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開館20 周年！

ラインアップ紹介20th anniversary performance lineup20 20 

©Takafumi Ueno

©田部雅生

©Yosuke Komatsu©Yoshinori Tsuru

©飯島隆©Felix Broede©Yuji Hori ©Keita Osada©公文健太郎©中村風詩人

次号の文京アカデミーSQUAREは5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。

相続相談

生涯学習講座

着付け教室

もめごと解決！ 突然親族に訴えられた！

相続相談

◎外国語講座 （毎週1回/1年間/30回）全18言語

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

☆５月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。

申込締切日：４月２３日（火）必着　
※４月９日（火）・１１（木）に
　体験授業（無料）を実施します。
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〒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
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文京シビックホール（響きの森文京公会堂）は、おかげさ
まで2020年3月に開館20周年を迎えます。10月から 
はじまる記念公演では、クラシックから古典芸能まで、国
内外の一流アーティストがシビックホールに集い、記念イ
ヤーを盛り上げます。ここで、注目公演を一挙ご紹介！

2020年度開催予定 20周年記念公演
イベント名 会場 公演日 公演内容

ウィーン少年合唱団 大 2020年5月16日（土） 世界中で人々の心を癒す天使の歌
声をお聞き逃しなく！

荘村清志 × 武満 徹
〜武満 徹生誕90年記念〜 小 2020年5月 武満 徹と生前より親交のあった 

荘村清志によるギターリサイタル。

文の京リーディングドラマ 小 2020年6月6日（土）～7日（日）
20日（土）～21日（日）

文京区とゆかりのある県出身の演
出家によるリーディング・ドラマ。

山田和樹 × 東京混声合唱団 大 2020年6月7日（日） 若きマエストロ・山田和樹と東混に
よる特別演奏会。

トリオ・リベルタ 大 2020年7月12日（日） クラシックの枠にとらわれない人気
トリオの演奏は必聴！

イベント名 会場 公演日 公演内容
シエナ アンサンブルコンサート

（委嘱作品初演） 小 2020年9月 20周年記念アンサンブル作品を委
嘱し初演します。

小曽根 真スペシャルコンサート 大 2020年9月24日（木） 小曽根 真が、20周年をお祝いする
スペシャルな一夜。

牧阿佐美バレヱ団
「眠れる森の美女」 大 2020年

10月3日（土）～4日（日）
クラシックバレエの粋を集めた最高
峰の舞台を是非！

オーケストラ・アンサンブル金沢
文京公演 大 2020年10月25日（日） 20周年記念事業のフィナーレを飾

る特別コンサート！

文京シビックホール
周年記念公演

響きの森文京公会堂

中村勘九郎 中村七之助 特別公演

中村勘九郎、中村七之助による人気の公演！
NHK大河ドラマ「いだてん」で活躍中の中村勘九郎と、
中村七之助兄弟による歌舞伎舞踊公演。脈々と引き継
がれる中村屋の芸をお楽しみください。

10月15日（火）（2回公演予定） 大ホール

林家たい平　おやこ落語

林家たい平による、親子向けの落語公演。
[文京シビック寄席 特別編] 人気落語家・林家たい平による、
家族で楽しめる落語公演！

2020年2月11日（火・祝） 小ホール

新沢としひこ＆ケロポンズ ファミリーコンサート

家族みんなで楽しもう！
子どももおとなも、みんなで一緒にうたって踊ろ
う！！新沢としひこ＆ケロポンズの、楽しくて、元
気が出て、心が温まるファミリーコンサート。

2020年3月29日（日） 大ホール

鼓童ワン・アース・ツアー2019「道」

国内外で活躍する「鼓童」の大ホール公演！
おなじみ「太鼓芸能集団 鼓童」の12月公演。今年は鼓童
の代表曲を沢山詰め込んだ「道」公演を上演。お見逃しなく！

12月18日（水）～22日（日） 大ホール

CITTADINO歌劇団、記念すべき第20回公演
今年の演目はビゼー作曲『カルメン』。キャストはオーディション
により決定。合唱団は公募し、8月より約半年間の講習を経て2
月の本番に臨みます。

区民参加オペラCITTADINO歌劇団第20期生公演
ビゼー作曲 歌劇『カルメン』（原語上演・字幕付）
2020年2月16日（日）14:00 大ホール

伝統芸能 石
い わ
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み
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公演

高いエンターテイメント性で魅せる神話の世界！
文京区と文化振興等に関する協定を結んでいる、島根県
津和野町周辺に伝わる石見神楽を大ホールで上演します。

11月16日（土） 大ホール
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各公演情報、チケット情報につきましては、後日、
本紙紙面、ホームページ等で随時発表いたします。

ラインアップ紹介

佐渡裕×シエナ

黄金コンビが奏でる、極上のブラスサウンド！
文京シビックホールを拠点に活動するシエナ・ウインド・オーケ
ストラが、首席指揮者・佐渡裕との黄金コンビで登場！

12月24日（火） 19:00 大ホール

©飯島隆

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

日本公演唯一となる「新世界より」を披露！
ドヴォルザークとゆかりが深い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が日本公演唯一となる、ドヴォ
ルザーク作曲「新世界より」を披露。ソリストには名門ベルリン・
フィルの第一コンサートマスターとしても活躍の樫本大進が登場！
★好評発売中。詳細は8面をご覧ください。

10月24日（木）19:00 大ホール

©Umberto Nicoletti ©Keita Osada

©Vaclav Jirasek

響きの森クラシック・シリーズVol.70

バッティストーニによる《ニューイヤー・コンサート》
当シリーズの名物企画《ニューイヤー･コンサート》。2020年は東
京フィル首席指揮者のバッティストーニが、お得意のオペラ物とチャ
イコフスキープログラムを披露。名歌手による究極の名アリアと管
弦楽曲で、新年の華やかな幕開けと、ホール20周年をお祝いします。

2020年1月25日（土） 15:00 大ホール

©Takafumi Ueno

©K.Miura

夜クラシック 特別編

若き俊英ピアニストによる三大ピアノ！
“夜クラシック”シリーズ5周年を記念した特別編。
気鋭のピアニスト3名による、シリーズ初の<三
大ピアノ>公演をお届けします。

（ピアノ：中野翔太、金子三勇士、阪田知樹）

2020年2月23日（日）15:00 大ホール

©Ayako Yamamoto ©HIDEKI NAMAI.©Yuuji

ケント・ナガノ╳辻井伸行╳ハンブルク・フィル
現代きっての名指揮者ケント・ナガノが、ハンブルク・フィルハー
モニー管弦楽団とともに来日。ソリストに辻井伸行を迎え、ベー
トーヴェンとブラームスの名曲プログラムを披露します。

FUJITEC presents ケント・ナガノ指揮 
ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団 ピアノ：辻井伸行
11月5日（火） 19:00 大ホール

©Benjamin Ealovega©Yuji Hori★好評発売中。詳細は8面をご覧ください。

今も色あせない思い出のヒット・ナンバー！
須川展也（サックス）と渡辺香津美（ジャズ・ギター）を迎え、シエ
ナ・ウインド・オーケストラが往年のヒット・ナンバーをお届けし
ます。ホール20周年を記念した委嘱作品「トーキョー・ラプソディ
2020」も初披露。

BUNKYO SIENA POPS 2019 

わが青春のポピュラーミュージック！
11月23日（土・祝） 15:00 大ホール

©Hikaru.☆

©Yosuke Komatsu

©岡本隆史

★好評発売中。詳細は8面をご覧ください。

野村万作・萬斎 狂言の夕べ

野村万作、野村萬斎、万作の会メンバーによる公演
人間国宝・野村万作と、映画・テレビ等で幅広い活躍をみせ
る野村萬斎による人気の狂言公演。

2020年3月11日（水）19:00 大ホール

文京シビック合唱団  第17回定期演奏会

ヴェルディのオペラに挑みます！
文京区主催の混成合唱団講習会参加者を中心に結成さ
れた「文京シビック合唱団」の定期演奏会。

10月19日（土） 大ホール

©田部雅生

※その他20周年記念公演については随時発表いたします。

©三浦 彩
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第17回文の京カレッジコンサート 出演団体ほか大募集！
区内の大学・専門学校の学生たちで力を合わせて、一緒にコンサートを創り上げよう！

文京シビックホール小ホール　9月14日(土)14：00開演（予定）コンサート 無料

募集内容（いずれも参加無料）
（1）出演団体
各団体代表者は実行委員会に参加。他大学とも交流して、一緒にコンサートを創り上げよう！
対  ・区内の大学および専門学校の音楽サークル・音楽団体

・人数：2～35名
・出演時間：20分以内（入退場含む）
・演奏形態：管弦楽アンサンブル、吹奏楽、合唱など
・「代表者」1名と、ステージ運営を行う「舞台スタッフ」１～２名を選出できること。
　※舞台スタッフは演奏への参加不可
・「代表者」、「舞台スタッフ」は、9/14（土）本番と、それぞれ下記の日程で開催する事前準

備に必ず参加できること。
　　「代表者」：6/22（土）、７/21（日）、９/1（日）いずれも午前、9/13（金）夜
　　「舞台スタッフ」：9/13（金）夜

定  8団体（超えた場合は抽選）

（2）華道サークル
コンサート来場者を出迎える、お花を活けたい華道サークル
を募集！ 普段の活動の成果をホールで発表しませんか？
対  区内の大学および専門学校の華道サークル
定  1団体（超えた場合は抽選）
※ 25,000円を上限に花材代を支給します。

（3）運営スタッフ
運営に興味がある方、演奏は出来ないけど音楽が大好きな
方、裏側からコンサートを覗いてみませんか？
①「舞台スタッフ」　②「ロビースタッフ」
対  ・区内の大学および専門学校在学生

・9/13（金）夜のスタッフリハーサルと、9/14（土）本番に
　参加できること。

定  各3名（超えた場合は抽選）

申  指定の応募用紙に必要事項を記入し、下記へ郵送、FAX
または持参 （平日9:00～17:00）
〒112-0003　文京区春日1-16-21
文京シビックホール ホール事業係「文の京カレッジコンサート事務局」　
※応募用紙は、文京アカデミー各施設にて配布。
※ HPからもダウンロードができます→https://www.b-academy.jp/hall/

〆  5月8日（水）消印有効

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

シビックシネマサロン
「お茶漬の味」（115分／モノクロ／ 1952年）

監督：小津安二郎　出演：佐分利信 / 小暮実千代　ほか
日 	4月19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。

シビックアニメまつり《こどもの日記念・まるごとアニメ特集》
日 	5月5日（日・祝）		入場開始は9：30です。（12：10終映予定）
〈タイムスケジュール〉

上映作品 上映開始時間（予定）
・ぞくぞく村のおばけたち
〈第1話〉妖精レロレロ　〈第2話〉とうめい人間サムガリー （全40分）
・ドナルド・ダック　ドナルドの少年団長ほか７話 （全60分）
・楽しいムーミン一家　ムーミン谷の春 （全25分）

10：00

10：40
11：40

※上映作品と上映開始時間は変更する場合があります。
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）
定  100名（先着順）　 ¥  無料　 対  どなたでも
申  当日直接会場へお越しください。

毎日の生活のひとこまを短歌や俳句で表現してみませんか
対  文京区内在住・在勤・在学者　 〆  5月10日（金）必着
申  はがきに①種別（歌壇・俳壇）②作品（１枚に２首・句以内、題材は自由、未発表作品に限

る、楷書で記入、漢字には必ずふりがなを振る）③住所（在勤者は勤務先名・所在地、在学
者は学校名も）④氏名（ふりがな）⑤年齢⑥電話番号を明記し上記へ

※賞入選は種別ごとに１０作品
※発表入選のうち特選各３作品をスクエア７月号に掲載（入選者へは別途通知）

第1回ぶんきょう歌壇・俳壇作品募集

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

問題
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。さて、文京シビックホールの正式名称は、

「〇〇の森文京公会堂」ですが、○○の中に入る文
字はA～Cのどれでしょうか？ （ヒントは1・2面に）

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

【締切】 4月19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 響き　B 輝き　C 煌き

正解者の中から抽選で、おりが
み会館「猫キャラクター名画 マ
イクロファイバークロス4種セッ
ト」を10名様にプレゼント
次回の「クイズ 文京温故知新」は 
7月号に掲載予定

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4月号（通巻第220号）文京アカデミー　　　　

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）
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文京いきいきアカデミア（高齢者大学）7期生募集
～60歳以上の学ぶ意欲のある方をお待ちしています～

文京いきいきアカデミアは２年制の高齢者大学です。
1 年目は教養課程で全員が同じカリキュラム（24 講座）を学び、7 割以上出席すると 2
年目の専門課程に進級します。
2 年目の専門課程は全員受講の共通講座と文京アカデミーが主催するアカデミア講座（選
択制・受講料別途）を受講して卒業となります。
様々なことを学びながら、受講生同士の仲間づくりにあなたも参加しませんか？
<カリキュラム（予定）＞
第１学年教養課程　共通講座（３学期制・24回） 
日 	2019年6月5日～2020年3月の各水曜日　14：00～16：00

1学期 文京区をもっと知ろう ～仲間づくり、区の現状と課題について～
2学期 文の京（ふみのみやこ）をもっと知ろう ～文京区の歴史・地理・文化について～
3学期 いきいきと楽しく暮らすために ～身近な健康・経済・教養について～

第2学年専門課程　共通講座及び選択講座
日 	共通講座：2020年4月～2021年3月の各水曜日
※卒業式は2021年3月を予定
会 	アカデミー文京	学習室（文京シビックセンター地下1階）ほか
対  60歳以上の文京区内在住者（以前受講した方も可）
定  60名（超えた場合は初めての方を優先し抽選）
¥  5,000円（2年間分を入学時に一括納付。ただし、2年次の選択講座の受講料は別途必要）
〆  ５月７日（火）必着
申  往復はがきに①文京いきいきアカデミア 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からも申し込みができます→https://www.b‐academy.jp/

大谷木醇堂は、天保 9 年（1838）に麻布で誕生。幕末維新の江戸を生き抜き、明治
30年（1897）に市ヶ谷で生涯を閉じた生粋の江戸っ子です。祖父が水戸藩主の未亡人
峯寿院の御用人を務めたことから小石川東富坂下に住んだこともあり、文京区と縁の深い
人物でもあります。偉人でも英雄でも成功者でもない彼が、ありあまる教養と多彩な交友、
そして奔放な気性のままに、貧窮の中で綴った随筆は無類に面白いものです。歴史の真
実は不遇の知識人の口からこぼれ出るものかもしれません。
協力：文の京地域文化インタープリターの会 
日 	5月24日（金）	14：00～16：00（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）
師  歴史学者　氏家幹人
対  文京区内在住、在勤、在学者（15歳以上、中学生を除く）
定  300名（抽選）　 ¥  無料　 〆  5月13日（月）必着
申  往復はがきに①「特別公開講座・江戸の真実」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

※3～6歳の就学前児の無料保育があります（定員3名）。希
望者は、応募はがきに朱書で「保育希望」、子どもの氏名（ふ
りがな）・性別・年齢を記入してください。

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

大谷木醇堂の随筆より

「遠山の金チャン」
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講座・講演会 講師 日程 時間 定員 受講料

国際仏教学大学院大学 会  国際仏教学大学院大学春日講堂　 問  公開講座係 Tel 03-5981-5271

「一遍の踊念仏」 国際仏教学大学院大学教授
落合 俊典 5/11（土） 13：30～15：00 200名 無料

拓殖大学 会  拓殖大学文京キャンパス　 問  研究支援課 Tel 03-3947-7166
外国語講座 ～アジアを中心とした１８言語を開設～
※但し、定員に空きのあるクラスのみ 各語学専門講師 5/7～1/30

週1回・年間30回 19：00～20：30 各クラス
18名程度 69,000円

貞静学園短期大学 会  貞静学園短期大学　 問  公開講座係 Tel 03-3944-9811
楽しいフラダンスレッスン
※保育つき 幼児1人1回100円（保険料）

フラ ハラウ オ ヘレイピリナヘ主宰
菅原 和美

5/10～7/12
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

5/11～7/6
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  Tel 03-3946-9667
バッハのフランス組曲
～豊かに彩られた 舞曲の世界～

国立音楽大学講師
山田 剛史 6/1（土） 15：00～17：30 100名 3,000円

グリーグのピアノ作品 東邦音楽短期大学教授
國谷 尊之 6/29（土） 10：00～12：00 100名 3,000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  Tel 03-3811-1696
東洋学園大学公開講座（全4回）
第1回 「遊びの流儀 ～遊楽図の系譜～」

サントリー美術館学芸部長
石田 佳也 5/7（火） 19：30～21：00 30名 1,000円（1回）

2,000円（全4回）
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

地球温暖化が自然生態系に及ぼす影響 日本女子大学理学部専任講師
上田 実希 5/10（金） 13：20～14：50 30名 2,100円

気をつけて！身近に潜む消費者のリスク 日本女子大学家政学部通信教育課程
特任教授　工藤 千草 5/20（月） 11：00～12：30 30名 2,100円

色彩計画のい・ろ・は 東京農業大学客員教授
槇島 みどり

５/１７～６/２８
金曜日　全４回 13：20～14：50 25名 8,400円

（材料費別途1,100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

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。

介護付有料老人ホーム 受　講　生　募　集

4月1日から申込開始

全15回　(第1・第3木曜、10時～16時)

【取得可能な資格】
①薬膳アドバイザー
②中医薬膳指導員認定試験  受験資格
※②の資格取得後、国際中医薬膳師　受験コース有

薬膳のプロ資格に挑戦

「薬膳初級講座」5月開講!!

会  会場　 内  内容　 対  対象　 定  定員　 申  申込　 〆  締切　 問  問合せ先

資格取得キャリアアップ講座	受講生募集
区内大学で開講する講座に文京区民枠を確保し、資格取得やキャリアアップを支援します。受講生には受講料の割引が
あります。（区民割引は文京アカデミーにお申し込みいただかないと適用できません。）
対  文京区内在住・在勤・在学者（15歳以上、中学生を除く）
定  各講座10名（定員を超えた場合は抽選）　※申込者が最少催行人数に満たないときは、開講されない場合があります。
申  往復はがきに①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上記へ　＊HPからも申込ができます→https://www.b-academy.jp/
問  ❶日本女子大学生涯学習センター　TEL 03-5981-3755（平日9：00～17：00 土曜9：00～12：00）
 ※講座の詳細は日本女子大学公開講座ＨＰ　http://LLC.jwu.ac.jp/　※各講座ごとに事前無料ガイダンスあり。
	 ❷東洋大学国際課　TEL 03-3945-8549（平日9：00～18：00、土曜9：00～13：00）
 ※講座の詳細は東洋大学BEST Programページ　http://www.toyo.ac.jp/site/bec/presentation.html

講座名 講師 日程 時間 受講料（割引後） 〆切（必着） 会場

❶

秘書検定準1級・2級講座 早稲田ワーキングスクール
講師

5/14～6/11
火・金曜日 全9回

17:10～
19:40

28,000円
テキスト代別　※1 4/26（金）

日本女子大学
目白キャンパス

TOEIC®600点突破講座
リンゲージ日本人講師

5/17～6/25
火・金曜日 全12回

17:10～
19:10

36,000円
テキスト代、
IPテスト代込

5/7（火）

TOEIC®730点突破講座 5/17～6/25
火・金曜日 全12回

17:10～
19:10

36,000円
テキスト代、
IPテスト代込

5/7（火）

消費生活アドバイザー
試験対策講座2019
※2

消費生活アドバイザー
有資格者
大矢野由美子　ほか

5/17～7/12
火・金曜日 全17回

特別講座
9/18（水）・19（木）　※3

18：10～
20：40

61,000円
テキスト代別 4/26（金）

IELTSスコアアップ
対策講座　※4

ブリティッシュ･カウンシル
専任英語講師

5/28～7/9
火曜日 全7回

17:10～
19:10

31,000円
テキスト代別 5/14（火）

日商簿記検定3級
合格対策講座

（11月試験合格目標）
ＴＡＣ簿記講座
専任講師

6/14～11/12
火・金曜日 全18回

17:10～
19:40

23,000円
テキスト代込 5/31（金）

❷

BEST Program
実践的英語プレゼンテー
ション講座【入門コース】

東洋大学非常勤講師
ラブ・パターソン

【6月期】6/17～7/22
【8月期】8/19～9/23

月曜日 全6回

19:00～
20:30

（予定）
43,600円

【6月期】
6/7（金）

【8月期】
8/4（日）

東洋大学
白山キャンパス

BEST Program
Creative/Innovative 
Thinking講座

【6月期】6/20～7/25
【8月期】8/22～9/26

木曜日 全6回

19:00～
20:30

（予定）
43,600円

BEST Program
Meeting & Negotiation
講座

【6月期】6/18～7/23
【8月期】8/20～9/24

火曜日 全6回

19:00～
20:30

（予定）
43,600円

※１ 開講初日に検定試験申込受付あり。希望者は受験料とテキスト代持参。　※2 開講初日、時間前にオリエンテーションあり。参加必須。
※3 特別講座は時間が異なります。　※4 推奨英語レベルは中級以上:TOEIC®500点以上が望ましい。

第9回
「文京・見どころ絵はがき
大賞」作品募集

内  手作り絵はがき作品に直接切手を貼って、下記のとおり
ご応募ください。

 ・住所・氏名・年齢を明記のうえ、100字以内の文章を 
　はがきの表か裏に書き添えてください。

 ・スケッチ・イラスト・写真及び文章など表現は自由です。
 ・サイズははがき大（10cm×14.8cm）
 ・応募は1人3点までとし、未発表作品に限ります。
対  文京区に関心のある方ならどなたでも
〆  6月15日（土）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
応募上の注意
・個人を特定できる写真を応募する場合は、被写体のプラ

イバシーや肖像権について、必ず本人の承諾を得ること。
・応募作品の著作権は応募者に帰属します。ただし、主催者

側が印刷物やウェブサイト等への掲載、展示などに使用す
ることを無償で承諾するものとします。

・応募作品は返却しません。
表彰　大賞ほか
※展覧会等発表についての詳細はスクエア7月号に掲載予定
問  文京建築会
 email : info@bunkyo-arch.org
 ホームページ　http://www.bunkyo-arch.org/

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。今回よりテーマ部門
を設けました。今年のテーマは「空」です。（詳細は文京建
築会ホームページ参照）皆さんの作品をお待ちしています。

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



アカデミー推進課　観光担当

根津神社では「文京つつじまつり」の期間中、早咲きから遅咲きへと約１００種３，０００株の
つつじが境内を順に彩ります。まつり期間中のみ公開されるつつじ苑やさまざまな催しを
ぜひお楽しみください。
日 	4月6日（土）～5月6日（月・休）　つつじ苑開苑：まつり期間中の9：00～17：30
会 	根津神社（文京区根津1-28-9）　 ¥  つつじ苑入苑・寄進料200円
問  文京つつじまつり実行委員会（根津神社）　TEL 03-3822-0753
※根津権現太鼓や甘酒茶屋の出店など、さまざまな催しが行われます。ぜひお越しください。
※開花状況は文京区ＨＰで公開します。

文京花の五大まつり
「第50回文京つつじまつり」開催

5平成31年4月号（通巻第220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　 休  休館（園）日

アカデミー推進課　文化事業係

文京ミューズネット　スケジュール　4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。

◆湯島聖堂孔子祭 ―釋奠（せきてん）―
　4/28㈰　
　孔子祭10：00～11：00　於：湯島聖堂・大成殿
　記念講演会11：30～12：30　於：斯文会館講堂
　※参加無料・講演会は要申込

会  文京区湯島1-4-25 湯島聖堂内 

問  03-3251-4606

休  なし 
開館時間：9：30～17：00

史跡湯島聖堂

◆トーキョーアーツアンドスペース 
　レジデンス2019成果発表展「予兆の輪郭」
　第1期：4/13（土）～5/19（日）
2018年にTOKASから海外各地の提携機関へ派遣されたクリエーターと、TOKAS
に招聘されたクリエーター計7組による滞在制作の成果を発表します。
http://www.tokyoartsandspace.jp/

会  文京区本郷2-4-16 

問  03-5689-5331

休  月（4/29、5/6は開館）、5/7 
開館時間：11：00-19：00  
（入場は18：30まで）

トーキョーアーツアンド
スペース本郷

◆櫛野展正のアウトサイド・ジャパン展
　4/12（金）～5/19（日）
　「ヤンキー文化」や「シルバーアート（老人芸術）」
　などの芸術作品「アウトサイダー・アート」の驚
　きの作品の数々が並ぶ、見応え十分な展覧会です。
　https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/event/kushino2019.html

会  文京区後楽1-3-61

問  03-5800-9999

休  なし 
開館時間：10:00～18:00 
金曜のみ：10:00～20:00 
※最終入館は閉館の30分前

東京ドームシティ
Gallery	AaMo

◆本郷キャンパス100年／
　流山キャンパス50年の記録2
　「本郷キャンパスの一世紀」　開催中（～11/1（金）まで）
※学内移転のため11/2（土）から休館します（再開予定2020年4月）。

会  文京区本郷1-26-3

問  03-3811-1783

休  土・日・祝 
開室時間 9：30～16：30

東洋学園大学
東洋学園史料室

◆「ニッポン制服百年史 －
　女学生服がポップカルチャーになった！」
　開催中（～6/30（日）まで）
　※GW期間を含む4/23（火）～5/6（月・休）は無休。

会  弥生2-4-3

問  03-3812-0012

休  月 
開館時間：10：00～17：00 
（入館は16：30まで） 

弥生美術館

◆村上豊展
　前期：夢幻　開催中（～4/14（日）まで）
　後期：うつし世　4/19（金）～5/19（日）

講談社野間記念館 会  文京区関口2-11-30 

問  03-3945-0947

休  月・火・4/15～4/18 
ゴールデンウィークの4/27～
5/6はすべて開館。5/7・8は休館 
開館時間：10：00～17：00 
（入館は16：30まで）

アートウォール・シビック
特別企画「かるたの街	文京を発信！！」
パネル展開催中

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」での特別展示です。

日 	開催中（～４月２９日（月・祝）まで）
会 	シビックセンター地下１階吹きぬけ周囲
内  文京区は、一般社団法人全日本かるた協会や、かる

た記念大塚会館があり、また、“競技かるた”を題材にし
た少女漫画「ちはやふる」の出版元である株式会社講談社が所在する等、かるたとゆかり
の深い地です。

 本展では一般社団法人全日本かるた協会のご協力により、これまでの「競技かるたの歴
史」を紐解いたり、「名人位決定戦」や「クイーン位決定戦」など各団体の熱戦の模様をパ
ネル写真でご紹介します。また、跡見学園女子大学にもご協力をいただき、室町時代から
江戸時代にかけての「百人一首関係資料」や「歌仙絵」などの大学所蔵の貴重なかるたコ
レクションの一例をご紹介します。

¥  無料

展示風景

まるキャンマーケット	薪能
文京区をまるごとキャンパスに見立て、区内各所において家族で楽しめる文化イベントを
実施する、まるキャンマーケットの一つとして、今年も公益社団法人宝生会にご協力いた
だき、薪能公演を行います。普段は体験することの出来ない、外での能鑑賞会。ご家族
で迫力ある感動体験をしてみてはいかがでしょうか。親子での参加、大歓迎です。
日 	5月19日（日）	17：30開場　18：00開演　20：00終演（予定）
会 	肥後細川庭園（文京区目白台1-1-22）
内  演目：能「黒塚」　 対  文京区内在住・在学・在勤
定  150名（抽選）　 ¥  1,000円
〆  4月15日(月)必着
申  往復はがきに、①「まるキャン薪能」②鑑

賞者全員の住所③氏名（ふりがな）④年
齢⑤電話番号⑥在学者は学校名（学年
も）、在勤者は会社名⑦返信用にもあて
先を明記し下記へお申込みください（文
京区HPからも申込可）。

 〒112-8555（住所不要）
 文京区アカデミー推進課 文化事業係
 ※一枚のハガキ（メール）で4人まで

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

大河ドラマ「いだてん」主人公金栗四三
青春の地・文京区企画展を文京ふるさと
歴史館で開催します！

金栗の青春時代を当時の写真や貴重な資料で紹介する
とともに、文京区から発展を遂げていった近代スポーツ
の歩みと明治・大正期の文京区の様子を振り返ります。
また、区民ほか関係団体から寄せられた、金栗、嘉納
治五郎らのゆかりの品やエピソードなども紹介します。
※3月に文京シビックセンターで開催し好評だった企画

展の一部を展示します。
日 	4月13日（土）～5月12日（日）	10：00～17：00（休館日：4/15、22、23、5/7）
会 	文京ふるさと歴史館（文京区本郷4-9-29）　 ¥  無料

昨年度薪能の様子

ぶんきょう民謡大会	出演者募集
日本の民俗芸能である「民謡」愛好者の皆さん、日頃の練習の成果を発表しませんか。
日 	6月16日（日）	10：30～17：30（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  独唱･合唱・合奏・民舞の内2種目まで　※詳細は募集要項をご覧ください。
対  文京区内在住･在勤･在学者及び区内を活動の拠点としている団体
定  120番程度（超えた場合は抽選）　 ¥  1番組500円　 〆  4月24日（水）必着
申  アカデミー推進課、アカデミー文京及び地域アカデミーで配布、または文京区HPに掲載

の申込書を、郵送またはＦＡＸにて下記へお送りください。
 〒１１３-０００１ 文京区白山1-1-5-1101
 文京区民謡協会　会長　市川八朗　ＴＥＬ・ＦＡＸ：０３（３８１３）０３５５

日本の伝統芸能である「民踊」愛好者の皆さん、日頃の練習の成果を発表しませんか。
日 	6月30日（日）	１１：00～16：00（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  民踊（民謡舞踊）／新舞踊　※詳細は募集要項をご覧ください。
対  文京区内在住・在勤・在学者及び区内を活動の拠点としている、3人以上の団体（人数は

応相談）
定  100番（超えた場合は抽選）　 ¥  1番組500円　 〆  4月15日（月）必着
申  アカデミー推進課、アカデミー文京及び地域アカデミーで配布、または文京区HPに掲載

の申込書を、下記へ郵送またはご持参ください。
 〒112-8555（住所不要）文京区アカデミー推進課 文化事業係

文京区民踊のつどい出演者募集

日 	6月23日（日）	9：00　会 	スポーツセンター（文京区大塚3-29-2）
対  文京区内在住・在勤・在学者4～7人で構成するチーム　 定  50チーム（申込順）
¥  1チーム5,000円
内  

申  申込書をスポーツセンター・総合体育館・江戸川橋体育館に持参（要項・申込書配付は左記3施設）
〆  4月30日（火）
問  文京区ビーチボール連盟・松浦　TEL 080-1079-6415
※参加費支払方法は大会要項参照。

競技区分 詳細
①小学生の部 低学年チーム1～4年・高学年チーム5～6年
②中学生の部 男女混合可
③ファミリーの部 小学生以下がコートに2名以上
④一般の部 男女混合、女性がコートに2名以上

区民ビーチボール大会

日 	6月16日（日）	9：00　会 	スポーツセンター（文京区大塚3-29-2）
対  文京区内在住・在勤・在学者または文京区ミニテニス協会加入団体員
¥  1組1,000円（当日納入）　 内  女子・混合ダブルス
申  ＦＡＸに住所（在勤者は勤務先、在学者は学校名も）・氏名・年齢・性別を任意の様式に明

記し下記へ
〆  5月15日（水）
問  文京区ミニテニス協会・武田　TEL・ＦＡＸ 03-3813-0248

区民ミニテニス大会
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2019年4・5月上旬（3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
4
月

18
（木）

小 文京ファミリーコンサート	
ヴァイオリン、チェロ名曲の楽しみ
14：30開場　14：45～16：30
全席自由/一般1,500円　高校生以下600円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（10：00～21：00）

19
（金）

小 兄弟オペラ歌手と音楽仲間による	
チャリティーコンサート
18：30開場　19：00～21：00
全席自由/3,000円
問  崔宗宝音楽事務所 

090-3540-1793（10：00～22：00）

20
（土）

大 ビッグバンド・フェスティバル2019	
Vol.21
15：00開場　16：00～18：30
全席指定/ 前売　S席6,800円　A席5,800円
  　　　B席4,800円
  当日　S席7,300円　A席6,300円
  　　　B席5,300円
問  一般社団法人 日本ポピュラー音楽協会 

03-3585-3903（平日 10：00～18：00）

小 NJBP	Live!	＃11
12：20開場　13：00～16：00
全席自由/ 一般4,500円　ペア割8,800円
  学生1,500円
問  新日本BGMフィルハーモニー管弦楽団 

050-5437-1492（12：00～18：00）

小 コールドルチェ文京・不定期演奏会	
2019
18：30開場　18：45～20：30
全席自由/300円
問  コールドルチェ事務局 

03-3816-3461（9：00～21：00）

21
（日）

大 東京プロムナード・フィルハーモニカー	
第20回記念定期演奏会
13：30開場　14：00～16：00
全席自由/1,000円
問  東京プロムナード協会 

047-354-4369

小 日台民謡交流音楽会
18：30開場　19：00～20：30
全席自由/入場無料
問  混声合唱団あるまじろ 

03-5157-8891（平日 10：00～17：00）

23
（火）

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）

24
（水）

小 Birth	of	a	Soloist～
渡邊多佳子バイオリンリサイタル
18：30開場　19：00～21：00
全席自由/一般3,000円　学生2,000円
問  株式会社文京楽器 

03-5803-6969（火～日 10：30～19：00）

27
（土）
～
28
（日）

大 第7回	ジャパン	ダンス	コンペティション
各日の開演時間等、詳細は下記へお問合せくだ
さい。
全席自由/1,000円
問  公益財団法人 橘秋子記念財団 
ジャパンダンス コンペティション事務局 
（FAXのみ）03-5389-7228

29
（月）

大 岩崎弘記念文京ジュニア・	
青少年吹奏楽団	定期演奏会
13：30開場　14：00～16：30
全席自由/入場無料
問  岩崎弘記念文京ジュニア・青少年吹奏楽団（平

ひら
出
いで
） 

090-1036-9503

5
月

3
（金）
～
4

（土）

大 第58回郷土民謡民舞春季大会
9：30開場　10：00～20：00
全席自由/2,000円
問  一般財団法人　日本郷土民謡協会 

03-3947-1363（10：00～17：00）

3
（金）

小 岩本津和ソプラノリサイタル
14：00開場　14：30～16：30
全席自由/2,000円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（10：00～21：00）

小 2019	ダンスパーティ(演技発表会)
18：30開場　18：40～21：30
全席指定/3,000円　※関係者のみ
問  文京区ボランティアダンス協会 

090-3133-5801（平日 10：30～17：00）

4
（土）

小 フレッシュガラコンサート第183回
14：30開場　14：40～16：30
全席自由/2,000円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（10：00～21：00）

小 フレッシュガラコンサート第184回
18：50開場　19：00～21：00
全席自由/2,000円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（10：00～21：00）

5
（日）

大 豊島区吹奏楽団	
第43回定期演奏会
13：00開場　14：00～16：00
全席指定/ 前売　一般1,000円
  　　　中学生以下500円
  当日　一般1,200円
  　　　中学生以下700円
問  豊島区吹奏楽団事務局（村川） 

090-5508-7444（平日 10：00～18：00）

小 及川音楽事務所16周年記念	
ガラコンサート
15：45開場　16：00～20：30
全席自由/2,500円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（10：00～21：00）

6
（月）

小 オペラ蝶々夫人～お話しと演奏で	
綴る蝶々夫人と竹久夢二の謎
14：20開場　14：40～16：30
全席自由/一般2,000円　高校生以下600円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（10：00～21：00）

8
（水）

大 フジコ・ヘミング	with		
ＮＨＫ交響楽団メンバー
18：00開場　18：30～20：30
全席指定/ S席9,500円　Ａ席8,500円
  B席7,000円
問  サンライズプロモーション東京 

0570-00-3337（10：00～18：00）

小 第９回	文京春日亭	
桃月庵白酒独演会Ⅳ
18：30開場　19：00～21：20
全席指定/3,500円
問  サンケイリビング新聞社　産経新聞社 

03-5216-9235（平日 10：00～17：00）

10
（金）

小 フレッシュ名曲キャンペーン	
ランチタイムコンサート
11：40開場　12：10～12：50
全席自由/入場無料（先着順）
問  ホール事業係 

03-5803-1103（平日 9：00～17：00）

4
月

6
（土）
～
7

（日）

大 それいけ！アンパンマン	ミュージカル	
「おかしの国のおかしなパーティ」

10：30開場　11：00～12：30
13：00開場　13：30～15：00
16：00開場　16：30～18：00
全席指定/3,800円
問  キョードー東京　0570-550-799 
（平日 11：00～18：00　土日祝 10：00～18：00）

7
（日）

小くみこバイオリンスクール発表会♪	
小さなバイオリニストたち
9：30開場　9：40～11：30
全席自由/入場無料
問  くみこバイオリンスクール 

090-9400-5279（9：00～22：00）
小 フレッシュガラコンサート第181回
＆塩谷靖子
14：30開場　14：40～16：30
全席自由/2,000円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（10：00～21：00）
小 フレッシュガラコンサート第182回

18：50開場　19：00～21：00
全席自由/2,000円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（10：00～21：00）
9

（火）
小 童謡唱歌を斉唱し	
心身のリラックスを図る
13：30開場　14：00～16：00
全席自由/会員1,000円　一般1,200円
問  歌の街・文京童謡の会 

03-3944-8633

10
（水）

小 オペラシニアーズ公演・オペラ〈椿姫〉
18：00開場　18：30～21：00
全席自由/2,000円
問  リリカイタリアーナオペラ 

03-3822-0601（10：00～19：00）
12
（金）

小 ホウツキ声楽教室	プチ発表会
18：30開場　18：40～21：30
全席自由/入場無料
問  ホウツキ声楽教室 

03-3816-3461（9：00～20：30）
14
（日）

大 第67回橘バレヱ学校	学校公演
12：30開場　13：00～15：30（予定）
17：30開場　18：00～20：15（予定）
全席指定/5,400円
問  橘バレヱ学校 

03-3460-9411（平日10：00～18：00）

小 キッズミュージカル魚沼産☆夢ひかり
“白雪姫	毒りんごの中の真実”公演
12：30開場　13：00～14：40
16：30開場　17：00～18：40
全席自由/ 前売　一般2,500円
  　　　小学生～高校生1,500円
  当日　一般2,800円
  　　　小学生～高校生1,800円
  　　　未就学児ひざ上無料
問  魚沼産☆夢ひかり会 

090-4175-4611

16
（火）

小 西野亮廣講演会『新世界』
18：30開場　19：30～21：00
全席自由/4,000円
問  シンクロ倶楽部 

050-5243-9590（10：00～17：00）
17
（水）

小 映画「天地悠々」上映と金子兜太さん
を語る会(ゲスト：下重暁子さん)
13：30開場　14：00～16：30
全席自由/前売1,800円　当日2,000円
問  ㈱ピクチャーズネットワーク 

03-5215-2488

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。

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。

出張パソコン修理補聴器 パソコンスクール

8面を
ご覧くだ

さい
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日  日時　 会  会場　 内  内容　 師  講師　 出  出演　 対  対象　 定  定員　 曲  曲目　 ￥  費用　 申  申込　 〆  締切　 問  問合せ先

好 評 発 売 中 ！！ チケット購入方法については8面上段をご参照ください。

文京アカデミー　　　　

チケットのお求め お問合せ
シビックチケット予約専用電話
K03-5803-1111

シビックホール ホール事業係
K03-5803-1103

（10：00〜19:00 土・日・祝休日も受付、ただし、5/19（日）は休業） （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269回シビックコンサート

　 4月24日（水）12：15～12：45
　 区民ひろば 

（文京シビックセンター地下２階）
　 お茶の水女子大学　文教育学部　芸術・表現行動学科　音楽表現コース　
三鈷美旺、本山奏美

　 J.S.バッハ（W.ケンプ編）／�神よ、あなたに感謝を捧げます�
教会カンタータのための前奏曲（BWV�29）

� ラフマニノフ／�前奏曲Op.32より　1ハ長調、5ト長調、3ホ長調�
前奏曲Op.23より　2変ロ長調、6変ホ長調

� ドビュッシー／喜びの島�
　 無料（直接会場へお越しください。）

日
会

出

曲

￥

入場
無料！！

ピアノ コンサート

東京2020応援プログラム

●�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

全7曲、多彩な雰囲気を
楽しんでいただける 
プログラムをご用意しました。

「シビックコンサート」は、月１回シビックセンター地下2階の区民ひろばで開催し
ている観覧無料のイベントです。2019年度は下記の日程で開催いたします。
2019年
 5月22日（水）�声楽東

 6月26日（水）�サクソフォーン・アンサ
ンブル尚

 7月24日（水）�電子オルガン東

 8月28日（水）�電子オルガン尚

 9月25日（水）�ジャズ・アンサンブル尚

10月23日（水）�未定
11月27日（水）�アカペラ・コーラス尚

12月18日（水）�ハンドベル東

2020年
 1月22日（水）�マリンバ・アンサンブル尚

 2月26日（水）�オーボエ・アンサンブル東

 3月25日（水）�フルート・アンサンブル尚

【出演】東＝東邦音楽大学
尚＝�尚美ミュージックカレッジ
専門学校

※�日程、出演者が変更になる場合が
あります。最新の情報は「スクエア」、
HP等でご確認ください。

【募集！】6月8日（土）に、チケット購入者対象の下記２つのイベントあり。詳しくは文京シビッ
クホールHPをご覧ください。→https://www.b-academy.jp/hall/
■「公演前の鑑賞教室」〈①中学生以上対象〉〈②4歳以上小学生までの親子対象〉
■「バックステージツアー」

日本では、牧阿佐美バレヱ団のみ上演の英国ロイヤル・バレエ団の名作。
本物のポニーの登場や着ぐるみのニワトリたちのダンスなど、楽しい演出がいっぱい！

6/8（土） 15：00開演・9（日） 14：30開演大ホール

牧阿佐美バレヱ団
「リーズの結婚 〜ラ・フィーユ・マル・ガルデ〜」

キャスト  リーズ／青山季可（8日）、中川 郁（9日）、コーラス／清瀧千晴（8日）、菊地 研（9日）
 アラン／細野 生（8日）、山本達史（9日）、シモーヌ／保坂アントン慶（両日）

指　揮  ウォルフガング・ハインツ　 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
 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 ※F席3,000円を5/9㈭より 牧  にて発売
 ※ 当日券がある場合学生割引あり（A席4,000円・B席3,000円） ※4歳未満入場不可
Pコード  492-002

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

6/15（土）  17：30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曲の世界初演（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（取扱いは

シエナ事務局のみ）
Pコード  141-353　 Lコード  33167

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。

親子で
楽しむ「はじめてのバレエレッスン」

日  〈レッスンA〉6月2日(日)10:00〜10:50 
〈レッスンB〉6月2日(日)11:30〜12:20

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　中嶋織葉、田村ひとみ
対 �平成31年4月1日時点で4歳～6歳のお子様と保護者
定 �各回15組30名（応募者多数の場合は抽選）
￥ �1,000円（1組につき）
申 �〈往復はがき〉または〈メール〉に ①�参加希望レッスン名（AまたはB） ②�住所 ③�参加者
（お子様と保護者）の氏名（ふりがな） ④�お子様の年齢・性別 ⑤�電話番号と、はがきは返
信用にもあて先を明記し、下記へ� �
〈はがき〉�〒112-0003　文京区春日1-16-21� �

文京シビックホール　ホール事業係��「はじめてのバレエレッスン」担当
� 〈メール〉civichall.ballet@gmail.com
〆 �5月13日(月)必着� �
※結果は5月22日（水）頃までに通知します。� �
※�レッスンプログラムの都合上、応募は保護者1名に対し対象年齢のお子様1名に限らせて
いただきます。保護者1名に対しお子様2名以上でのご参加はご遠慮ください。

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。

参加者�
募集！

シ メ ぴ カ 
e+ 牧 楽

古典落語の名手、柳家さん喬が
文京シビック寄席に再び！

出　演  柳家さん喬　ほか
全席指定  3,500円
Pコード  492-048

9/6（金） 19：00開演小ホール シ メ 
ぴ

文京シビック寄席

柳家さん喬 独演会

©山田雅子

●  CITTADINO 歌劇団のプロフィール
CITTADINO（チッタディーノ）とは、イタリ
ア語で「市民」という意味。2000年度より
区民参加オペラとしてキャストと合唱団を広く
公募し、「アイーダ」「トゥーランドット」「椿姫」
等を上演。2019 年度は第 20 期生となり、
受講生は7月から2020 年 2月の公演に向
けてレッスンをします。

CITTADINO歌劇団第19期生公演「椿姫」より

CITTADINO歌劇団第20期生
ビゼー／歌劇「カルメン」

（原語上演・字幕付）

 2020年2月16日（日）
 文京シビックホール 大ホール
 平野 桂子
 直井 研二

日　時
会　場
指　揮
演　出

キャスト（オーディションにより選考）
募集キャスト　�カルメン、ドン・ホセ、ミカエラ、エスカミー

リョ、スニガ、モラレス、ダンカイロ、フラ
スキータ、メルセデス、レメンダード

講習　7月29日（月）18:30～の開講式と7月31日
（水）から2020年2月16日（日）までの毎週水
曜日18:30～21:00

� ※�12月以降は土曜または日曜の14:10～
17:00、18:10～21:00も講習あり

� ※�舞台稽古・公演含む全37回程度（予定）
� ※�曜日・時間は一部変更の可能性あり
対 �15歳以上（中学生を除く。プロ・アマ不問、区外在
住の方も可）

￥ �キャスト：�講習料免除�
アンダースタディ：34,000円

� ※�保険料は別途実費負担
指導　コレペティ／江澤隆行、蒲谷昌子、竹之内純子
オーディション（オーディションは参加無料）
日 �5月31日（金）11：00～17：00
会 �文京シビックホール�大ホール
※�チケットノルマはありません。
※�オーディション課題曲については、応募用紙をご覧く
ださい。
※�キャストに選出された場合、講習料は免除いたします。
別途交通費支給あり
※�審査の結果、他の役（アンダー含む）を提示すること
があります。

〆 �5月10日（金）消印有効

―歌うこと、演じることの楽しさをオペラを通じて体験してみませんか？―
区民参加オペラCITTADINO歌劇団　第20期講習生募集

合　唱
募集パート　�ソプラノ40名、�メゾソプラノ・アルト30名�

テノール15名、�バス・バリトン15名
講習　7月29日（月）18:30～の開講式と8月4日（日）

～2020年2月16日（日）までの土曜または日曜
18:30～21:00

� ※12月以降は水曜日18:10～21:00も講習あり
� ※舞台稽古・公演含む全36回程度（予定）
� ※曜日・時間は一部変更の可能性あり
対 �15歳以上（中学生を除く。プロ・アマ不問、楽譜が
読める方。区外在住の方も可）

￥ �30,000円（学生の方は学割料金あり）
� ※�保険料、楽譜代は別途実費負担
指導　�合唱指揮／佐藤洋人�ほか
〆 �5月31日（金）消印有効�
※チケットノルマはありません。

� ※�応募人数が定員を超えた場合は、第一希望パート
応募者の中から文京区在住・在勤・在学者を優先
した上で、抽選となります。

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

応募方法
申 � 指定の応募用紙に写真を貼付し、82円切手1枚
（キャストは62円はがき1枚も必要）を同封のう
え郵送または持参

※�応募用紙配布：文京アカデミー、地域アカデミー、
区内施設

＊�HPからもダウンロードができます��
→�https://www.b-academy.jp/hall/
※写真はスナップ可
※応募書類は返却いたしません。
※�その他詳細は応募用紙をご覧ください。

©三浦 彩

6/1（土）  ①11：00開演　　 ②15：00開演完　売 予定枚数終了

8/24（土）・25（日）  11：00開演

小ホール

小ホール

響きの森 きっずプログラム

松村秀明 赤星啓子 晴 雅彦

シビックホールでコンサートデビューし
よう♪
今回は、“ズーラシアンブラス”に加え、

“弦うさぎ”からピアノでベス、“サキソ
フォックス”からラトゥールが参加。軽
快なジャズ＆ポップスをお届けします！

今年の音楽劇は
「みにくいアヒルの子」！
毎年人気の指揮者体験
コーナーにも
チャレンジしてね♪

曲　目  アイ・ガット・リズム 
ジブリメドレー、こぎつね 
待ちぼうけ、A列車で行こう 
ルパン3世　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）

指　揮  松村秀明　 ソプラノ  赤星啓子　 バリトン  晴 雅彦
管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団のメンバーによるミニ 

オーケストラ
内　容  目指せ！ 世界のマエストロ！（指揮者体験コーナー） 

音楽劇「みにくいアヒルの子」　ほか
全席指定  3,000円　 Pコード  144-392

東京フィル
親子で楽しむ“はじめてのオーケストラ”推奨年齢

５歳～

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

メ

シ メ ぴ e+

～0歳から大人まで～ 見つけよう、音楽で広がる新しい世界

こねこね、まぜまぜ、ふーわふわ！
音のお菓子をつくってみよう！

音楽列車で行こう！
名曲でめぐるヨーロッパの旅

アリスと仲間たちが戻ってきた。
不思議な声の呪文が聞こえてくると…？
夢いっぱいの新しい冒険にでかけよう！

ここはアフリカの音楽ジャングル！
ライオン君と一緒に友達を作ろう！

歌が好きな人、集まれ！
必要なのは歌いたい気持ちだけ。
あなたも是非1日合唱隊の一員に！

「なぜお月様の形は変わるの？」
ルーレットを回して歌って踊って、答
えを見つけよう！

名曲で巡るヨーロッパの旅。
ジョージとマリーが訪れる
次の国は…？
さあ、一緒に出かけよう！

生まれながらに持っている音楽の力を
発見しよう。
頭からつま先まで面白い打楽器にな
る！

音のお菓子屋さん 旅するヨーロッパ おとぎの国へ、もう一度…！ ライオン・ビート

One Day コーラス なぜなぜルーレット 旅するヨーロッパ Vol.2 100人のボディ・ビート

Music Program TOKYO
Workshop Workshop!
国際連携企画

ポルトガルの音楽施設「カーザ・ダ・
ムジカ」＆東京文化会館が文京ア
カデミーと連携して、様々なワーク
ショップを開催します。

保護者のみなさまへ ～お願い～　各ワークショップは対象年齢向けに作られています。 対象年齢以外の未就学児の方は託児サービスをご利用ください。（要予約・有料・7／11（木）17時締切） イベント託児・マザーズ�0120-788-222

会 �文京シビックセンター�
受付：地下１F練習室エリア

￥ �540円
� ※同伴者（中学生以上）もチケットをお求めください。
� チケット発売 4月20日(土)10：00～
申 �東京文化会館チケットサービス�
03-5685-0650（10：00～18：00）�
シビックチケット�
03-5803-1111（10：00～19：00）

問 �東京文化会館�事業係�
03-3828-2111（代表）�
www.t-bunka.jp�
�@tbunka_official

主催：�東京都／東京文化会館・� �
アーツカウンシル東京（公益財
団法人東京都歴史文化財団）

日 �7/18（木）
①10：00～10：45（対象：19～35か月／同伴者2名まで）
②１１：３０～１２：15（対象：6～18か月／同伴者2名まで）
会 �多目的室　
定 �各回20名程度
出 �磯野恵美、吉澤延隆

日 �7/18（木）
①10：30～11：15（対象：6～18か月／同伴者2名まで）
②12:00～12:45（対象：19～35か月／同伴者2名まで）
会 �レクリエーションホール
定 �各回20名程度
出 �桜井しおり、野口綾子

日 �7/19（金）
①10:00～10:45（対象：6～18か月／同伴者2名まで）
②11:30～12:15（対象：19～35か月／同伴者2名まで）
③14:00～14:45（対象：3～4歳／同伴者1名）
会 �小ホール　定 �各回20名程度
出 �ジョアナ・アラウージョ、ティアゴ・オリ
ヴェイラ、たかせみお

日 �7/20（土）
①10:00～10:45（対象：19～35か月／同伴者2名まで）
②11:30～12:15（対象：3～4歳／同伴者1名）
会 �小ホール　定 �各回20名程度
出 �ブルーノ・エスティマ、パウロ・ネート、
塚本江里子

日 �7/20（土）14:00～15:30
（対象：小学生～大人／同伴券なし）

会 �小ホール　定 �50名程度
出 �ジョルジュ・プレンダス、ジョアナ・アラ
ウージョ、ティアゴ・オリヴェイラ

日 �7/21（日）
①10:00～10:45（対象：3～4歳／同伴者1名）
②11:30～12:15（対象：5～6歳（未就学児）／同伴者1名）
会 �小ホール　定 �各回20名程度
出 �ジョアナ・アラウージョ、パウロ・ネー
ト、たかせみお

日 �7/21（日）�
①10:30～11:15（対象：19～35か月／同伴者2名まで）�
②12:00～12:45（対象：3～4歳／同伴者1名）
会 �レクリエーションホール
定 �各回20名程度
出 �磯野恵美、桜井しおり

日 �7/21（日）14:00～15:30�
（対象：小学生～大人／同伴券なし）

会 �小ホール　定 �100名程度
出 �ジョルジュ・プレンダス、ブルーノ・エ
スティマ、ジョルジュ・ケイジョ、ティアゴ・
オリヴェイラ、パウロ・ネート

ミュージック・ワークショップ・フェスタ〈夏〉
7/18（木）～21（日）

文京シビックホールが主催する演劇ワークショップの受講生を募集します！　
2020年2月2日（日）に小ホールで行う〈卒業公演〉をめざして、6月から演劇と歌、
ダンスを学びます。初めての方も、大歓迎！

日 �2019年6月中旬～2020年2月上旬までの火・木（祝日及びお盆・年末年始�
休み有）�18：30～21：15

定 �15名程度　師  金田誠一郎（俳優、演出家、脚本家）
対 �15歳以上（中学生を除く）の方ならどなたでも（区外の方も可）
¥ �年間56,000円　※半期分28,000円（別途保険料実費）ずつ徴収します。
申 �指定の応募用紙に必要事項を記入し、62円はがきと92円切手各１枚を同封
の上、郵送または持参

� ※�応募用紙配布：文京アカデミー、地域アカデミー、区内施設
� ＊�HPからもダウンロードができます�

→https://www.b-academy.jp/hall/
� ※�応募書類は返却いたしません。
� ※�５分程度の面談を行います。5月21日(火)夜間、23日(木)午後のいずれか。

応募書類に希望日を記入してください。詳細は後日郵送にて通知します。
〆 �4月23日（火）必着
問 �シビックホール�ホール事業係 �03-5803-1103（平日9：00～17：00）� �

メールアドレス：civichall@b-academy.jp

2019年度 受講生募集！
〈区民参加事業〉
音楽劇ワークショップ “ぶんきょう演戯塾”4月23日㈫

必着締切

金田誠一郎（講師）プロフィール
2017年度より“ぶんきょう演戯塾”講師。俳優・演出家・
脚本家。演劇・ミュージカルの指導のほか、映画、テレビ、
コマーシャルにも出演。

※ 通常のシビックチケット電話・窓口販売ならびにチケットぴあでの販売は 
ありません。　※区民先行販売は終了しました。

シビックホール
メンバーズのみ
の販売です。

音楽劇「みにくいアヒル
の子」より
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間 も な く 発 売！！＆ 好 評 発 売 中！！

文京アカデミー　　　　

●発売初日のチケット購入は、１公演４枚まで、お席は選べません。シビックホールメンバーズ購入（携帯電話申込以外）は、お席を選べます。（一部、お席を選べない公演があります。）　
●引き換え期限は予約日を入れて４日間となります。　●お買い上げいただいたチケットのキャンセル及び変更はできません。
●都合により出演者、演目等が変更されることがあります。　●チケットは本紙発行時に完売している場合があります。　●未就学児の入場はご遠慮ください。（一部公演を除く）

チケットのお求めは

ご注意

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

介護付き有料老人ホーム 公演紹介

� t03-5803-1111
受付：10：00～19：00 土・日・祝休日も受付
 （ただし5/19（日）は休業）

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 大ホールシ メ 
ぴ e+

シ メ 
ぴ e+

シ  メ  
ぴ  e+

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」　ほか
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
Pコード  138-930　※学生割引あり（Ｓ～Ｂ席各５０％引）、シビックチケットでのみ受付

完　売

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
Pコード  138-933　※	学生割引あり（Ｓ～Ｂ席各５０％引）、シビックチケットでのみ受付

完　売 完　売

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、	ロシアより愛をこめて	
トーキョー・ラプソディ2020（文京シビックホール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
Pコード  138-935　※学生割引あり（Ｓ席・A席各５０％引）、シビックチケットでのみ受付

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・ナガノ指揮
ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団
ピアノ：辻井伸行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
ともに文京シビックホール初登場！

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！
今回はサックス界の重鎮、須川展也と、
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！

対象公演
10/24 「チェコ・フィルハーモニー管弦楽団」
11/5 「ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団」
11/23 「BUNKYO SIENA POPS 2019」

上記公演から2公演を同時に購入すると	15％OFF、	3公演を同時に購入すると	20％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。	
セレクトチケット割引と学生割引の併用はできません。

販売期間 10月23日（水） 19：00まで

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

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。

ケント・ナガノ
©Benjamin Ealovega

辻井伸行
©Yuji Hori

文京シビックホール20周年記念特別企画

「3公演セレクトチケット〈第1弾〉」発売中！

シビックチケット 03-5803-1111のみで取扱い（電話予約／窓口）購入方法

BUNKYO SIENA POPS 2019
わが青春のポピュラーミュージック！ Part.2

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

フルート 	上野星矢　
ハープ  吉野直子
曲　目 	フォーレ／シシリエンヌ、	ドビュッシー／美しき夕暮れ
	 ダマーズ／フルートとハープのためのソナタ
	 ビゼー／歌劇「カルメン」より“セギディーリャ”“間奏曲”“ハバネラ”　ほか
全席指定 	Ｓ席 3,000円　A席 2,000円　 Pコード  136-477

チェロ 	堤	剛　 ピアノ  仲道郁代
曲　目 	ベートーヴェン／	モーツァルト「魔笛」“娘か女か”の主題に

よる12の変奏曲、	チェロソナタ第3番
	 ブラームス／チェロソナタ第1番
全席指定 	Ｓ席 3,000円　A席 2,000円
※	本公演をシリーズ年間セット券として販売したため、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。

シリーズ初登場の上野星矢と吉野直
子。フルートとハープのデュオが織り
成す、フランス音楽の世界をどうぞ
お楽しみください。

チェロ界の巨匠、堤	剛が
仲道郁代との共演で夜ク
ラシック・シリーズ初登場！
日本のクラシック音楽界
を牽引する二人の演奏家
による至高のアンサンブ
ルをご堪能ください。

Vol.21

Vol.22

上野星矢・吉野直子

堤 剛・仲道郁代

上野星矢 吉野直子
©Akira Muto

仲道郁代

7/5（金）  19：30開演

9/27（金）  19：30開演

大ホール

大ホール

シ メ 
ぴ e+

シ メ 
ぴ e+

シ 区民先行
4/7(日)　　　
電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
4/8(月)　　　
　　　〜9(火)	
チケット発売
シ  メ  ぴ

4/13（土）

Pコード	136-483
e+

4/14（日）

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

10：00～

須川展也 渡辺香津美

©Yosuke Komatsu

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

4月より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）
開場12:30  開演13:00（両日共）
文化シヤッターBXホール（春日・後楽園）
入場無料

堤	剛
©鍋島徳恭 ©Kiyotaka Saito

9/14（土）  15：00開演大ホール シ メ 
ぴ

指　揮  アンドレア・バッティストーニ　 ピアノ  清水和音(＊)
管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団
曲　目 	ヴェルディ／歌劇『運命の力』序曲
	 ショパン／ピアノ協奏曲第1番(＊)
	 ムソルグスキー（ラヴェル編）／組曲「展覧会の絵」
全席指定 	 S席	5,000円　A席	4,000円　B席	3,000円
※	本公演をシリーズ年間セット券として販売したため、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。

名演必至！　
「バッティストーニ	×	清水和音」

Vol.69

シ 区民先行
4/14(日)　　
電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
4/15(月)　　　
　　　〜16(火)	

チケット発売
シ  メ  ぴ

4/21（日）

Pコード	144-535

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

アンドレア・バッティストーニ 清水和音
©Takafumi Ueno ©Mana Miki

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

人気のシリーズ公演

5/18（土）  15：00開演大ホール シ メ 
ぴ

大友直人が贈る、珠玉のロシアプログラム

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
Pコード 	136-908

Vol.68
大友直人

©Rowland Kirishima

鈴木隆太郎

ランチタイムのひととき―　「響きの森クラシック・シリーズVol.68」に出演する
鈴木隆太郎の演奏を、ゆったりとお楽しみください。
ピアノ 	鈴木隆太郎
曲　目 	 	プーランク／間奏曲	第3番　ショパン／ピアノ・ソナタ第3番　ほか
共同主催：	公益財団法人東京都歴史文化財団（東京文化会館）
企画協力：	東京オーケストラ事業協同組合
※	直接会場へお越しください。　※	先着順のため、満席になり次第、入場をお断りさせていただきます。
お問合せ 	シビックホール	ホール事業係 03-5803-1103	（平日9:00～17:00）

ランチタイムコンサート
フレッシュ名曲キャンペーン

5/10（金）  12：10開演小ホール 入場無料
全席自由

（ ）※	対象席種はS、A、B席のみ。
公演ごとにS、A、B席をお
選びいただけます

フレッシュ名曲コンサート

出　演 	太鼓芸能集団	鼓童
演　目 	大太鼓、屋台囃子　ほか
全席指定  2,500円
※	5歳から入場可。小学3年
生までは保護者の方の同
伴が必要です。

ぶんきょう交流公演
文京シビックに

�“鼓童”がやってくる！

9/21（土）  13：30開演小ホール シ メ  
ぴ

観て、聴いて、叩いて楽しむ鼓童の“交流公
演”が今年も小ホールに帰ってきます！
いつもよりグッと近くで鼓童を体感しよう！

©岡本隆史

チケット発売
シ  メ  ぴ

5/12(日)
Pコード	642-243

10：00～

1人に1台の太鼓をご用意し、鼓童のメンバーが太鼓の楽しさを存分に伝えます！
日  9月21日（土）11:15～12:00（11:00開場）　会  文京シビックホール小ホール　出  太鼓芸能
集団 鼓童 メンバー　対  「ぶんきょう交流公演」のチケットをご購入の親子　※5歳以上中学
生以下のお子様（複数名可）とその保護者1名　※応募の際に「ぶんきょう交流公演」の座席番
号が必要となりますので、購入後にご応募ください。　定  15組　※応募者多数の場合は抽選　
￥  無料　申  往復はがきに ①全員の氏名（ふりがな）・年齢　②郵便番号・住所　③電話番号　
④「ぶんきょう交流公演」チケットの座席番号（人数分）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　文京シビックホール ホール事業係 「太鼓ワークショップ」
担当　※往復はがき以外での応募は受付いたしません。　※応募は往復はがき1通につき1組
のみ。　〆  8月9日（金）必着　※結果は8月下旬頃までに郵送にて通知します。

親子で楽しむ太鼓ワークショップ
本公演チケット購入者限定 参加者

募集！同日開催


