいの選択の可能性について、考えてみたいと思います。
日 	6月19日（土）	14：00～15：30
会 	日本女子大学	成瀬記念講堂（文京区目白台2-8-1）
師 	日本女子大学学長　篠原聡子　対 	どなたでも（15歳以上、中学生を除く）　
定 	100名（抽選）　 ¥ 	無料　
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

〆 	5月31日（月）必着
※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。
※新型コロナウイルスの感染状況により、会場変更となる可能性があります。
＊HPからも申込ができます。→https://www.b-academy.jp/

篠原聡子氏

シビックシアター☆トークショー
映画『縮図』上映とトークショー

協力：文京アカデミア生涯学習支援者の会
日 	6月24日（木）	開場12：30　開演13：00（16：00終了予定）
会 	区民センター	３A会議室
師 	徳田秋聲記念館学芸員　薮田由梨
内 	徳田秋聲生誕150年の今年、最高傑作と名
高い『縮図』を上映します。花柳界を生き抜く
女性の半生に挑んだ乙羽信子の熱演が光り
新藤兼人監督自ら代表作と称す名編です。

	 作品と秋聲について解説します。
¥ 	無料
定 	100名（抽選）
対 	文京区内在住・在勤・在学者	
（１５歳以上、中学生を除く）

〆 	6月14日（月）必着
申 	往復はがきに①「縮図」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

※往復はがき1枚につき1名でお申込みください。
※入場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）

申 	下記事業の申込先（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
受講の際はマスク着用・検温・手指消毒の徹底等にご協力ください。

文京区俳句大会 作品募集
五・七・五の韻律で、自然や生活を詠んでみませんか。
内 	兼題「天道虫（「てんとうむし」でも可）」自由題１句ずつ
の投句。選者選（特選６句、佳作１０句）を表彰。

	 ※作品は楷書で、漢字には必ずルビを振ること。
	 ［選者］ぶんきょう俳壇選者　佐怒賀正美・松澤雅世
対 	文京区内在住・在勤・在学者、区内の句会所属の方

￥ 	無料　〆 	6月11日（金）必着
申 	はがきに①俳句大会②兼題1句、自由題1句③住所
④氏名（ふりがな）⑤年齢⑥電話番号⑦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を明記し上記へ

スクエア4月号（vol.244）の
お詫びと訂正

4月5日発行のスクエア4月号5面の中段
「18ミリフィルムやDVDなどの保管」は
「16ミリフィルム…」の誤りでした。
お詫びして訂正します。

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

今年度は投句を募集し、選者の先生に選句していただきます。

2 令和3年5月号（通巻第245号）



3令和3年5月号（通巻第245号）文京アカデミー　　　　
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

アカデミー推進課　文化事業係

競技かるた発祥の地である文京区は、全日本かるた協会をはじめ、かるた記念大塚会館、全国的な
強豪かるた会が所在する「かるたの街」。名人とクイーンによるドリームマッチ、小倉百人一首から競
技かるたまで深く知ることのできる体験会や展示、文京区オリジナル「ちはやふる」グッズがもらえる
スタンプラリーなど、幅広いプログラムを開催します。キービジュアルは末次由紀氏描き下ろし「ちは
やふる」のイラスト！ぜひお越しください！
イベント詳細は、フェスティバル公式ホームページをご覧ください。https://karuta-fes.com
※当日は、手指消毒等の感染症対策を実施しますので、ご協力お願いします。
日  5月29日（土）、30日（日） ※企画展は5月22日（土）〜5月30日（日）　 対  どなたでも　 ¥  無料
主催：文京区、一般社団法人全日本かるた協会
共催：公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

①名人vsクイーンドリームマッチ 
競技かるたの男性選手トップ・名人と、女性選手トップ・クイーンの真剣勝負！
日  5月30日（日） 13：30～14：45（試合）、15：00～16：00（対談）
会  文京シビックセンター26階スカイホール
対  区内在住・在学・在勤　※試合中は、声・物音を立てずに観戦をお願いします。
定  20名（抽選）　 ¥  無料
②名人・粂原圭太郎八段による講演会
競技かるたで磨かれる頭脳と体力など、競技かるたの魅力をお話しいただきます。
日  5月29日（土） 14：00～15：00　 会  文京区民センター3階3A会議室
対  区内在住・在学・在勤　 定  80名（抽選）　 ¥  無料
①②について
申  ①「名人vsクイーンドリームマッチ」の申込フォーム https://forms.gle/PjtPkarP1dFhkmf76、 

②「名人講演会」申込フォーム https://forms.gle/vFwCSYj34TEQtnPW9にアクセスし、必要事項をご
入力ください。後日、ご入力いただいたメールアドレス宛に、当選・落選メールが送られます。（申込は2名まで）

〆  5月12日(水)必着

【シビックセンター】 22日(土)～30日(日)

1F ギャラリーシビック ★ 企画展「競技かるたの世界展
〜文の京とちはやふる〜」

1F アートサロン ★ 企画展「競技かるた その美に迫る」

【シビックセンター】 29日(土)、３０日(日)
26F スカイホール 名人vsクイーンドリームマッチ・対談 ※２
4F 会議室A ★ ボッチャ体験
4F 会議室B　 競技かるたONLINE体験
4F 和室1 This is 競技かるた〜和装試合〜

4F シルバーホール ★ バリアフリーかるた・お坊さんめくり体験、
国際かるたの歩み展

3F 会議室A・B ★ 百人一首クイズ
3F 会議室C ★ かるた札展示
B1F レクホール ★ 百人一作展

【講道館】 29日(土)、３０日(日)

7階 大道場
※8階アリーナにて
　観覧できます。

競技かるた発祥の地
文の京カップ
大学生の部 （29日）
公開練習試合 (30日)

6階 小道場 ★ 競技かるた
・文京かるた体験

【区民センター】 29日(土)、３０日(日)
3F　会議室A 名人講演会（29日） ※２
2F　会議室A・B ★ かるた謎解き
2F　会議室C・E 百人一首検定

★スタンプラリー対象イベント
※１　内容・時間等は変更になる場合がございます。
※２　事前申込あり、申し込みは下記へ。

小倉百人一首フェスティバル
2020 in Tokyo 

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 観光担当
K03-5803-1174

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

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～5月26日（水）
会  シビックセンター地下１階吹きぬけ周囲
内  音や香りなど目に見えないものや日常の中で体験した

高揚感をきっかけにして作品をつくります。作品の色と
線、リズムがつくる調和をお楽しみください。

¥  無料

アートウォール・シビック「渡辺有葵展」

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 ☎03-3944-9811

楽しいフラダンスレッスン フラ ハラウ オ ヘレイピリナヘ主宰
菅原和美

5/28～8/6
金曜日 全10回 18：00～19：00 15名 10,000円

（諸費含む）
楽しい生け花　※家元より許状授与有 池坊清生流家元

斉藤草伴
5/29～8/7
土曜日 全8回 11:00～12:00 15名 12,000円

（花代含む）
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 ☎03-3946-9667

ラテン音楽とパーカッションの魅力 パーカッショニスト
山瀬哲郎 6/12（土） 13:00～15:30 20名 3,050円

ピアノの機能とメンテナンス 東邦音楽大学・東邦音楽短期大学教授
國谷尊之 6/19（土） 10:00～12:00 50名 3,050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 ☎03-3811-1696

SDGs実現への期待とESG 東海大学教授
勝田 悟 5/15（土） 13:00～14:15 50名 無料

ことばの力 ―人類の歴史と感染症、その生活 JT生命誌研究館館長・歌人
永田和宏 5/22（土） 13:00～14:15 50名 無料

東洋大学 会  東洋大学白山キャンパス　 問  エクステンション課 ☎03-3945-7635

 アートと社会～教養が身につく美術鑑賞入門
東洋大学准教授
増子美穂　

6/5～7/3
土曜日 全3回 10:40～12:10 95名 3,300円

《ハイブリット型講座》
介護する覚悟、介護される覚悟

東洋大学准教授
八木裕子　

6/5・19
土曜日 全2回 13:00～14:30 対面：35名

Web：95名
対面：3,300円

Web：2,200円
日本女子大学 問  生涯学習センター ☎03-5981-3755

 
「コレクター 福富太郎の眼」展
～昭和のキャバレー王が愛した絵画～

東京ステーションギャラリー学芸室長
田中晴子 5/14（金） 13:20～14:50 30名 2,200円

 
「日本女子大の歴史コース」 全8シリーズ
①「日本女子大学」とは何か

日本女子大学名誉教授
片桐芳雄 5/22（土） 13：30～14：30 100名 2,200円

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 は、オンライン講座となります。

かるたフェスティバル公式 HP

パラリンピック100日前イベント  
in BUNKYO

8 月 24 日（火）の東京 2020 パラリンピック競技大会開催が迫ってきました。文
京区は開催 100 日前を記念し、区では更なる気運醸成を目指し、東京 2020 聖
火リレートーチと 1964 年東京大会聖火リレートーチの展示など、その他大会関連
展示を多数掲出します。皆様、是非ご来場ください。
・東京2020聖火リレートーチの展示
・東洋学園大学関係展示（1964年東京大会聖火リレートーチ）
［その他大会関連展示］
・東京2020パラリンピック競技大会の22競技のバナー展示
・東京2020公式アートポスターの展示
・東京2020関連映像の放映
・パラスポーツ体験（ボッチャ）
日  5月18日（火）、19日（水）
会  シビックセンター1階ギャラリーシビック
対  どなたでも
問  スポーツ振興課オリンピック・パラリンピック担当　TEL 03-5803-1309

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！

平成２９年３月に初版発行した、「ぶんきょ
うウォーキングガイドブック＆マップ」の
第３版が完成しました。（第３版では、ス
タート・ゴール地点を指定せず、柔軟にア
レンジして活用しやすく改訂しています）
今回のガイドブックには、効果的なウォー
キングの方法や健康な体づくりのため
の知識に加え、新たにコロナ禍における
ウォーキングの注意事項等を掲載しまし
た。コースマップには、文京区と関わりの深い文人たちゆかりの史跡をめぐる道や、オ
リンピック・パラリンピックに関連する道などのテーマを設定しま
した。外出自粛やテレワークのため、体を動かす機会が減ってい
る方は、ぜひご活用ください！
配布場所：区立のスポーツ施設、図書館、地域活動センター等
問  スポーツ振興課スポーツ振興係 区ホームページ

名人 vs クイーンドリームマッチ
申込フォーム

名人・粂原圭太郎八段による講演会
申込フォーム

Flower Lounge ～BUNKYO HANAMATSURI～

「浮遊するカタチの記憶」

25 階展望ラウンジが色とりどりのアートフラワーで大変身！！
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、区内の花まつりは中止を余儀なくされ、花を見に行くことも難
しくなりました。そこで、展望ラウンジ全体をアートフラワーで装飾し、美しい眺望とともに花々による
癒しの空間を演出します。会場では「文京花の五大まつり」を紹介するパネル展示や観光土産品の販
売も行います。
日  5月22日（土）～30日（日）
会  シビックセンター25階展望ラウンジ（入場無料） ※来場者多数の場合は入場制限を行う場合があります。
問  アカデミー推進課観光担当

中止

中止
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主 催 公 演 チ ケ ッ ト 情 報

提 携 団 体 チ ケ ッ ト 情 報

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）　●車いす席ご希望の場合は、主催者にお問い合わせください。

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/
牧 牧阿佐美バレヱ団オフィシャルチケット http://r-t.jp/ambt06
楽 楽天チケット http://r-t.jp/ambt
カ カンフェティ ☎0120-240-540　 http://confetti-web.com/
東 東京フィルチケットサービス ☎03-5353-9522 （平日10：00〜18：00）
B  Bunkamuraチケットセンター
 ☎03-3477-9999　 http://www.bunkamura.co.jp/mybunkamura/

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。

生涯学習講座

上記の講座名は、「全 17 講座」の一部タイトル抜粋です。
詳細は、「公開講座ホームページ」をご参照ください。

東洋大学 社会貢献センター（エクステンション課）
平日 9：30～13：00/14：00～17：00　TEL：03-3945-7635

【白山校舎】
都営三田線「白山駅」
又は東京メトロ南北線
「本駒込駅」徒歩 5分

※受講申込は「ホームページ」にて受付。葉書や電話等では申込できません。
※講座によって「対面型」「Web 型」のいずれかの形式となります。

公開講座
10：40～12：106/5（土） 他

6/5（土） 他

7/2（金） 他

13：00～14：30

アートと社会
～教養が身につく美術鑑賞入門

16：00～17：30ポストコロナ時代の死生観のために

介護する覚悟、介護される覚悟

巴蜀からみる『三国志』 10：30～12：007/17（土） 他

A10

A13

A8

A3

パソコン講座

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

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

ポピュラーピアノ
始まりました！

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/クラリネット/サックス/
オーボエ/ファゴット/ホルン/ハープ/チェンバロ/フルートオーケストラ/オンラインレッスン 他

8月29日（日）

音楽の友ホール（神楽坂・飯田橋）
13時開演予定

入場無料・予約制

状況により延期の場合があります

第21回発表会開催第21回発表会開催

ヴァイオリン/チェロ/フルート/ピアノ

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）

入会金・会費
は無料!!メ

東京文化会館 小ホール東京オペラシティ リサイタルホール

会場アクセス 会場アクセス 各回チケット料金

文京シビックホール改修中のため、今年度は他のホールで主催公演を開催します。〈公演時間は休憩なしの約70分です〉

たくさんの笑いと涙でつづる、極上コメディ。
国内バレエ団の上演は当バレヱ団のみ！

午後のひととき、マエストロのお話でほっこりリラックス。多彩な名曲アラ
カルトを、迫力のオーケストラ演奏でお楽しみください。

東京オペラシティ リサイタルホール 東京文化会館 小ホール
●�京王新線「初台駅」� �
東口 徒歩5分以内

●�小田急線「参宮橋駅」� �
徒歩約14分

●�都営地下鉄大江戸線� �
「西新宿五丁目駅」A2出口��
徒歩約17分
住　所  �東京都新宿区� �

西新宿3-20-2� �
B1F

●�JR「上野駅」公園口より� �
徒歩１分

●�東京メトロ銀座線・日比谷線
「上野駅」より徒歩5分
●�京成電鉄「京成上野駅」より�
徒歩7分
住　所  �東京都台東区� �

上野公園5-45

全席指定  1,500円
各公演のチケット発売日は決まり次第お知らせします。

合計6公演をお好きな組み合わせでお得に購入できる
「セレクトチケット」�も発売予定！
詳細は決まり次第、本広報紙及び、�
文京アカデミーHPに掲載いたします。

さらに！

〈第1回〉12月9日（木）19:00開演
出　演  山田武彦（ピアノ）、奥村�愛（ヴァイオリン）
曲　目  ワックスマン／カルメン幻想曲�

ベートーヴェン／ヴァイオリン・ソナタ第5番�ほか
〈第2回〉2022年2月17日（木） 19:00開演
出　演  山田武彦（ピアノ）、笹沼�樹（チェロ）
曲　目  サン＝サーンス／白鳥、ポッパー／ハンガリー狂詩曲�ほか

〈第1回〉2022年1月14日（金） 19:00開演
出　演  須川展也（サクソフォン）�

シエナ・サックス＆ビーツ（サクソフォン＆打楽器）
曲　目  ジョプリン／ラグタイム組曲　ほか

〈第2回〉2022年3月10日（木） 19:00開演
出　演  須川展也（サクソフォン）�

シエナ・サックス＆ビーツ（サクソフォン＆打楽器）
曲　目  フォスター／草競馬、金髪のジェニー、スワニー河　ほか

※�新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、営業時間を変
更する場合がございます。最新の情報はシビックホールHPで
ご確認ください。https://www.b-academy.jp/hall/

シビックチケット予約専用電話

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

（但し、5/15、16は休業）

6/26（土） 14：00開演、 18：30開演、 27（日） 14：00開演  ※約2時間（休憩含む)

6/9（水） 14：00開演

新国立劇場
中劇場

Bunkamura 
オーチャードホール

シ ぴ e+ 
牧 楽 カ

シ ぴ e+ 
東 B

牧阿佐美バレヱ団「リーズの結婚」～ラ・フィーユ・マル・ガルデ～

東京フィルの「渋谷の午後のコンサート」

出　演  牧阿佐美バレヱ団
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�11,000円　A席�8,000円　B席�5,000円
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)�www.ambt.jp

指揮とお話  尾高忠明　 管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団
曲　目  ストラヴィンスキー／バレエ組曲『火の鳥』（1919年版） ほか
全席指定 � �S席�5,700円　A席�4,600円
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）� �

※�この他にも、東京フィル主催公演取扱い中。東京フィル主催公演のスケジュールは� �
https://www.tpo.or.jp/をご確認ください。

事業提携団体（東京フィルハーモニー交響楽団、シエナ・ウインド・オー
ケストラ、太鼓芸能集団�鼓童、牧阿佐美バレヱ団）主催の一部の公
演について、シビックチケットにてチケットを販売しております。対象
公演については各団体のHP等をご確認ください。

提携団体主催の一部公演について、シビックチケットでもチケットを取り扱っています。

山田武彦 笹沼�樹奥村�愛
©Taira Tairadate©小島竜生 須川展也 シエナ・サックス＆ビーツ

©Takafumi Ueno

～シビックホールのコンサートをよりお楽しみいただくために～

響きの森プレミアム・コンテンツ
〈ホールHPよりご覧いただけます〉

コンサートの前に読みたい「アーティスト・インタビュー」や「オススメ公演の紹介」。
コンサート後に、余韻も楽しめる試聴ギャラリーなど、コンサートが楽しくなる情報が
盛りだくさん！�どなたでも、登録などの手続きなく、無料でご覧いただけます。

アーティスト・インタビュー

オススメ公演の紹介

Bunkyo Civic Hall on TV

試聴ギャラリー

様々なアーティスト達が公演に向けて意気込みを語ります

公演の魅力や聴きどころなどをわかりやすく解説

「リモートコンサート・シリーズ」や、アーティスト達による
スペシャルメッセージなどを配信中

どんな曲だったかな？ オススメ公演の演奏曲を無料でフル試聴

当選者の発表は、賞品（野球殿堂博物館 オリジナルパズル＆ボールペンセット／10名様）の
発送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。

4月号出題分の答え C 範
は ん

宙
ちゅう

遊
ゆ う

泳
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響きの森クラシック
in 東京オペラシティ

BUNKYO SIENA POPS
in 東京文化会館

夜クラシック
in 東京文化会館

東京フィルのメンバーがおおくりする「響きの森クラシック・
シリーズ」室内楽編。
精鋭メンバーによる期間限定のスペシャルステージ！

〈第1回〉10月8日（金） 19:00開演
出　演  東京フィルハーモニー交響楽団メンバー
曲　目  ヴィヴァルディ／弦楽四重奏曲「四季」　ほか

〈第2回〉2022年3月17日（木） 19:00開演
出　演  東京フィルハーモニー交響楽団メンバー
曲　目  プーランク／六重奏曲　ほか


