
文京アカデミア講座
１月から

はじまる
講座

受講生
募集 多彩なジャンルが勢

ぞろい

趣味を広げておうち
時間をさらに豊かに

次号の文京アカデミーSQUAREは12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  ☎03-5803-1100
広告掲載等については  ☎03-5803-1103

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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もめごと解決！ 突然親族に訴えられた！

弁護士歴23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

相 続 相 談

範宙遊泳『ももたろうのつづき』

栗コーダーカルテット

作・演出  山本卓卓
出　演   埜本幸良、福原 冠、名児耶ゆり

配信期間  配信中～2022年3月まで

出　演  栗コーダーカルテット＋安宅浩司
曲　目  小組曲「ピタゴラスイッチ」　ほか

配信期間  配信中～12月19日まで
演劇集団「範宙遊泳」による、昔話「桃太郎」のその後
を描いたオリジナルストーリー。

リコーダーのあたたかな音色や多彩な楽
曲、のんびりとした雰囲気をお届けします。

〈ここからアクセス〉

埜本幸良 栗コーダーカルテット山本卓卓

©雨宮透貴

福原 冠

©BOZZO

名児耶ゆり

©石倉来輝

文京シビックホール大ホール・小ホー
ルは、改修工事を行っております。この
度、追加工事が発生したため、再開時
期が延期されることになりました。

現在、2022 年秋に予定していた貸
出再開時期について、日程調整を行っ
ておりますので、詳細スケジュールにつ
いては改めてお知らせいたします。

ご利用の皆様には、大変ご迷惑をお
掛けいたしますが、ご理解のほど、よろ
しくお願いいたします。

❼大人のための

　ロボットプログラミング体験
講座

�ガラス絵をつくろう�水彩風景画入門 〜自作ポケット絵具箱でスケッチ〜

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再開時期の

延期について
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小・中・高等学校でのプログラミング教育
の必修化が進み、メディア等でもよく話
題を耳にするようになりました。「どのよ
うなものか興味があるけれど、何から始
めてよいかわからない」という方向けの、
予備知識不要の講座です。初めてでも楽
しめる、本格的なロボットプログラミングを体験しましょう。

大人のための
ロボットプログラミング体験講座

古の文化を色濃く残す東欧の国ルーマニアについ
て学びます。トランシルバニア地方、クルージュ・ナ
ポカ市にある16世紀設立の国内トップの国立大学
「バベシュ・ボヨイ大学」の「日本文化センター」で
日本語を学ぶ現地の学生達が毎回オンラインで
登場します。現地の生の声を聞いてみませんか。

中世ヨーロッパ世界で疫病は人口を激減させ、社会
を根底から変化させる要因となりました。
疫病は原因がわからず、「神の怒り」と理解され、そ
の中に終末の予兆を読み取り、当時の民衆は贖罪
のため様々な宗教運動を行いました。本講座では
中世ヨーロッパで疫病がもたらした社会変容と人々
の対応について取り上げます。

アカデミア講座

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）

文京アカデミア講座
「1月からはじまる講座」では、
生涯学習支援者・区内大学・区民・
民間教育機関が企画した
20講座を開講します。

渋沢栄一の実像と虚像文の京十八の町物語を聞く
─白山上・町のとしつき・根津神社編─

NHK大河ドラマの主人公となり、2024年には新紙幣の肖
像に採用される渋沢栄一。その90年を超える生涯のなかで、
渋沢は実業家としてだけでなく、慈善活動による社会貢献、
民間外交を通した国際親善の実現などに努めました。その
足跡をたどりながら、渋沢の生きた時代を振り返り、そこか
ら学ぶべきものを探ります。

文京区の町単位で、それぞれ
の地域に古くから住む「生きた
町の歴史や文化」を知る文京
人に「私の住む町」をお話しし
ていただく講座です。いろいろ
なアプローチの仕方で「町」を
楽しんでみませんか。

1/	17	 ビジネスリーダーの実像
2/	21	 頼れる相談相手―社会的弱者へのまなざし
3/	14	 届かぬ善意―相互理解を求めた外交

2/	19	 白山上商店街の今昔物語	 3/5	 根津神社	見学
2/	26	 町のとしつき

2021年度後期Ⅱ １月からはじまる講座 受講生募集 当落通知は12月３日（金）頃発送予定です。

対  文京区内在住・在勤・在学者（15歳以上、中学生を除く）
申  往復はがき（1講座1枚1名）に
 ①講座番号と講座名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
もあて先を明記し下記へ

 〒112-0003  文京区春日1-16-21 アカデミー文京 学習推進係
 ※往信面・返信面とも63円分の切手を貼付してください。　
 ※休講等、緊急の際に通話可能な電話番号を必ずお知らせください。
 ＊HPからも申込ができます扌https://www.b-academy.jp/
〆  11月26日（金）必着（インターネットでお申込の場合は同日の23:59まで受付）

※カリキュラムや応募に関する詳細は、文京アカデミー各施設・図書館・地域活動センター等で配
布する「講座パンフレット」、または財団HPで紹介しています。必ずご確認ください。

※定員を超えた場合は抽選となります。
※応募者が定員に達しない時は開講しない場合があります。
※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。
※ 受講料・教材費は、指定口座に振込もしくはアカデミー文京窓口（文京シビックセンター地下1階）

でのお支払いとなります（詳細は、当選通知に記載）。
※講座の会場への入室は受講生ご本人に限ります。（介助が必要な方は要問い合わせ）
※お申込みの際、消せるボールペン（フリクションボールペン）は使用しないでください。摩擦によ

り字が消えてしまう恐れがあります。
※受講は当選者ご本人に限ります。
今後、新型コロナウイルス感染症の状況により開講直前に中止になる場合があります。あらかじめご了承ください。

講座の詳細は
パンフレットで！

【対象 : パソコンのキーボード入力ができる方】

講座番号講座番号

0201

分類 番号 講座名 講師 日程 曜日 時間 回数 定員 受講料 教材費 会場

地
域

❶ 文の京十八の町物語を聞く
― 白山上・町のとしつき・根津神社編―

白山上自治会会長
寺澤	弘一郎　ほか 2/19・26、3/5 土 10：30～12：00 3 20 1,500円 ― アカデミー文京

レクリエーションホール　ほか

❷ 渋沢栄一の実像と虚像 東京大学名誉教授
武田	晴人 1/17、2/21、3/14 月 14：00～15：30 3 20 2,400円 ― アカデミー文京

学習室
文
学 ❸ 『伊曾保物語』『絵入教訓近道』を読む

―江戸時代のイソップ絵入り本を楽しもう―
東海大学非常勤講師
加藤	康子 2/1・8・15・22 火 10：30～12：00 4 20 2,400円 ― アカデミー文京

学習室

歴
史・社
会

❹ 【バベシュ・ボヨイ大学日本文化センター協力講座】
ルーマニアの伝統と文化

バベシュ・ボヨイ大学日本文化センター所長／
神戸市外国語大学客員研究員
角	悠介

1/25、2/1・8・22、
3/8 火 14：00～15：30 5 20 3,000円 ― アカデミー文京

学習室

❺ 「疫病」と「終末論」からみた
中世ヨーロッパ

早稲田大学教授
甚野	尚志

1/26、2/9、
3/9・16・23 水 14：00～15：30 5 20 4,400円 ― アカデミー文京

学習室

自
然
科
学

❻ 総合研究大学院大学講師陣による
「科学探究講座」

総合研究大学院大学	
教育開発センター助教
小松	睦美　ほか

1/22、2/5、
3/5・12 土 10：30～12：00 4 20 3,200円 ― アカデミー文京

学習室

❼ 大人のための
ロボットプログラミング体験講座　※1

拓殖大学教授・理工学総合研究所長
香川	美仁 3/3・10・17 木 10：30～12：00 3 15 4,500円 ― 拓殖大学	文京キャンパス

芸
術

❽ メトロポリタン美術館で学ぶ
西洋絵画史

美術史家
塚本	博

1/15・29、2/12、
3/5・12 土 14：00～15：30 5 20 4,200円 ― アカデミー文京

学習室

❾ 西洋アンティークを紐解く （社）西洋アンティーク鑑定検定	試験協会
代表理事	河合	恵美 1/28、2/18、3/11 金 14：00～15：30 3 20 2,600円 ― アカデミー文京

学習室

く
ら
し

� ふだんのご飯で薬膳入門
―ハレの日のおうち薬膳―

日本中医食養学会理事・
国際中医薬膳師　上田	裕子　ほか 1/19、2/16、3/16 水 13：00～15：30 3 10 4,500円 3,000円 日本中医食養学会

調理室

� 美しいペン字
〜ワンランクＵＰの美文字を学ぶ〜

読売書法会幹事
早田	螢舟

1/27、2/10・24、
3/3 木 10：30～12：00 4 10 6,000円 1,100円 アカデミー文京

アトリエ
語
学 � ボン・ヴォヤージュ！ 

旅に役立つフランス語　※2
アンスティチュ・フランセ東京講師
バランタン・ギユー

1/25、2/1・8・15・
22、3/1 火 10：30～12：00 6 15 7,200円 ― アカデミー文京

レクリエーションホール

『伊曾保物語』『絵入教訓近道』を読む
─江戸時代のイソップ絵入り本を楽しもう─

総合研究大学院大学講師陣による
「科学探究講座」

メトロポリタン美術館で学ぶ
西洋絵画史

江戸時代の『伊曾保物語』『絵入教訓近道』
では、教訓や絵に、元々のイソップ寓話や近
現代のイソップ物語とはひと味異なる現実的
な考え方や擬人化を見ることができます。明
治時代の『伊曽保物語』にもその影響は見ら
れます。イソップ絵入り本に見出せる江戸の
文化を味わってみましょう。

国立大学法人総合研究大学院大学
は、日本を代表する研究機関で活躍
する一流の研究者が、最先端研究
施設をもちいて次世代の若手研究
者を育成する大学院大学です。各分
野の最前線で研究する科学者が登
壇し、研究内容や成果・課題等をわかりやすく講義します。

メトロポリタン美術館には、市民たちからの寄贈に
よる西洋絵画の標準的な名作が数多く所蔵されて
います。この講座では、国立新美術館で開催の「メト
ロポリタン美術館展」に出品される巨匠たちの作品
から時代の特徴を表す名画を５点取り上げ、その背
景を探りながらルネサンス絵画から近代絵画への
道程をわかりやすく解説します。

2/	 1	 日本のイソップ絵入り本の流れ
2/	 8	 江戸初期の『伊曾保物語』─教訓に注目する
2/	15	 江戸後期の『絵入教訓近道』─絵に注目する
2/	22	 明治中期の『伊曽保物語』─江戸の影響に注目する

1/	22	 小惑星を目指す理由	～はやぶさ２探査からわかること
2/	 5	 現代人に残る進化史の痕跡
3/	 5	 地球レベルで捉える生命と化学
3/	12	 エネルギー問題について考える

1/	15	 フラ・アンジェリコと初期ルネサンス絵画
1/	29	 ラファエロと盛期ルネサンス絵画	
2/	12	 ラ・トゥールとバロック絵画	
3/	 5	 ルノワールと近代絵画	 3/	12	 セザンヌと現代絵画への扉

3/	 3	 マイコンプログラム「いろは」の「い」
3/	10	 マイコンでセンサやモーターを使ってみましょう
3/	17	 迷路走破ロボットのプログラミング

［バベシュ・ボヨイ大学	日本文化センター協力講座］
ルーマニアの伝統と文化

「疫病」と「終末論」からみた
中世ヨーロッパ

1/	25	 概要（歴史、多民族性、トランシルバニア）
2/	 1		 音楽、踊り、民族衣装
2/	 8		 民間信仰（邪視、魔女、魔術）
2/	22	 食（料理、酒、簡単レシピ）
3/	 8		 ドラキュラ伯は何語で話したのか

1/	26	 ｢ユスティニアヌスの疫病」と地中海世界の変容
2/	 9	 カロリング時代の疫病・飢饉・救貧
3/	 9	 ｢紀元千年」―自然の災厄と終末意識
3/	16	 14世紀のペスト大流行と社会の変容
3/	23	 ペスト後の鞭打苦行団の運動とユダヤ人虐殺

※１ 対象：パソコンのキーボード入力ができる方　※２ 対象：入門～初級前半レベル

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。

オンライン講座に
切替

大学キャンパス
講座

手話
通訳つき

対 	対象　申 	申込先　〆 	締切

2 令和3年11月号（通巻第251号）
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言語学から見る英語・日本語
─「なぜそう訳すのか」考えよう─

疲労解消！ 
美姿勢エクササイズ

番号 講座名 講師 日程 曜日 時間 回数 定員 受講料 教材費 会場

� 水彩風景画入門
〜自作ポケット絵具箱でスケッチ〜 美術家　中原	道高 1/13・27、

2/3・10・17・24 木 14:00～16:30 6 15 2,000円 2,700円 アカデミー文京
学習室

� 楽しく学ぼう初級英会話 ※3 獨協大学非常勤講師
クリフォード・ギブソン

1/20・27、
2/3・10・17・24 木 10:30～11:45 6 12 3,400円 300円 アカデミー文京

レクリエーションホール　ほか

� 伝統のお座敷舞「地唄舞」
〜美しい所作を学ぶ〜

花崎流地唄舞名取
花崎	智子 1/24、2/7・21、3/7 月 14：00～15：30 4 10 2,000円 1,000円 アカデミー文京

レクリエーションホール

� ガラス絵をつくろう ガラス絵作家
濵井	隆 1/26、2/2・9 水 14：00～16：00 3 15 2,000円 1,700円 アカデミー文京

アトリエ

� 誰も教えてくれない「教養としての株式」 （公社）日本証券アナリスト協会
認定会員　川元	由喜子 1/28、2/4・18・25 金 10:30～12:00 4 20 2,000円 ―	 アカデミー文京

学習室

区民プロデュース講座 文京区民の方から提案された、地域に根ざした講座です。 詳しくは４面をご覧ください。
申込方法・締切は左ページをご覧ください。

区
民
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
講
座
の
詳
細
は
４
面
に

中級講座 ステップアップを目指している方向けの講座です。授業は全て英語で行いますが、日本人の講座担当者が同席し進行します。
申込方法・締切は左ページをご覧ください。

オンライン講座を実施しています！ オンライン講座受講の際のご注意
文京アカデミーでは、ご自宅等でPCやタブレット端末を使って受講できる講座をご用意しました。
広く使われている会議ツール「Ｚｏｏｍ」を使います。受講が確定した方（受講料のお支払いが終わった方）にお送りするメー
ルに記載されているURLをクリックすれば、比較的簡単にご受講いただけます。

＜オンライン講座＞は開講初日からZoomを使い、ご自宅などで受講する講座です。
※オンライン講座は受講にEメールのやり取りが必須のため、Web申込みに限らせていただきます。

のついている講座は対面での実施が難しくなった場合、Zoomを使ったオンライン講座に切り替えます（2021年11
月現在）。対面からZoomに変更になる場合は、必ず事前に文京アカデミーからご連絡します。（ご受講できない方への
返金はいたしません。）
オンラインでの受講が初めての方はアカデミー文京 学習推進係まで受講前にご相談ください。
オンライン講座の場合、講座資料はメールで送付します。（原則、郵送はしません。）
詳細は講座パンフレットもしくは財団ホームページを必ずご確認ください。

●  LANケーブルもしくはWi-Fiに接続し、通信環境の良い
ところから参加してください。通信料は受講される方の
ご負担となります。

●  ネット環境による切断やその他アプリケーションの障害
が起きた場合、当財団は責任を負いかねます。但し、講師
の通信不具合については別途、対応いたします。

●  URLへのアクセスは受講される方お一人につき、1端末
とし、第三者との講座URLの共有や貸与は固くお断りし
ます。また配付する資料等を受講目的以外で使用（複製・
公衆送信等）することは、著作権の侵害になりますので
固くお断りします。

●  講座の音声や映像の録音・録画・写真撮影・画面のキャ
プチャーはお断りします。

●  講座終了後の映像提供は行いません。

※4 【レベルについて】TOEICⓇ L&R ５００点相当以上が目安

※３ 対象：中学上級～高校中級レベル

番号 講座名 講師 日程 曜日 時間 回数 定員 受講料 教材費 会場

M1	 〈オンライン講座〉 ステップアップ英会話 ※4
〜スピーキングスキルを伸ばそう〜

東洋大学英語講師
Rissa

1/19・26、2/2・9・
16、3/2・9・16 水 19:00～20:30 8 12 11,700円	 600円	 オンライン（Zoom）

【対象 : 入門～初級前半レベル】

西洋アンティークを紐解く

ボン・ヴォヤージュ！ 旅に役立つフランス語

ふだんのご飯で薬膳入門
─ハレの日のおうち薬膳─

美しいペン字
～ワンランクＵＰの美文字を学ぶ～

西洋アンティークに興味がある方、アンティークのコ
レクションをしている方、アンティークの魅力について、
由来や歴史を一緒に紐解いていきませんか？

フランス語が片言でも話せると、旅の印象は大きく変
わります！パリ旅行のシチュエーションで、旅するよ
うにフランス語の基礎と役立つ表現を学びましょう。
ネイティブの教師が丁寧に教えますので、初心者の
方も安心してご参加ください。

「英語を学ぶ」といえば「英会話」が主流になっ
ている今、英語を異文化の一つとして眺めて
みると、面白い発見があります。文法にあら
われた「ことばの文化」を考える、英語力に関
係なく楽しめる言語学の入門講座です。

自分の身体のクセを知り、姿勢と骨盤を
整えます。運動が苦手な方でもできて、
普段の生活の中でできる簡単なエクサ
サイズです。心地よく身体を動かす習慣
と正しい歩き方を身につけて、いつまで
も自分の足で歩くことでこれからの人
生に笑顔を増やしましょう。

食べることは健康の基本、薬膳の知識を利
用して季節や体調にあった食養生をお伝え
します。身近な食材を使い、心と体に美味し
いご飯を作りましょう。

癖字を直し、魅力のある美しい文字
を目指します。ちょっとしたコツが解
れば、文字は劇的に変わるもの。
少しでも書くことが楽しくなるよう
に丁寧に指導します。

1/	28	 アンティーク・ジュエリーの魅力と歴史
	 	 ヴィンテージ・アクセサリーの見方　
2/	18	 西洋モードの変遷　
	 	 ～男性中心のモードの世界からの転換～
3/	11	 アンティークの小物　
	 	 ～貴族の持つ装身具：シャトレーヌ、日傘、時計等～

1/	25	 ホテルにチェックイン	 2/	22	 レストランで注文
2/	 1	 パリのカフェで	 3/	 1	 ルーブル美術館に行く
2/	 8	 ボン・マルシェでショッピング
2/	15	 メトロに乗る、行き方をたずねる

1/	26	 ｢私は私、あなたはあなた」という文化
2/	 2	 ｢あなたは私を怖がらせた」の不自然さ
2/	 9	 ｢よろしくお願いします」は英訳できない？
2/	16	 ｢onとover」よく似た単語の使い分け実践

1/	20	 身体のクセを知る	 2/10	 腰痛・肩こり解消
2/	 3	 毎日できる簡単ストレッチ	 2/17	 正しい姿勢の座り方、歩き方

1/	19	 旬の野菜で運気をあげましょう！
	 	 開運巻、鬼除け汁、薬膳茶
2/	16	 冬から春へ体を整えよう
	 	 ひな祭りすし、春のお菓子、薬膳茶
3/	16	 カラフル野菜で免疫力アップ！
	 	 パエリア、キャロットラペ、薬膳茶

1/	27	 楷書の基本（文字の組み立て）
2/	10	 名前を綺麗に書こう
2/	24	 時候の挨拶文を書こう
3/	 3	 美しい和歌を書こう

　11月５日（金）より、アカデミー文京	学習推進係
LINE公式アカウントの運用を開始します！
　公式アカウントでは、アカデミア講座に関する情
報や緊急連絡（中止・延期・オンライン切替）などを中
心に配信していく予定です。
　この機会に、右のQRコードまたはID検索
「@713uvvgn」から「友だち追
加」をして、ご活用ください！

※「友だち追加」を行うには、事前に
「LINE」アプリをインストールする
必要があります。

11	月10	日（水）もしくは17	日（水）の19:00	～	19:30	に実施
します。両日程同じ内容になりますので、どちらか１日を選んでご
参加ください。当日のご連絡は東洋大学グローバルサービス株
式会社（TEL	3945-4263）へお願いします。
※	参加するには、PC	またはタブレット等の端末、インターネット
回線、アプリケーション「Zoom」のインストー
ルが必要です。ご自身で準備をお願いいたし
ます。
指定の日時に、右記の	QR	コード、もしくは
下記のミーティング	ID・パスコードを入力し
て入室してください。

886	6575	6984
533082

オンライン英会話受講を検討中の方はトライアル
レッスンに参加できます！

オンライン無料英会話
トライアルレッスン アカデミー文京 学習推進係

LINE公式アカウントが
スタート！

4面で講座の詳細をご紹介

語
学 � 言語学から見る英語・日本語

―「なぜそう訳すのか」考えよう―
大東文化大学講師
堀内	ふみ野 1/26、2/2・9・16 水 10：30～12：00 4 20 2,400円 ― アカデミー文京

学習室
健
康・

ス
ポ
ー
ツ

� 疲労解消！美姿勢エクササイズ 日本スポーツ協会公認スポーツ指導者
YAYOI 1/20、2/3・10・17 木 14：00～15：30 4 10 6,000円 ― アカデミー文京

レクリエーションホール

英語コミュニケーション能力と、より自然な発音を身に付けることがで
きる講座です。スピーキングスキルを向上させるためのトレーニングを
行ったり、一歩踏み込んだ英語表現を学びます。

〈オンライン講座〉	ステップアップ英会話
～スピーキングスキルを伸ばそう～

1/	19	 挨拶に使えるフレーズを学ぼう
1/	26	 会話を弾ませる様々な表現を学ぼう
2/	 2	 賛成？反対？自分の意見を述べてみよう
2/	 9	 より自然な英語表現をマスターしよう

2/	16	 アメリカンアクセントを学ぼう①	(単語の繋がりと表現方法)
3/	 2	 アメリカンアクセントを学ぼう②	(音節の強調とイントネーション)
3/	 9	 ニュースを聞いてリスニング力を強化しよう
3/	16	 短編映画から英会話表現を学ぼう

【TOEICⓇ L&R ５００点相当以上が目安】

講座番号

M1

文京アカデミア講座
（中級）

中級講座を開催します。
ステップアップを目指している
方向けの講座です。

ミーティング	ID
パスコード	

3令和3年11月号（通巻第251号）



4 令和3年11月号（通巻第251号） 文京アカデミー　　　　

文京区中学生俳句大会 作品募集
学校生活や日々の喜び・発見などを、自由に５・７・５で表現してみましょう！
●選者 佐怒賀正美氏・松澤雅世氏（ぶんきょう俳壇選者）
対  文京区内在住・在学の中学生  ￥  無料  〆  11月19日（金）必着
申  指定の投句用紙に必要事項を記入し、上記へ郵送または持参

※ 投句用紙はアカデミー文京及び地域アカデミーにて配布、または上記HPからもダウン
ロード可

〈テーマ〉　自由句（秋から冬の季語をひとつ含む句）　〈句数〉1人２句以内
〈賞・発表〉 ・特選10句　スクエア２月号と区報2/10号、 ホームページに掲載します。
　　　　　・入選20句　ホームページに掲載します。

〈季語とは〉 季節感を表す言葉
 ◆秋の季語（例） 紅葉・くり・柿・菊・コスモス・虫・月・台風など
 ◆冬の季語（例） 落葉・手袋・マフラー・コート・セーター・焚火・炬燵・暖房など

シビックシネマサロン「次郎物語」 
（16mmフィルム／１１5分／カラー／1987年）

下村湖人の同名原作を映画化。監督：森川時久　出演：加藤剛／高橋惠子　ほか
日  12月17日（金）13:30～15:50（入場開始 １３：10）
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） 入場時の密を避けるため、指定席　 〆  1２月3日（金）必着  ￥  無料 
申  往復はがきに①「次郎物語」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。

文京アカデミー生涯学習フェア 参加団体募集
区内で活動されている生涯学習団体のみなさんの紹介イベントを開催します。展示室で、
日頃の活動成果を発表しませんか？　※小ホール改修工事のため、舞台発表部門の募集はありません。

詳細は参加団体募集チラシをご確認ください。感染症拡大防止のため、参加可能団体数
や応募条件等が例年と異なります。
日  2022年3月８日（火）、９日（水）10：30～17：00（予定）
会  ギャラリーシビック、アートサロン（文京シビックセンター１階）
内  サークル紹介、作品展示　ほか　 ￥  無料　 〆  11月19日（金）17：00必着
対  主にアカデミー文京・地域アカデミーで活動する団体の内、下記のいずれかに該当するもの

●文京区社会教育関係団体に登録している団体
●上記の登録を目指している団体で、文京アカデミーが特に認めた団体

申  【窓口持参】各地域アカデミー・文京アカデミー（文京シビックセンター地下１階または2階）
【郵送】上記へ 
【FAX】アカデミー文京 学習推進係 03-5803-1341
※ 参加団体募集チラシ、申込書は文京アカデミー・地域アカデミーにて配布、または上記

HPからもダウンロード可

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　 問  問合せ先

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）

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。

講座・講演会 講師 日程 時間 定員 受講料

東京大学 問  IRCN辻研究室 ☎ 080-4085-3043

赤ちゃんラボミニ講座
「幼少期の言語獲得について学んでみよう」
～大切なこの時期に親ができることとは？～

東京大学IRCN 主任研究者 
辻 晶 11/18（木） 10:30～12:00 20名 

※対象年齢あり 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 ☎ 03-3946-9667

著作権入門 東邦音楽大学講師 
小久保 智淳 11/20（土） 13:00～15:00 30名 2,000円

ドラムの楽しさを知ろう Vol.3 
～16 ビート入門編～

ドラマー 
白石 響 1/22（土） 15:00～16:30 調整中 3,050円

東洋学園大学 問  総務課 ☎ 03-3811-1696

現代経営研究会 
「失敗から学ぶ経営

―海外事業の経験を起業に活かす」
株式会社アークコミュニケーションズ
代表取締役　大里 真理子 11/10（水） 18:00～19:30 100名 無料

現代経営研究会 
「『逆境の時こそ力を尽くす』

―帝国ホテルの企業理念と現場力」
株式会社帝国ホテル 代表取締役社長 
定保 英弥 11/24（水） 18:00～19:30 100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
《ハイブリット型講座》 
幕末維新の古文書を読み解く

東洋大学教授 
岩下 哲典

11/26～1/28 
金曜日 全3回 10:40～12:10 対 面：55名 

Web：95名
対 面：4,950円 
Web：3,300円

ゼロからのドイツ語 東洋大学教授
田中 雅敏

12/1～12/15
水曜日 全3回 12:30～14:30 55名 4,950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 ☎ 03-5812-9011

日薬公開講座　令和3年度第2回
「糖尿病の予防と対策」

日本薬科大学教授
大田 祥子 12/4（土） 10：30～11：30 30名（先着順） 無料

申  下記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  ※HPからも申込みができます→httpｓ://www.b-academy.jp/

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。

地唄舞は、三味線の弾き歌いに
合わせてお座敷などの狭い空
間で披露される舞です。簡潔で
抑えられた表現が、深い印象を
与えます。能を基にした上下動
のないすり足の動きは体幹を
鍛え、強い身体づくりに役立ち
ます。随所に見られる美しい所作にも触れてみ
ましょう。

1/ 24 地唄舞とは、基本の動き―立つ・座る・すり足
2/ 7 踊りと舞の違い―頭と腰の位置をキープ
2/ 21 美しい所作を知る
3/ 7 《黒髪》を舞う

伝統のお座敷舞「地唄舞」
～美しい所作を学ぶ～

講座
番号

17

水彩風景画入門
～自作ポケット絵具箱でスケッチ～

若葉や桜、青空に入道雲、
色鮮やかな風景が広がっ
ています。自作の超小型ポ
ケット絵具箱を携えて、気
軽に水彩画を始めません
か。透明水彩絵具・水筆・スケッチブックが準備
された、誰でもすぐに取り組める入門講座です。

1/ 13 これだけで描ける 〈画材セットを揃える〉
1/ 27 構図から下絵へ 〈絵を描く手順を学ぶ〉
2/ 3 透視遠近法の習得 〈空間を自由に描くコツ〉
2/ 10 デッサンの応用 〈明暗で立体や存在を描く〉
2/ 17 明度/彩度/色相 〈色彩・色作りを理解する〉
2/ 24 完成から作品展示へ 〈仕上げ/額装/鑑賞〉

講座
番号

15区民プロデュース
講座

区民プロデュース講座は、
地域に根ざした生涯学習の
実現を目指して、区民の皆さんに
企画立案いただき
アカデミー文京が主催する講座です。

教師歴40年のアメリカ人講
師が英語で指導します。英語
学習から離れてしまっている
方も、ペアワークやゲームで楽
しく参加できます。

1/ 20 自己紹介
1/ 27 住んでいる町や行きたい場所について
2/ 3 休暇の過ごし方について
2/ 10 日本の行事について
2/ 17 日本の文化や食事、習慣について
2/ 24 フリートピックスやQ&A

楽しく学ぼう初級英会話
【対象：中学上級〜高校中級レベル】

講座
番号

16

皆さんは「株式」と聞いて、どん
なイメージをお持ちですか。「難
しい」「縁がない」と思っていま
せんか？ 年金や保険も株式で運
用されており、実は身近な存在
です。
学校ではきちんと教わらなかった「教養としての
株式」を学んでみませんか。
※投資セミナーではありません。

1/ 28 ｢株式を買う」というとき、何を買っているのか
2/ 4 株式はいつ生まれ、どんな歴史をたどって来たのか
2/ 18 何が株式市場を動かしているのか
2/ 25 未来に向けて株式市場は何ができるのか

誰も教えてくれない
「教養としての株式」

講座
番号

19
ガラスの裏に描き、
表から鑑賞する、ガ
ラス絵独自の世界を
体感しましょう。絵の
上手、下手は関係あ
りません。基礎的な
色の持つ働きについ
て知り、組み合わせや混ぜ方を工夫することで、
誰でも作品づくりを楽しめます。

1/ 26 合わせ絵技法でつくろう
2/ 2 描きたいものをつくろう
2/ 9 スクラッチ技法でつくろう

ガラス絵をつくろう
講座
番号

18
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文京区の催し
アカデミー推進課 都市交流担当
K03-5803-1310

アカデミー推進課 観光担当
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）

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/　ミューズネット施設は各館 HP をご確認ください。

大会等参加当日は、マスク着用・検温・手指消毒の徹底等にご協力いただき、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。

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　 開  開館　 休  休館（日）

文京区民能楽鑑賞会ご招待
奥深い、能の世界を体感しませんか？　宝生会の協力により、区民限定の能楽公演を開催
します。解説付きで、初心者にもわかりやすく楽しめる内容です。公演だけでなく、檜造
りの本舞台や鏡板など、和の伝統美を存分にお楽しみください。終演後、出演者との質疑
応答もあります。
日  令和４年１月２３日（日）12:00開場 13:00開演
会  宝生能楽堂（文京区本郷1-5-9）
内  能「野守」シテ:今井基、狂言「清水」シテ:山本則重 

解説:佐野登（シテ方宝生流）
対  小学生以上の文京区内在住・在勤・在学者
定  225名（超えた場合は抽選）
￥  無料（全席指定）
〆  11月30日（火）必着
申  往復はがきに「区民能」・鑑賞者全員（1枚につき２名まで）の住

所・氏名（ふりがな）・電話番号（在勤・在学者は勤務先・学校名も）と返信用にもあて先を
明記し下記へ
〒112-8555（住所不要）文京区アカデミー推進課 文化事業係

かなざわ講座 
「金沢21世紀美術館が創る未来」

加賀藩前田家の屋敷が区内に置かれていた歴史的つながりを踏まえ、「金沢」の文化を学
ぶ講座を金沢市と文京区の共催により開催します。今回は新しい金沢の文化を創造する美
術館のこれからを紹介します。
日  令和４年1月31日（月）14：00～15：30（受付開始13：30～）
会  文京区民センター3階　3-A会議室
師  金沢21世紀美術館 館長　長谷川祐子
内  金沢21世紀美術館の立ち上げにも携わり、2021年4月に新館長

に就任した長谷川氏を講師に迎えて、金沢の顔とも言える美術館
のこれからについてお話しいただきます。

対  文京区内在住・在勤・在学者
定  70名（超えた場合は抽選）
￥  無料
申 問   往復はがき（1人1枚まで）またはFAX、メールに「かなざわ講座」申込・申込者の郵便番

号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号と、返信はがきには住所・氏名を明記し下記へ
金沢市東京事務所
〒102-0093　千代田区平河町2-4-2 全国都市会館5Ｆ 
金沢市東京事務所内金沢営業戦略室　
TEL：03-3262-0444　FAX：03-3234-0990
メール tokyo_j@city.kanazawa.lg.jp

〆  12月23日（木）必着

アートウォール・シビック 
「竹部裕香展～うつつ～」（水彩画展）

文京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」は 
公募による若手芸術家の作品発表の場です。
日  11月28日（日）まで
会  文京シビックセンター地下１階吹きぬけ周囲
内  幼少時から絵を描くことが好きで、気が付けばライ

フワークになっていました。カフェやギャラリーで展
覧会を開いていますが、区での展示は今回初めて
となります。それぞれの絵は、夢か現か幻か。どれ
とも言えるその時々のイメージの痕跡です。ぜひ
ご覧ください。

￥  無料

文京花の五大まつり 
第43回 文京菊まつり

都内では珍しい「菊人形」や、崖から垂れ下がるような形に仕立てられた「懸
けん

崖
がい

」、一株
から多数の花を咲かせ一輪の花のように見せる「千

せん
輪
りん

咲
ざき

」等、多種多様な菊約 2 千株が
湯島天満宮の境内を鮮やかに彩ります。
日  11月22日（月）まで
会  湯島天満宮（文京区湯島3-30-1）
問  文京菊まつり実行委員会事務局 

（湯島天満宮内　TEL：03-3836-0753）

文京区観光写真コンクール写真展
第 59 回文京区観光写真コンクールの入賞作品の展示及び同時開催された SNS キャン
ペーンの投稿写真をスライドショーにてご覧いただけます。観光スポットやまつり、旧跡等、
区内の様々な情景を捉えた作品の数々から、文京区の新たな魅力を再発見しませんか。
日  12月12日（日）～14日（火）10:00～18:00（14日は15:00まで）
会  ギャラリーシビック（文京シビックセンター1階）
問  文京区観光協会　TEL：03-3811-3321

アカデミー推進課　都市交流担当

第15回 文京区国際交流フェスタ オンライン開催中！

日本伝統文化の紹介、外国の音楽・舞踊のパフォーマンス等を動画とスライドショーで楽
しむことができる「国際交流フェスタ」の特設ウェブサイトを期間限定で公開します。
クイズとアンケートに答えると抽選でプレゼントが当たります！ ※ライブ配信はありません。

実施期間  公開中～令和4年2月28日（月）まで視聴が可能
特設Webサイト→https://bunkyo-kokusaikouryufesta.com

日本の伝統文化等の紹介　
おりがみ、かるた、伝統木版画、華道、茶道、風呂敷の活用、書道

パフォーマンス　
江戸太神楽、スラブ民族舞踊、トルコ古典音楽

国際交流団体等の活動紹介　
学校法人ABK学館、東京弁護士会、せいぼじゃぱん、JICA東京センター 
日中友好会館、文京ニュージーランド友好協会、駐日ベナン共和国大使館
トルコ共和国ユヌス・エムレ インスティトゥート東京、NPO法人IVUSA

その他　
文京区姉妹都市・友好都市の紹介 
文京区観光スポットのVR動画

プレゼントに応募
Webサイトに掲載されているクイズとアンケートに答えて応
募すると、文京区の交流都市にちなんだ賞品が抽選で20名様
に当たります。
￥  無料  

アカデミー推進課　文化事業係 アカデミー推進課　観光担当

文京ミューズネット　スケジュール　11月のイベント日程・休館（園）日

◆ ミニ企画展 竣工60周年記念 
「建築家・今井兼次の東洋学園大学 
（旧東洋女子短期大学）フェニックス・モザイク」

　11/8（月）～1/28（金）

◆ シリーズ“創る”（9）キャンパスを創る 
─妹島和世展　開催中～11/6（土）

◆創立120周年記念展 
　11/24（水）～2022年3/4（金）
◆社会福祉学科100周年記念展　　 
    11/24（水）～2022年3/4（金）

※ ご入園には事前予約が必要です。
　https://www.e-tix.jp/rikugien/
※ ライトアップは未定。詳細は決定次第

HPに掲載します。
　https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index031.html

会  文京区目白台2-8-1

休  11/7～23、日・月、祝休日 
 12/25～1/6

（開館日・時間はHPでご確認く
ださい）

https://unv.jwu.ac.jp/unv/
about/naruse_memorial

日本女子大学成瀬記念館小石川後楽園

◆ 常設展示：三菱創業以来の歴史の解
説と史料の展示

※  2022年2/28（月）まで建物の大規
模修繕工事を実施しています。

　ご来館の際はHPをご確認ください。 
   http://www.meri.or.jp/

東洋学園大学
東洋学園史料室

会  文京区本郷1-26-3 1号館9階
問  03-3811-1696

開  月～金

休  土・日・祝、12/27～1/5、14

◆深山紅葉を楽しむ
　11/19（金）～12/5（日）　
　11/21（日） 　雅楽公演
　11/23（火祝） 能楽公演
※ 新型コロナウイルス感染症感染拡大状況により中止の場合あり 

ご入園には事前予約が必要です。以下よりご予約ください。 
https://www.e-tix.jp/koishikawa-korakuen-gardens/

三菱史料館 会  文京区本駒込6-16-3 

問  03-3941-2222

開  9：00～17：00 
（入園は16：30まで）

休  なし（※ ただし12/29～1/1は
 休園）

会  文京区湯島4-10-14 

問  03-5802-8673

開  10:00～16:30 
（入館は16:00まで）

休  土・日・祝、12/28～1/5

六義園

会  文京区後楽1-6-6

問  03-3811-3015

開  9:00～17:00 
（入園は16：30まで）

休  なし（※ただし12/29～1/1は休園）

金土日館
岩田専太郎コレクション

◆常設展「岩田専太郎展」  
　開催中～2022年3/13（日）

会  文京区千駄木1-11-16

問  03-3824-4406  
（金土日のみ）

開  12：00～15：30 
（入館は15：00まで）

休  月～木、臨時休館あり

能「野守」

長谷川祐子 氏

宇曽利湖

※  第58回文京区観光写真 
コンクール写真展の様子

第41回文京
菊まつりの様子

第58回 推薦 
六義園

第58回 特選
湯島天満宮
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　地域アカデミーでは、年に２回、各館を主な活動拠点としている団体の活動を無料で体験
できる「体験教室ウィーク」を開催しています。
　今年度第1回目は11月16日（火）〜29日（月）の期間内に、アカデミー湯島・音羽・千石・
茗台の4館で開催します。書道・絵画・フラダンスなど様々な団体の活動を、いつも活動して
いる教室で体験できます。実際に見てみて、やってみて、楽しいことを発見しませんか？　
　奮ってご参加ください！

＊ＨＰにも詳細を掲載しています。→https://www.b-academy.jp/
＊自由入場制のものは、直接会場にお越しください。
＊ 事前申込制のものは、団体担当者へお申し込みください。11月5日（金）より受付開始です。
＊ 体験教室当日の会場は各地域アカデミーに、活動の頻度・時間・内容等は、各団体にお問い

合わせください。
＊ 新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、本催事の中止または内容を変更しての開

催となる場合があります。あらかじめご了承ください。

＜ご来場の際のお願い＞
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来場の際は下記の点にご留意・ご協力ください。
　（1）咳エチケットの順守、マスクの着用　　　　　　　　　　
　（2）入場・入室前後の手指消毒
　（3）ソーシャル・ディスタンスの維持
　（4）検温（発熱時の来場はご遠慮ください）
　（5）連絡先の記入
　　 （ 来場後２週間以内に発症された場合は利用施設にご連絡ください）

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

11/19（金） 文韻書道会
書道を生活に活かしませんか

18:00～
20:00 当日自由入場制※1 金曜日

（月2回）

11/20（土） 石朋会
囲碁対戦を楽しもう！！

10:00～
16:00 当日自由入場制 土曜日

（月2～3回）

11/22（月） 文鳳書道会
書道体験

13:30～
15:30 当日自由入場制 月曜日

（月2回）

11/26（金）
陶磁研究やまぼうし会

【陶芸体験】
粘土からカップをつくろう♪

（2部制）
10:00～
12:00
14:00～
16:00

事前申込制※2

FAX：03-4243-3422
（やまぼうし会事務局）

金曜日
ほか

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

11/18（木） 新婦人文京支部むぎ班
太極拳

10:30～
12:00 当日自由入場制※3 木曜日

（月4回）

11/20（土） 文京水彩会
楽しく絵を描いてみよう

13:30～
15:30 当日自由入場制 土曜日

（月2回）

11/20（土）Ｋｎｉｇｈｔｓ
ステージ・フェンシング

15:00～
16:15

事前申込制※4

070-6518-3314（新
にい

美
み

）
土曜日
日曜日

（月2回）

11/21（日） 一日会
人物画写生会

9:00～
17:30 当日自由入場制※5 日曜日

（月1回）

11/22（月） 火窯会
陶芸

13:30～
15:30

事前申込制※2

03-3941-8133（江口）
月曜日

（月4回）

11/27（土）
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

10:00～
15:00 当日自由入場制

日曜日
（月3回）

木曜日
（月2回）

11/29（月） ハイビスカス
フラダンスでハワイ気分を！

13:30～
15:00 当日自由入場制※6 月曜日

（月4回）

アカデミー千石　
〒112-0011　文京区千石1-25-3　TEL：03-3946-4430（9:00～17:00）

日程 主催・教室内容 時間 参加方法 活動日

11/17（水） ハート＆ヘルスサークル
一輪のお花を楽しもう！！

10:00～
12:00

事前申込制
090-6511-6889（内

うち
海
うみ

）
水曜日
木曜日

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

11/16（火）
文京フラフレンズ
ハワイアンミュージック、
日本の歌謡曲でレッツダンス!!

10:00～
11:30 当日自由入場制※7 火曜日

（月3回）

11/17（水） エアロたんぽぽ
シニア向けエアロビクス

10:00～
11:00 当日自由入場制※8 水曜日

（毎週）

11/24（水）
エアロ土筆会
元気なうちから介護予防
いつまでも美しく

10:40～
11:40

事前申込制※8

080-3155-9256（髙野）
水曜日

（毎週）

11/28（日） 文京太極拳クラブ
やさしく学べる太極拳

13:30～
15:00 当日自由入場制※3 日曜日

（毎週）

服装・持ち物  ※1 書道具：筆・硯・墨（汁）・半紙等　※2　エプロン　※3  動きやすい服、靴（運動靴）　 
※4 軍手、動きやすい服、靴　※5　油絵・水彩・パステル等 お好みの画材　 
※6 靴（バレエシューズまたはダンスシューズ）、飲み物　※7  動きやすい服　 
※8 動きやすい服、運動靴、水（ペットボトル等）

文京区の生涯学習サークルを無料で見学・体験

体験教室ウィ体験教室ウィーークク11月
見てみよう

やってみよう

アカデミー千石

千
セ ン

石
ゴ ク

書
シ ョ

道
ド ウ

会
カ イ

英
エ イ

会
カ イ

話
ワ

 k
キ   ウ   イ

iwi

各地域アカデミーをご利用いただいている団体を紹介するコーナーです。第２回は、アカデミー千石を紹介します。

最近、“書く”機会が少なくなってきたよ
うに思います。書くことは脳の活性化にも有
効だと言われています。私たちと一緒に書道・
ペン習字を始めてみませんか。

書道は基礎からしっかりと勉強し、進歩の
度合いでさまざまな書体へ進みます。

ペン習字では、初回はボールペンからスタートします。その後、つけペンを使用し、
より線の美しい文字を目指します。

日常のトピックを中心に、楽しく英会話を
学んでいます。テキストは“インターチェン
ジ２”などを使用し、会話に必要な文法感
覚も身につけていきます。

ニュージーランド出身の S.Henwood 先
生が明るいトークで分かりやすく指導して下
さり、皆で楽しみながら学んでいます。どうぞお気軽に見学にお越しください。
会員一同、歓迎いたします！

地域アカデミーの詳細やシビックホールの最新情報を掲載中！　文京アカデミーホームページ（https://www.b-academy.jp/）をご覧ください。

地域アカデミー利用団体紹介 第2 回 アカデミー千石 編

英会話
毎週木曜　14:00～15:30
入 会 金：1,000円
会　 費：6,500円／月

（その他：講師交通費 2,000円／年）
11人
なし
星野美世子
03-3815-1927

活動概要
活動日・時間帯
活動費（会費）

会員人数
入会条件
代表者名
連絡先

今回の活動施設

新型コロナウイルスの影響により、活動に制限が出る場合があります。平常時の写真もあるため、活動内容については団体等へお問い合わせください。

電車：都営地下鉄三田線 千石駅（A4出口）より徒歩3分
バス： 都営バス上58、草63 千石一丁目より徒歩2分 

文京区コミュニティバスＢ―ぐる 千石駅より徒歩4分
文京区千石1-25-3　☎03-3946-4430

書道・ペン習字
書　　道：第1・第3金曜　午後 
ペン習字：第2金曜　午後
入 会 金：1,000円
会　　費：書　　道 3,500円／月 
　　　　　ペン習字 2,000円／月 

（その他：施設使用料の負担あり）
書道：10人　ペン習字：10人
なし
本多久子 03-3941-0055

アクセス

活動概要
活動日・時間帯

活動費（会費）

会員人数
入会条件
代表者名 連絡先

のぼりを目印に
ご来館ください！
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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”。 
和敬塾本館にてハープのソロ・コンサートを開催いたします。
日  2022年1月26日（水）　14：00開演（13：30開場）
会  和敬塾本館（文京区目白台1-21-2）

文京区コミュニティバスB－ぐる 目白台・小日向ルート11番「目白台一丁目」下車 徒歩3分
出  福

ふく

島
しま

青
せ

衣
い

子
こ

（ハープ）　 ￥  入場無料（事前申込制）
曲   アッセルマン／小さなワルツ、スメタナ（トゥルネチェク編）／モルダウ　ほか
対  文京区内在住・在勤・在学者 ※未就学児の入場はご遠慮ください。
定  30名（超えた場合は抽選）
申  ［A］Webフォーム

QRコードよりアクセスのうえ、必要事項を入力
※公演HPからもアクセスできます。

［B］往復はがき（1枚につき1名まで）
往復はがきに①氏名（ふりがな）・年齢　②郵便番号・住所　③電話番号　④〈在勤・
在学者のみ〉勤務先・所在地または学校名　と返信用にもあて先を記入し下記へ
〒112-0003　 文京区春日1-16-21 

文京シビックホール 「文の京コミュニティコンサート」担当
〆  12月3日（金）必着

※応募は、Webフォームまたは往復はがき、どちらか1通のみ。
※ 重複応募、記入漏れがある場合、不備があった場合は、応募は無効となります。
※ 抽選結果は当落を問わず12月22日（水）に返信用はがきまたはメールにて発送予定。

　緑多き目白台の丘の上に静かに佇む和敬塾本館（旧細川侯爵邸）は、昭
和初期の代表的な華族邸宅です。昭和11（1936）年、熊本藩主を務めた
細川家の江戸下屋敷の敷地の一部に、細川家第16代当主・細川護立侯
爵の本邸として建設されました。昭和30（1955）年、邸宅を購入した前川
喜作により7,000坪に及ぶ広大な敷地内に男子学生寮が建設され、以来、
本館は塾生たちの知育、徳育の場として活用されつつ、文化財として大切
に管理されています。イギリス・チューダー様式を基調とする洋館の内部
には、優雅で落ち着いた雰囲気の空間が広がり、各部屋には趣向を凝らし
た意匠がちりばめられています。その歴史的、文化財的価値の重要性から、
平成10（1998）年、東京都より有形文化財の指定を受けました。

御客間

和敬塾本館 外観

　アウトリーチ（Outreach）とは、英語で「手を伸ばす」という意味があります。文京シビックホールでは、どなたでも、身近に、
気軽に音楽や芸術文化を楽しんでいただけるよう、ホール公演だけでなく、区内のあちこちに出かけてさまざまな活動を行っ
ています。現在、ホールは改修工事中ですが、アウトリーチ公演は例年以上に、精力的に展開しています。
　数ある公演の中から、5 月実施の「アーティスト・イン・音楽室」、8-9 月実施の「フルーツの国のおんがくパーティー♪
出前コンサート」、10 月実施の「鼓童交流学校公演」をリポートします。いずれも校内・園内での実施のため一般には非公開
の公演です。新型コロナウイルス感染症予防対策を講じた上で実施しました。

■アーティスト・イン・音楽室
  実施日・実施校   5月26日（水）　区立駒本小学校
  出演    藤井里佳（パーカッション）、山本愛香（ピアノ）
  対象   6年1組、6年2組
　「プロの演奏家が音楽の
授業を行うと、いったい何
が起きるのか？」をコンセ
プトに、アーティストが音
楽室の楽器を使って、クラ
ス単位で授業を行います。
出演は、あらゆる打楽器を
華麗に操るパーカッション
奏者の藤井里佳さんと、ピアニストでありながら和太鼓も
得意な山本愛香さん。まずはハチャトゥリアン作曲「剣の
舞」の演奏。ピアノの軽快なリズムに乗って奏でられる、
マリンバのノリの良いメロディーと素早い撥

ばち
さばきに、子

どもたちは釘付けに。いつもと同じ楽器とは思えない響き
にびっくりした様子です。楽器体験では、ラテン、ロック、
日本のリズムにチャレンジし、さらにボディパーカッショ
ンにトライ！全身を使ってリズムを表現し、クラスが一体
となり楽しむ様子がとても印象的でした。
　出演者はマスクを着けたままの演奏となりましたが、熱
意とパワーが十分に伝わる素晴らしい授業でした。子ども
たちにとっては、プロの演奏テクニックをまさしく目の前
で体験することができる、貴重な機会となりました。

■ 響きの森きっずプログラム “フルーツの国の 
おんがくパーティー♪” 出前コンサート

  実施時期    8月・9月
  実施場所    区内保育園4園
  出演    瀧本瞳（司会・歌）、シエナ☆フルーツ音楽隊（フルート、

クラリネット、パーカッション）　  対象   園児
　例年、シビックホール小ホールにて開催し、大好評の「フ
ルーツの国のおんがく
パーティー♪」。現在、
シビックホールは休館
中のため、今年は特別
に区内の保育園にて出
前コンサートを行いま
した。
　「ドレミのうた」や「幸せなら手をたたこう」、「大きな
栗の木の下で」、「グーチョキパーでなにつくろう」など、
おなじみの曲をひとみ姫（瀧本瞳）の歌と、果物に扮した
シエナ☆フルーツ音楽隊によるフルート、クラリネット、
パーカッションによる演奏をお楽しみいただきました。
　子どもたちは、プロのアーティストによる生演奏を間近
で聴き、その美しい音色や大きな音に驚いた様子でした。
また、曲にあわせて振り付けや手遊びで参加し、楽しんで
いる姿も見られました。ストーリー仕立てのプログラムに
どんどん引き込まれていった子どもたちの笑顔が印象的
なコンサートでした。

■鼓童 交流学校公演
  実施日・実施校    10月4日（月）　区立文林中学校 

10月6日（水）　区立第八中学校
  出演   太鼓芸能集団 鼓童　  対象   全校生徒
　新潟県佐渡島を拠点に、国
内のみならず、世界各国で数
多くの公演を行う太鼓芸能集
団 鼓童。文京区では、毎年
2 校ずつ学校公演を実施して
います。大小さまざまな太鼓
を駆使した演奏は、その迫力ある響きもさることながら、メ
ンバーのキビキビとした、統制のとれた動きと型の美しさに、
視覚的にも強烈な印象が残ります。体育館での演奏は、それ
を間近で体感できる絶好の機会です。
　演奏が始まった瞬間、体育館全体を震わせる響きに空気
が一変します。一言で「太鼓」といえども、伝統的な祭囃
子からしっとりとした曲、コミカルな曲まで、表情はさま
ざま。7 人の奏者それぞれが異なるリズムを正確なタイミ
ングで同時に演奏し、複雑なうねりを作り上げてゆくさま
は圧巻で、目が離せません。勢いのある演奏に生徒たちは
ぐいぐい引き込まれてゆきました。
　新型コロナウイルス感染症の影響で、太鼓体験コーナー
は中止となりましたが、生徒たちは全身で太鼓の奥深い響
きを受け止め、堪能していました。

藤井里佳 山本愛香

2021年度のアウトリーチ事業
■  区立小学生のための出前コンサート 
〈東京フィルハーモニー交響楽団〉

■  区立中学生のための出前コンサート 
〈シエナ・ウインド・オーケストラ〉

■ 鼓童 ぶんきょう交流公演 番外編
■ 吹奏楽 3up プロジェクト
■ 区立中学生のための吹奏楽クリニック
■ 親子で楽しむ はじめてのバレエレッスン
■ 幼稚園バレエワークショップ
■ 響きの森アーツキャラバン

まだまだ
あります！

和
わ

敬
け い

塾
じ ゅ く

本館 文
ふ み

の京
み や こ

コミュニティコンサート 和
わ

 敬
け い

 塾
じゅく

 本 館 とは

日  日時　 会  会場　 出  出演者　 曲  曲名　 対  対象　 定  定員　 ￥  費用　 申  申込　 〆  締切　 問  問合せ先

文京シビックホール  アウトリーチ事業のご紹介

入場無料
（事前申込制）

福島青衣子

こんなこともこんなことも
やっていますやっています

お問合せ
シビックホール ホール事業係
K03-5803-1103

（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）

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。

公 演 紹 介 パ ソ コ ン 教 室

新型コロナウイルス感染症予防対策を講じた上で実施します。ご来場の際は
マスク着用・検温・手指消毒の徹底等にご協力ください。詳細につきましては
文京アカデミーHPをご確認ください→https://www.b-academy.jp
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夜クラシック in 東京文化会館
文京シビックホール リモートコンサート・シリーズ

響きの森きっずリモートプログラム

シビックホール公式YouTubeにて期間限定で無料配信！
コンサートをご自宅でゆっくりとお楽しみいただけます。

0歳から入場OK！でおなじみの「響きの森きっずプログラム」も配信版で登場します！演劇・
音楽・ダンスの３つのプログラムをシビックホール公式YouTubeにて期間限定で無料配信！
ぜひご家族でお楽しみください！

文京シビックホールは改修工事のため休館中ですが、他のホールでの公演や動画配信などを行ってまいります！今年度も文京アカデミー主催事業にご期待ください！

詳細については決まり次第、本広報紙及び、文京アカデミーHPに掲載いたします。

東京フィルメンバーによる
室内楽コンサート
オーケストラの名曲を気軽にお楽しみい
ただける人気シリーズ「響きの森クラシッ
ク・シリーズ」。今年は東京フィルメンバー
による室内楽シリーズに切り替え、東京
オペラシティ・リサイタルホールにて開催
します。

日時  〈第1回〉2021年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
会場  東京オペラシティリサイタルホール
日時  〈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
会場  東京オペラシティリサイタルホール

「響きの森クラシック・シリーズ」
in 東京オペラシティ

BUNKYO SIENA POPS in 東京文化会館

出演  太鼓芸能集団 鼓童　
日時  調整中　 会場  調整中

観て、聴いて、叩いて楽しむ、鼓童「ぶんきょう交流
公演」。迫力満点のパフォーマンスは毎年大好評。今
年は番外編として区内施設で実施します。

いつもよりグッと近くで鼓童を体感しよう！

鼓童ぶんきょう交流公演2021 番外編

注目の若手演出家が手がける、子ども向け演劇プログラム
文字・色・光などと俳優を組み合わせた独自の表現で注目を集める演出家、
山本卓卓。主宰する演劇集団「範宙遊泳」による動画プログラムを親子で
お楽しみください！

山本卓卓
© 雨宮透貴

範宙遊泳演
劇

配信期間  2021年夏～2022年3月（予定）

「からだあそび」は動きの宝庫！
今しかない子ども時代におもいっきりあそぼう！ 
世界でも活躍するダンスカンパニー「コンドルズ」に
よる楽しいパフォーマンスで人気の「遊

あそ
育
いく

計画」が
動画でやってくる！ ご自宅で、ご家族で「からだあ
そび」をお楽しみください！

NHKエデュケーショナル×コンドルズ×文京シビックホール

コンドルズの遊
あ そ

育
い く

計画 in BUNKYO 動画版

ダ
ン
ス

お子様と一緒にバレエを体験してみませんか？
バレエがはじめてのお子様（４～６歳）と保護者の方を対象としたレッスン
です。指導経験豊富な牧阿佐美バレヱ団の団員と一緒に、バレエの動き
と表現に挑戦してみましょう！
日時  2021年7月31日（土）・11月下旬（予定）　 会場  アカデミー文京 レクリエーションホール

親子で楽しむ「はじめてのバレエレッスン」

「Pick up／楽器を手にとって」
「Wake up／楽器を目覚めさせて」
「Level up／演奏を進歩させよう！」
楽器店が多く集まる、新大久保（新宿区）で、吹奏楽に興味のある皆
さんが無料で楽しめるイベントを1日限定で開催します。「演奏お悩
み相談」「管楽器診断＆相談会」など、様々なコーナーを実施予定です。

日時  2021年10月30日（土）　 会場  管楽器専門店ダク地下「スペースDo」

吹奏楽3upプロジェクト

笹沼 樹
©Taira Tairadate

奥村 愛
©小島竜生

山田武彦
©井村重人

人気の室内楽シリーズが引き続き登場！
名曲の数々を気軽にお楽しみいただけるシビックホー
ルの人気シリーズ「夜クラシック」。山田武彦と各回
のソリストとの軽妙なトークもお楽しみに！

※公演時間／休憩無し約70分

※公演時間／休憩無し約70分

日時  〈第1回〉2021年12月9日（木）19：00開演
会場  東京文化会館小ホール　
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

 べートーヴェン／ヴァイオリン・ソナタ 第5番 ほか
日時  〈第2回〉2022年2月17日（木）19：00開演
会場  東京文化会館小ホール　
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

夜クラシック in 東京文化会館

不朽の名作から、最新曲まで全18曲！
吹奏楽コンクール課題曲の歴史をたどる『吹奏楽 珠
玉の課題曲集』。そして、マーチ王“スーザ”や昨今話題
の“古関裕而”など世界各地のマーチを集めた『古関裕
而＆世界のマーチ』を、日本を代表する吹奏楽団シエナ・
ウインド・オーケストラの演奏でお届けします！

出演  井村誠貴（指揮）、シエナ・ウインド・オーケストラ（吹奏楽）、富樫鉄火（ご案内）
吹奏楽　珠玉の課題曲集	 曲目  東海林修／ディスコ・キッド、宮川彬良／僕らのインベンション　ほか
 配信期間  配信中～2022年3月（予定）
古関裕而＆世界のマーチ	 曲目  古関裕而／栄冠は君に輝く、P.スーザ／星条旗よ永遠なれ　ほか
 配信期間  2021年5月～2022年3月（予定）

シエナ・ウインド・オーケストラ 

シエナ・ウインド・オーケストラ
Photo:K.Miura

井村誠貴

おなじみの栗コーダーがリモートコンサートに登場！
毎年小ホールでの公演が大人気の栗コーダーカルテット！今年
はリモートコンサートに登場します。リコーダーのあたたかな音
色とゆったりのんびりした雰囲気を、ご自宅でお楽しみください。

栗コーダーカルテット音
楽

配信期間  2021年夏～秋頃（予定） 栗コーダーカルテット

8面も
ご覧

ください。

8面も
ご覧

ください。

8面も
ご覧

ください。

シエナ・サックス＆ビーツ須川展也

日時  〈第1回〉2022年1月14日（金）
 19:00開演
会場  東京文化会館小ホール
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

日時  〈第２回〉2022年３月１０日（木）19:00開演
会場  東京文化会館小ホール
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

サックス四重奏と打楽器で奏でる、珠玉のヒット・ナンバー
2018年にスタートし、好評を博してい
るBUNKYO SIENA POPSシリーズ。
休館中は東京文化会館・小ホールへと
会場を移し、いくつもの時代を彩ってき
た“あのメロディ”を、須川展也を迎え
た新ユニットでお届けします。

※公演時間／休憩無し約70分

©岡本隆史

「夜クラシック」「BUNKYOSIENAPOPS」「響きの森クラシック」の各2公演、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」を発売予定！
詳細は決まり次第、本広報紙及び文京アカデミーHPに掲載したします。

速報！

出演  渡邊一正（指揮）、東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
曲目  グリーグ／ピアノ協奏曲　〔中野翔太（ピアノ）〕
配信期間  2021年6月～2022年3月（予定）
曲目  ドヴォルザーク／交奏曲第9番「新世界より」
配信期間  2022年1月～3月（予定）

東京フィルの演奏と大ホールの響きをご自宅で堪能
指揮に渡邊一正、ピアノに中野翔太を迎え、クラシックの2
大名曲をおおくりします。

東京フィルハーモニー交響楽団 

中野翔太
©Taira Tairadate

渡邊一正
© Satoshi Mitsuta

東京フィルハーモニー交響楽団
©Takafumi Ueno

コンドルズ

配信期間  2021年12月～
 2022年3月（予定）

ホール休館中の特別ラインアップ発表！

2 令和3年4月号（通巻第244号）

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  クライスラー/美しきロスマリン、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１回

山田武彦

笹沼 樹
©Taira Tairadate

奥村 愛
©小島竜生

●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

198-330Pコード

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  ベートーヴェン/チェロ・ソナタ 第3番、ポッパー/ハンガリー狂詩曲 

サン＝サーンス/白鳥〈組曲「動物の謝肉祭」より〉　ほか

第2回 198-332Pコード

シ メ ぴ e+ 文

須川展也

シエナ・サックス＆ビーツ

BUNKYO SIENA POPS in 東京文化会館

2022年1月14日（金） 19:00開演

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  ジョプリン/ラグタイム組曲、バーンスタイン/大脱走のテーマ 
フォスター/ケンタッキーの我が家、ガーランド/イン・ザ・ムード 
プラード/エル・マンボ　ほか

曲　目   モーツァルト/アヴェ・ヴェルム・コルプス、ローゼンマン/エデンの東 
マンシーニ/酒とバラの日々、ノーマン/ジェームズ・ボンドのテーマ
プラード/マンボNo.5　ほか

第１回

第2回

198-164Pコード

198-185Pコード

シ メ ぴ e+ 文

文京シビックホール休館中のため、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。〉

新型コロナウイルス感染症予防対策を講じた上で実施します。ご来場の際はマスク着用・検温・手指消毒の徹底等にご協力ください。詳細につきましては文京アカデミーHPをご確認ください→https://www.b-academy.jp

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。

出張パソコン修理

2022年 発表会開催予定

第22回 発表会
5月中旬開催予定
アンサンブル発表会
秋に開催予定

音 楽 教 室

弦楽アンサンブル
レッスン再開予定

響きの森クラシック in 東京オペラシティ

東京オペラシティ リサイタルホール 住　所   東京都新宿区西新宿3-20-2 B1F

● 京王新線「初台駅」直結東口 徒歩約5分

出　演  小林海都（ピアノ）
　　　　  東 京フィルハーモニー交響楽団メンバーによる木管五重奏
  神田勇哉（フルート）、荒川文吉（オーボエ）
  アレッサンドロ・ベヴェラリ（クラリネット）
  廣幡敦子（ファゴット）、豊田万紀（ホルン）　

曲　目  ドビュッシー/小組曲、プーランク/六重奏曲　ほか

アレッサンドロ・べヴェラリ荒川文吉神田勇哉小林海都 豊田万紀廣幡敦子

2022年3月17日（木） 19:00開演第２回 198-643Pコード

シ メ ぴ e+ 

※ホール収容定員100％の客席数で販売いたします。
※ 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

指　揮  井村誠貴　 吹奏楽  シエナ・ウインド・オーケストラ　 ご案内  富樫鉄火
■吹奏楽 珠玉の課題曲集

東海林修/ディスコ・キッド、宮川彬良/僕らのインベンション　ほか
■古関裕而＆世界のマーチ

古関裕而/栄冠は君に輝く、P.スーザ/星条旗よ永遠なれ　ほか
配信期間  配信中～2022年3月まで

シエナ・ウインド・オーケストラ 井村誠貴

〈ここからアクセス〉

シエナ・ウインド・オーケストラ

東京フィルハーモニー交響楽団

文京シビックホールは現在休館中ですが、その間も芸術文化をお楽しみいただけるよう、
期間限定で動画を無料配信しています。

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

配信期間  配信中～2022年3月まで
東京フィルハーモニー交響楽団 中野翔太

©Taira Tairadate©Takafumi Ueno

Photo : K.Miura

★提携団体チケット情報
●特別企画 鼓童創立40周年記念公演

40周年ツアー2連作「鼓」「童」、昨年お披露目予定だった「巴」の3作を上演。
日 11月 25日（木）15：00開演「巴」 

26日（金）14：00開演「童」／18：30開演「鼓」 
27日（土）13：00開演「鼓」／17：30開演「童」 
28日（日）13：00開演「巴」

会 Bunkamura オーチャードホール
￥ S席 8,800円　A席 6,800円　B席 4,800円　　シ  ぴ  L  e+ チ  B
問  チケットスペース　03-3234-9999（平日10：00～12：00/13：00～15：00） 

https://www.kodo.or.jp/ 

●東京フィルハーモニー交響楽団 ベートーヴェン『第九』特別演奏会
日 12月23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】 ケンショウ・ワタナベ　【ソプラノ】 迫田美帆　【アルト】 中島郁子　【テノール】 清水徹太郎
【バリトン】 伊藤貴之　【合唱】 新国立劇場合唱団　【管弦楽】 東京フィルハーモニー交響楽団

曲 ベートーヴェン／歌劇『フィデリオ』序曲、交響曲第9番『合唱付』
￥ S席 11,000円　A席 8,800円　B席 6,600円　※C席の取扱いはありません　　シ  ぴ  e+ 東  楽  オ
問 東京フィルチケットサービス　03-5353-9522（平日10：00～18：00）   

●牧阿佐美バレヱ団 「くるみ割り人形」（全幕）
日 12月25日（土）  11：00開演／15：30開演
　　　 2６日（日）  1４：00開演
会  メルパルクホール 
【演出・改訂振付】 三谷恭三（プティパ／イワノフ版による）　【音楽】 P.I.チャイコフスキー

￥  S席 13,000円 A席 10,000円  B席 7,000円  C席 4,000円　　シ  ぴ  e+ 楽  カ  牧
問  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 

東京文化会館 小ホール

日  日時　 会  会場　 出  出演　 曲  曲目　 ￥  料金　 問  問合せ先

文京アカデミー常勤職員募集
文京アカデミーでは、一般事務職の常勤職員を募集
します。私たちと一緒に働きませんか？
採　用　日 令和4年4月（予定）
採用予定人数 若干名
選 考 方 法
一次選考：書類選考
二次選考：筆記試験（12月実施）
三次選考：個別面接（1月実施）
一次選考書類締切
令和３年11月22日（月）17:00必着
※二次、三次選考は通過者のみ実施します。
一次選考応募方法

「公益財団法人文京アカデミー令和4年度常勤職員採用選考申込
書」及び返信用封筒を下記へ郵送又は持参。
〒112-0003　東京都文京区春日1-16-21
※ 選考申込書ダウンロード及びその他詳細は、QRコードよりアク

セスいただくか、当財団HPトップのお知らせをご覧ください。
問い合せ先　公益財団法人文京アカデミー管理課庶務係
TEL 03-5803-1102

シビックホール主催公演を
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、
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。

チケットのお求めは

●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。

ご注意

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

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。

ぴ チケットぴあ ☎︎0570-02-9999 https://t.pia.jp/
e+ イープラス https://eplus.jp/
文 東京文化会館チケットサービス　☎︎03-5685-0650 （10:00〜18:00 ※休館日を除く）
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 https://ticket.rakuten.co.jp/
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 月休）
L  ローソンチケット https://l-tike.com/
チ チケットスペース　 ☎︎03-3234-9999 （平日10:00〜12:00/13:00〜15:00）
B  Bunkamuraチケットセンター ☎︎03-3477-9999 （10:00〜17:00）

10月号出題分の答え
ももたろう

当選者の発表は、賞品（雑貨店 百水　イランのイラス
トレーター　マルジャーンのアートクロス／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1月号です。


