
講座の詳しい内容は、2面をご覧ください。

夏のワクワクは、
楽しい学びから！

夏休みに楽しく学べる
子ども向け講座や親子で参加できる

講座が今年も勢揃い！
感動がいっぱいの未知なる世界を

ぜひご体験ください。

アカデミア
講座

令和 3年夏休み
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作りや
スライム作りなど、

この夏からの新しい講座も加わってさらに充実！

次号の文京アカデミーSQUAREは7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

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

補聴器

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。

《シエナ・ウインド・オーケストラ》
♪吹奏楽 珠玉の課題曲集

 ♪古関裕而＆世界のマーチ
《東京フィルハーモニー交響楽団》

♪グリーグ／ピアノ協奏曲

無料
配信中！

[改修工事による休館のお知らせ]　●文京シビックホール 現在休館中～2022年秋頃まで　●アカデミー湯島 2021年7月15日（木）～11月5日（金） 



夏休み子どもアカデミア講座
受講生募集！
対	文京区内在住・在学者（詳細は講座一覧をご覧下さい。）
〆	6月23日（水）必着（インターネットは同日の23：59まで受付）
申	往復はがきに①講座名（※6、7の講座は①か②、5、12の講座はAかB、4の講座はAかBと①か②を明記）
	 ②住所③子どもの氏名（ふりがな）④学校名⑤学年⑥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/

※詳細は「講座案内」または公益財団法人文京アカデミーHPを必ず確
認してください。

※複数講座お申し込みの場合は、往復はがき１枚につき１講座１名分で
お申込みください。

※受講料・教材費は事前支払。（詳細は、当選通知に記載）
※定員を超えた場合は抽選。　※受講は当選者ご本人に限ります。

子どもアカデミア講座一覧

夏休み子どもアカデミアは学びのポイントラリーに参加しています。

「地域の学び推進機構」が地域活動を活性化するために、自治体、市民団体、ＮＰＯ、民間企業、
大学などが地域で実施している子どものための教育プログラムを紹介、プログラムの参加
者にポイントラリーの要領でポイントをためていただくシステムです。ポイントを40ポイント
ためると「地域の学び推進機構」から認定証が発行されます。

詳しい内容についてのお問い合わせは下記へ
地域の学び推進機構		事務局		
〒101-0024	千代田区神田和泉町１-１０-５-１１０４
http://www.chiiki-manabi.org/

番号 講座名 講師（敬称略） 月日 曜日 時間 定員 対象 受講料 教材費 会場

1 こどものための哲学教室
－哲学ってなんだろう－

中央大学兼任講師
竹中真也 7月10日 土 14:00～16:00 20名 小学3～6年生 1,300円 なし 中央大学

後楽園キャンパス

2 紙立体でキャンドルづくり
～未来都市出現！？～

貞静学園短期大学教授
別府浩実 7月24日 土 10：00～12：00 15名 小学1～2年生 400円 700円 貞静学園短期大学

3 バランスの達人
～スラックラインと伝承遊び～

貞静学園短期大学講師
岩井幸博 7月27日 火 10：00～11：30 15名 小学1～6年生 400円 100円

(保険代） 貞静学園短期大学

4 南極くらぶ
～南極を知ろう、見よう、さわろう！～

NECネッツエスアイ
株式会社

Ⓐ7月27日
Ⓑ8月3日

Ⓐ　
Ⓑ火 ①10：00～11：30

②13：30～15：00 各15名 小学1～6年生 なし なし アカデミー文京
レクリエーションホール

5 ぴかぴかどろだんごを
作ろう

土絵作家
三木きよ子

Ⓐ7月28日
Ⓑ8月７日

Ⓐ水
Ⓑ土 10：00～12：00 各１０名 小学1～4年生 1,100円 1,100円 アカデミー文京

レクリエーションホール

6 自分の天体望遠鏡を
作ってみよう！

天文学普及プロジェクト「天プラ」代表
東京大学特任准教授
高梨直紘

7月29日 木 ①10：00～12：00
②14：00～16：00 各15名 小学1～3年生

※1、2年生は保護者同伴 500円 3,000円 アカデミー文京
レクリエーションホール

7 マイ海そうカードを作ろう！ お茶の水女子大学特任講師
里 浩彰 7月29日 木 ①13：00～14：30

②15：00～16：30 各6組 小学1～3年生と
保護者 1,000円 なし お茶の水女子大学

国際交流留学生プラザ

8 糸かけ曼
まん

荼
だ

羅
ら

を作ろう！
～数って不思議～

e-waldorf　IDEAL（イデアール）
シュタイナー算数・数学講師
水越朋美

8月2日 月 13:00～15:00 6名 小学3～6年生 1,500円 1,000円 アカデミー文京
レクリエーションホール

9 光るスライムを作ろう！ お茶の水女子大学
環境科学倶楽部 8月4日 水 10：30～12：00 15名 小学1～6年生 なし 500円 アカデミー文京

レクリエーションホール

10 紙１枚から立体を作る！
ペーパークラフト

ペーパークラフト・デザイナー／
ブック・デザイナー
吉原順一

8月4日 水 13：30～14：30 15名 小学1～6年生 700円 300円 アカデミー文京
レクリエーションホール

11 ～考えるチカラを伸ばす～
やってみよう！プログラミング

全国中学校理科教育研究会
支援センター	代表理事
高畠勇二

8月5日 木 13:30～15:00 6名 小学3～6年生 500円 なし アカデミー文京
レクリエーションホール

12 人工イクラ（アルギン酸ボール）
をつくろう！

文京学院大学女子高等学校教諭
岩川暢澄

Ⓐ8月5日
Ⓑ8月6日

Ⓐ木
Ⓑ金 13：30～15:00 各10組 小学1～3年生と

保護者 なし 1,000円 文京学院大学
女子中学校高等学校

13 iPadでアニメーションを
つくろう！

跡見学園女子大学教授
茂木一司 8月6日 金 13:30～15:30 20名 小学1～6年生 1,000円 なし 跡見学園女子大学

文京キャンパス

学びの

ポイント
ラリー

とは？

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。
内  師  第１部「生物進化に関わる新規遺伝子の獲得機構」
  東京医科歯科大学名誉教授
  　　  前 難治疾患研究所長　石野史敏
  第２部「ヒトゲノムの多様性と疾患
 　　　　  ～新型コロナはなぜ重症化するのか～」
  東京医科歯科大学難治疾患研究所教授　高地雄太
日 	６月２５日（金）１９：００～２１：００
会 	オンライン開催　対  １５歳以上（中学生を除く）
定  ５０名（抽選）　 ¥  無料　〆  ６月１５日（火）23：59まで　
申  オンライン開催のためWEB申込のみ
※文京アカデミーＨＰ

（https://www.
b‐academy.jp/）
から申込

※受講は当選者ご本
人に限ります。

第１０回
「文京・見どころ
絵はがき大賞」
作品募集

ベトナムで働く日本語教師・小松みゆき氏の同名原作を映画化。
監督	大森一樹　出演	松坂慶子 / 草村礼子	ほか
日 	6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  30名（抽選）　 ¥  無料　〆  6月11日(金)必着
申  往復はがきに①「ベトナムの風に吹かれて」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。
※当日は必ず当選はがき（または当選メールのプリントアウト）をお

持ちください。なお、入場時の密を避けるため、指定席になりま
す。入場開始は13:10です。　＊HPからも申込ができます。

緊急事態宣言延長により、中止となる場合があります。
必ず財団HPをご確認ください。→https://www.b-academy.jp/

スケッチや写真、イラストなど、文京区の見ど
ころを描いた「オリジナル絵はがき」を募集し
ます。皆さんの作品をお待ちしております。
対  文京区に関心のある方ならどなたでも
〆  6月10日（木）消印有効
申  〒112-0003　文京区春日1-16-21
 文京春日郵便局留　文京建築会
※応募方法、応募上の注意は必ず文京建築会

HPまたはfacebookで確認してください。
表彰 大賞ほか（表彰式 8/28）
問  NPO法人文京建築会事務局
 HP http://www.bunkyo-arch.org/

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。

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）

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　

文の京・最先端
生命科学講座第２８回

シビックシネマサロン
「ベトナムの風に吹かれて」
（114分／カラー／2015年）

高地雄太氏石野史敏氏
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今年、開館30周年を迎える文京ふるさと歴史館では、様々
な資料を収集してきました。今年度の収蔵品展では、これま
で収集してきた館所蔵資料の中から、小石川地域の名所に
まつわる資料を紹介します。絵画、書籍、絵図などは、昔の
名所を知ることができる貴重なものです。「あつま美人 後楽
園」は、小石川後楽園が一般には公開されていなかった明治
に描かれたもので、当時の様子がわかります。また、「雑司ヶ
谷音羽絵図」は、護国寺門前の音羽の特徴的な町割りが一
目でわかります。本展では江戸時代から昭和の初めにかけ
ての小石川の名所を、博物館の中でめぐることができます。
日 	6月19日(土)～7月25日(日)　10:00～17:00
会 	文京ふるさと歴史館（文京区本郷4-9-29）
￥ 	入館料100円(団体70円）、65歳以上・中学生以下は無
料、身体障害者手帳等提示で本人と介護者1名無料、森
鷗外記念館との入館料相互割引あり

休 	毎週月曜日

アカデミー推進課 文化資源担当室（ふるさと歴史館）

スポーツ振興課　スポーツ振興係

日 	７月17日(土)		14:00～15:30（予定）
会 	文京区民センター	２-Ａ会議室
内  7月16日から23日まで、文
京シビックセンター１階ギャラ
リーシビックにおいて、文京区
企画展「東京2020〜区内で触
れるオリンピック・パラリンピッ
ク展!!〜」を開催し、文京ミュー
ズネット加盟施設の講道館柔
道資料館・日本サッカーミュー
ジアム・野球殿堂博物館等の協力を得て、1964年の
東京オリンピック等で獲得した金メダルやユニホーム
等を公開します。これに併せて中畑	清氏（元プロ野球
選手）を講師にお招きしたトークショーを開催します。

師 	中畑	清氏
		 	（元プロ野球選手・アテネオリンピック野球日本代表監督）
対 	区内在住・在勤・在学者	 ￥ 	無料
定 	85名(抽選)
〆 	６月25日(金)必着
申 	区HP「電子申請」又は往復はがきに（1通2名まで）
	 ①「7/17トークショー」②全員の氏名（ふりがな）③全員
の住所④全員の電話番号⑤在勤・在学者は勤務先・学
校名と、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
	 ※手話通訳が必要な方や車いすの方はその旨明記

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  6月29日(火)まで
会  シビックセンター地下1階
 吹きぬけ周囲
内  はゆたゆは氏が牛の日常生活を
描いたデジタルイラストと、かっぱとジェントルマンが区を巡
る様子を描いた水彩画を展示します。

￥ 	無料

文京ふるさと歴史館
開館30周年記念  収蔵品展
小石川をめぐる－資料でみる名所－

令和３年度文京区企画展関連トークイベント
「中畑清氏のアテネ五輪話」
参加者募集

アートウォール・シビック
「うしとかっぱとジェントルマン」展

区民軟式野球大会
日  8月29日(日)～12月5日(日)
会  小石川運動場ほか
対 	区内在住・在勤・在学者で構成する
チーム（学連登録者は除く）

￥ 	チーム15,000円（申込時に納入）
申 	７月19日(月)	午後6時から8時までに
	 区民センター3階C会議室にて申込
問 	文京区軟式野球連盟　重本　TEL	090-5344-5164					
スポーツ振興課スポーツ振興係

※緊急時用に健康保険証の持参を推奨します。
※感染症対策の一環として、大会当日は参加者より体調確
認書の提出を求めます。	

3令和3年6月号（通巻第246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　 〆  締切　 問  問合せ先　 休  休館（日）

文京区の催し

日  6月27日(日)　10:30～17:00(予定)
会  宝生能楽堂（文京区本郷1-5-9）
内 	区内で活動する民謡・民舞愛好者の発表
対 	どなたでも	 定 	235名
￥ 	入場無料	 申 	当日直接会場へ

ぶんきょう民謡大会

令和3年度（第70回）
文京区謡曲大会出演者募集

～宝生能楽堂で謡ってみませんか～
日  9月4日(土)　12:30～17:00(予定)
会  宝生能楽堂（文京区本郷1-5-9）
内 	謡・仕舞・狂言小舞ほか(１グループにつき入退場を含め15分
以内)※詳細は募集要項をご覧ください。

対 	区内在住・在勤・在学者及び区内を活動拠点とするグループ
定 	20番程度(超えた場合は抽選)
￥ 	1番500円
〆 	６月21日(月)必着
申 	アカデミー推進課(文京シビックセンター17階)・アカデミー
文京（地下1階）・地域アカデミーで配布又は区HP掲載の申
込書・出演者名簿にご記入の上、下記の文京区謡曲連盟の
各流派代表者へ郵送にてお申込みください。

観世流	 〒113-0031	文京区根津1-4-1	 文京区謡曲連盟	 石野
宝生流	 〒112-0012	文京区大塚3-17-7	 文京区謡曲連盟	 阿部
喜多流、その他	〒112-0011	文京区千石1-8-12	 文京区謡曲連盟	 岩崎

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 文化資源担当室（ふるさと歴史館）
K03-3818-7221

アカデミー推進課 文化事業係
K03-5803-1120

（平日 8：30〜17：15）

石川 木の生誕の地である盛岡市
と、終焉の地である文京区は、平
成31年２月20日に友好都市とし
て提携いたしました。「 木学級 文
の京講座」は、平成19年度より盛
岡市及び（公財）盛岡観光コンベ
ンション協会との共催により開催し
ています。今年度は、歌人の松平 
盟子（まつだいら めいこ）氏を招き、

「晶子さんは姉のような気がする
～ 木日記の中の与謝野晶子～」
と題した講演のほか、石川 木記念館の森義真（もり よし
まさ）館長と「 木が愛した女性たち～節子、晶子、智恵子、
小奴～」と題した対談を行います。

「手を洗う うし」

中畑 清氏

松平盟子 氏

文の京  文化発信プロジェクト
「 木学級  文の京講座」

日  ７月９日(金)　14:00～16:30（13:30開場）
会  文京区民センター 3階 3-A会議室
対  区内在住・在勤・在学者
定 	70名(抽選)
￥ 	無料
〆 	６月25日(金)消印有効
申 		

「あつま美人 後楽園」 「雑司ヶ谷音羽絵図」

文京ミューズネット　スケジュール　６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。

◆常設展 「岩田専太郎展」　
　開催中～2022/3/13（日） 

会  文京区千駄木1-11-16

問  03-3824-4406 
　　（金・土・日のみ）
休  月～木
　　臨時休館あり

金土日館

◆1号館に移転・常設展リニューアル
　公開状況についてはHPをご確認ください。
　http://www.tyg-archives.jp/

会  文京区本郷1-26-3

問  03-3811-1696

休  土・日・祝

東洋学園大学
東洋学園資料室

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）
　   開館時間 10:00～17:00
　   （入館は16:30まで）

東洋文庫ミュージアム

◆シリーズ“創る”（9）
　キャンパスを創る─妹島和世展
　6/15（火）～10/2（土）

◆「江戸から東京へ─
　地図にみる都市の歴史｣
　開催中～9/26（日）

◆展示室「和書ルネサンス」展
　開催中～7/18（日）
◆P&Pギャラリー
　「グラフィックトライアル2020─BATON」展
　開催中～8/1（日）

会  文京区目白台2-8-1

休  HPをご確認ください。
　   https://unv.jwu.ac.jp/unv/

about/naruse_memorial/
schedule.html

日本女子大学成瀬記念館

印刷博物館 会  文京区水道1-3-3 

問  03-5840-2300

休  月
　   開館時間 10：00～18：00
　  （入館は17：30まで） 

◆〈予告〉「丹下健三 1938-1970
　 戦前からオリンピック・万博まで」
　 7/21（水）～10/10（日）
　 ※詳細情報はHPをご覧ください。
　 https://nama.bunka.go.jp/

会  文京区湯島4-6-15 
（湯島地方合同庁舎内）

問  03-3812-3401

休  休館中

文化庁
国立近現代建築資料館

アカデミー推進課　文化事業係

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各種事業は中止または延期等、変更になる場合があります。
最新の情報は、文京区HPをご確認ください。→https://www.city.bunkyo.lg.jp/

大会等参加当日に検温し、体調が良くない場合は、自主的に参加を見合わせてください。※詳細等不明な点は各問合せ先へお問合せください。

親子で楽しむ
「はじめてのバレエレッスン」

牧阿佐美バレヱ団の団員による、バレエの基本動作をま
じえた、親子で楽しめるエクササイズです。
日 	7月31日(土)	〈レッスン	Ａ	〉	10	:	00	〜	10	:	50
　	7月31日(土)	〈レッスン	Ｂ	〉	11	:	30	〜	12	:	20
　	（Ａ・Ｂは同内容）
会 	文京シビックセンター地下1階	レクリエーションホール
師 	牧阿佐美バレヱ団　阿部友喜、田村ひとみ
対 	令和3年4月1日時点で４歳〜６歳の子どもと保護者
定 	各回7組14名（超えた場合は抽選）
￥ 	1,000円(1組につき)
申 	下記QRコードよりアクセスの上、必要事項を入力
〆 	7月2日（金）必着
※WEBでの申込みが難しい方は、
下記までお問い合わせください。
※結果は7月15日（木）頃までに当落
問わずご連絡します。
※保護者1名に対し子ども2名以上で
のご参加はご遠慮ください。

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

往復はがきに(1通1名まで)①「 木学級」②住所③氏名
(ふりがな)④電話番号⑤在勤者・在学者はその旨を記載
し、返信用にもあて先を明記し下記へ
〒020-0871	岩手県盛岡市中ノ橋通1-1-10
（公財）盛岡観光コンベンション協会
TEL	019-621-8800

※新型コロナウィルス感染症対策として入場
者数の制限、および入館事前予約制を導入し
ています。詳細はHPをご確認ください。
https://www.printing-museum.org

問

〈WebフォームQRコード〉

文京アカデミーの催し
（イベント関連）
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主 催 公 演 チ ケ ッ ト 情 報

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。〈休憩なし、約70分の室内楽コンサートです。〉

令和3年6月号（通巻第246号） 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）
オ 東京オペラシティチケットセンター　☎03-5353-9999

（10:00〜18:00  月曜日定休）

シビックホールメンバーズ

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

※�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☎03-5803-1111
受付：10：00～19：00 土・日・祝休日も受付

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。

日 �日時　会 �会場　出 �出演　曲 �曲目　￥ �費用　問 �問合せ先

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。

●牧阿佐美バレヱ団「リーズの結婚」
〜ラ・フィーユ・マル・ガルデ〜
日	6月26日(土)14:00開演	/	18:30開演、6月27日(日)14:00開演
会	新国立劇場　中劇場
￥	全席指定		S席	11,000円		A席	8,000円		B席	5,000円

問	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
●�東京フィルハーモニー交響楽団
��「第140回�東京オペラシティ定期シリーズ」
日	7月1日(木)19:00開演
会	東京オペラシティ	コンサートホール
出	指揮／チョン・ミョンフン（東京フィル名誉音楽監督）
曲	ブラームス／交響曲第1番、第2番
￥	全席指定　S席	10,000円　A席	8,500円
	 C席	5,500円			※SS席、B席の取扱いはありません。

問	東京フィルチケットサービス　03-5353-9522（平日10:00〜18:00）
	 https://www.tpo.or.jp/	をご確認ください。

★提携団体チケット情報

 シ ぴ e+  牧 楽 カ  

 シ ぴ e+  東 オ

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
対象者　文京区在住・在勤・在学者
申込方法　[Ａ]、[Ｂ]いずれかの方法でお申込ください。
［Ａ］Webフォームより申込
右のQRコードよりアクセスのうえ、必要事項を入力　※各公演のHPからもアクセスできます。

［Ｂ］往復はがきにて申込
①氏名(ふりがな)②電話番号③郵便番号④住所⑤〈在勤・在学者のみ〉勤務先・所在地または学校名・所在地
⑥希望公演名・日時・希望枚数(1公演４枚まで)⑦チケット引換方法(ア窓口、イ代引のいずれか)を記入のうえ、
返信用にも宛先を記入し下記へ
〒112-0003�文京区春日1-16-21�(公財)文京アカデミーホール事業係�区民先行�係

チケット引換方法　Web、往復はがき共通。申込時にいずれかを選択してください。
アシビックチケット窓口　7月3日(土)～7月10日(土)各日10:00～19:00
イ代金引換郵便(手数料約600円別途負担、現金のみ)
　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。

●応募は、Webフォーム、往復はがきあわせてお一人様1通のみ。 ●お席は選べません。　●抽選結果は当落を問
わず7月２日(金)にメールまたは返信用はがきにて発送予定。 ●車椅子席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、不備があった場合、応募は無効となります。　●お申込後の枚数変更は
できません。　●2公演以上を同時にお申込の場合は、セレクトチケット料金（割引料金）が適用されます。　●セレク
トチケット料金は、別日程の公演を同時購入する場合に適用されます。1公演を２枚購入した場合、割引の適用はあり
ません。 ●抽選結果の電話でのお問い合わせはご遠慮ください。
区民先行抽選販売に関するお問合せ

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

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

●�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

●�京王新線「初台駅」�東口 徒歩5分以内

　 住　所  �東京都台東区上野公園5-45

住　所  �東京都新宿区西新宿3-20-2�B1F

〈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  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〉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による弦楽合奏
曲　目  ヴィヴァルディ／ヴァイオリン協奏曲集「四季」より　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による木管五重奏
曲　目  ドビュッシー／小組曲、プーランク／六重奏曲　ほか

〈第1回〉2022年1月14日（金） 19:00開演
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
曲　目  フォスター／草競馬、金髪のジェニー、スワニー河��ほか

販売期間 7月17日（土）10:00〜10月7日（木）19:00まで

まとめて買うと、とってもお得な 6公演セレクトチケット同時発売！
チケット　各1,500円のところ
2公演まとめて買うと　各1,400円　合計2,800円
3公演まとめて買うと　各1,300円　合計3,900円
4公演まとめて買うと　各1,200円　合計4,800円
5公演まとめて買うと　各1,100円　合計5,500円
6公演まとめて買うと　各1,000円　合計6,000円

※シビックチケットでのみ取扱い。
※セレクトチケットの割引は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。

※�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。
※ホール収容定員100％の客席
数で販売いたします。（予定）

※今後、新型コロナウイルス感
染症の状況に応じ、公演又
はチケット販売を中止・変更
する場合があります。

各回チケット料金
全席指定

1,500円

 

パソコンも 
スマホも iPadも
そのままでは 
もったいない！ 

Macのパソコン講習やっています（詳細はお問合せ下さい） 

動坂下交差点より徒歩 2分（田端駅方向）北区田端 1-5-2 

Zoomでのオンライン授業あります 
入会金無料（6月 24日まで） 
パソコンも 

スマホも iPadも
そのままでは 
もったいない！ 

コミュニティスクール Tabata 
パソコン俱楽部（☎火～土 10:00～16:00） 

お問合せは☎03-3824-5588 

 動坂下交差点より徒歩 2分（田端駅方向）北区田端 1-5-2 

音 楽 教 室 パソコン講座 葬 儀 関 連

セレクトチケットは購入不可

メ メンバーズ先行
7/11 （日）�10：00 〜12 （月）�23：59

チケット発売
シ  メ  ぴ

7/17 （土）�10：00～

区民先行抽選販売
6/25(金) �申込締切

セレクトチケットも購入可
申込方法は下記参照

〈WebフォームQRコード〉文京区在住、在勤、在学の方を対象に《各公演100席限定（予定）》の先行抽選販売を
実施いたします。ご希望の方はWebか、往復はがきにてお申込ください。

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）

奥村 愛

笹沼 樹

山田武彦

須川展也 シエナ・サックス
＆ビーツ

©小島竜生

©Taira Tairadate

講座・講演会 講師 日程 時間 定員 受講料

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�☎�03-3946-9667

アコースティックギターとウクレレ
二刀流ライブを楽しもう！

東邦音楽学校ギター＆ウクレレ講師
堀尾和孝 7/24（土） 15:00〜16:30 25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

魅惑の低音楽器〜コントラバス講座 NHK交響楽団・桐朋学園大学准教授
市川雅典 6/12（土） 14:00〜15:15 50名 無料

日本女子大学 問  生涯学習センター�☎�03-5981-3755

「日本女子大の歴史コース」　全8回シリーズ
⑤日本女子大学の創設と自然科学教育

日本女子大学理事長
今市涼子 6/12（土） 13:30〜14:30 100名 2,200円

文京学院大学 　会  文京学院大学本郷キャンパス　問  開学30周年記念シンポジウム事務局�☎�03-6240-0121
文京学院大学開学30周年記念シンポジウム
「渋沢栄一に学ぶ現代の大学教育」

学校法人文京学園理事長・
渋沢研究会代表　島田昌和　ほか 6/19（土） 13:00〜16:00

会場 : 200名
無料

Zoom : 200名

締切　6月25日(金)必着


