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ビ デ オ 撮 影

拓殖大学（茗荷谷駅より徒歩3分）

3947-7265FAX3947-7166TEL
拓殖大学 公開講座 検　索

大 学 公 開 講 座

●「原爆をめぐる神話と真実」 ～原爆開発史秘話～
12月　5日（土） 13：30～15：00（受付開始13：00）
　　講師：日野川静枝（拓殖大学商学部教授）

（財）文京アカデミー後援講座

●「宮沢賢治にみる教育観」
12月12日（土） 13：30～15：00（受付開始13：00）
　第1部 〈教室〉の中の宮沢賢治 －『よだかの星』を読み直す－
　　講師：佐野正俊（拓殖大学外国語学部准教授）
　第2部 宮沢賢治『貝の火』に現れた教育の問題
　　講師：千葉一幹（拓殖大学商学部教授）
聴講料：無料 定員：240名程度（事前申込不要）
●「国際講座」
12月　5日（土） 「紛争と非国家暴力」
　　　　　　　　遠藤哲也（拓殖大学海外事情研究所准教授）
12月19日（土） 「台湾の未来」
　　　　　　　　澁谷　司（拓殖大学海外事情研究所准教授）
1月23日（土） 「中央アジアの現在的意味」
　　　　　　　　中島隆晴（拓殖大学海外事情研究所助教）
時間：10：30～12：00（受付開始10：00）
聴講料：1,000円（当日、会場で現金にてお支払い下さい。）
定員：240名程度（事前申込不要）直接会場にお越し下さい。

公 演 情 報

チケット
発売中

高嶋ちさ子
オーケストラ

Before After

名曲案内

ヴィヴァルディ：「四季」より「春」
ラヴェル：ボレロ　他

【ヴァイオリン・ナビゲーター】高嶋ちさ子
【指揮】矢澤定明
【演奏】ロイヤルチェンバーオーケストラ

～あなたも一晩でクラシック通

高嶋ちさ子が愛してやまない
クラシックの名曲の数々。
ユーモアを交えたお話とともにお届けします。

2/3（水）18:30開演

北とぴあ・さくらホール

全席
指定

Ｓ席（1階）4,500円
Ａ席（2階）3,500円

※未就学児のご入場は
　ご遠慮ください。

JR・東京メトロ南北線「王子駅」徒歩2分

【主催・問い合わせ】（財）北区文化振興財団 TEL.03-5390-1221

北とぴあ1階チケット売場
チケットぴあ（Pコード 337-923）
　　　　　　電話予約 0570-02-9999

劇的

曲目

&

公 演 情 報

東京フィルコンサート
2010-2011シーズン
シリーズセット券発売クラシック・シリーズ

感 動と安らぎ への 誘い
いざな

座席表
は

2面を

ご覧く
ださい

。

シリーズセット券料金（全席指定・税込）
Ｓ席

区民先行予約（1人4セットまで）

12月6日㈰10:00～19:00

16,700円（Ｓ席 4公演18,500円のところ）
Ａ席13,100円（Ａ席 4公演14,500円のところ）
Ｂ席 9,900円（Ｂ席 4公演11,000円のところ）

1日限り　で電話予約のみ受付

一般発売（初日のみ1人4セットまで）

12月20日㈰10:00～
チケット取扱

「響きの森クラシック・シリーズセット券」は、
1年間に4つのプログラムを通じて同じお席で、
「クラシック音楽に包まれる極上のひととき」を
お楽しみいただけるスペシャルチケットです。
東京フィル、名だたるマエストロとソリストの豪華な共演。
ここ、響きの森で奏でられる名曲の数々が、皆様を日常から離れた世界へとお誘いします。
クオリティの高い音響空間として定評のあるコンサートホールで、お客様、オーケストラ、
そしてホールが一体となって生まれる感動の瞬間。その瞬間をぜひ体験してください。

文京シビックホール大ホール会場

※未就学児の入場はご遠慮ください。

vol.32
2010年6月26日㈯ 2010年9月11日㈯ 2010年11月13日㈯ 2011年1月29日㈯

15:00開演

ショスタコーヴィチ／祝典序曲
サクソフォンとオーケストラによるアリア集

チャイコフスキー／交響曲第5番

藤岡幸夫

ⒸMegu ⒸYuji Hori 2008
須川展也

（サクソフォン）

S席：5,000円
A席：4,000円
B席：3,000円

1回券価格・全席指定

vol.33

15:00開演

スメタナ／交響詩「わが祖国」から《モルダウ》
ドヴォルザーク／チェロ協奏曲

ドヴォルザーク／交響曲第9番《新世界より》

小林研一郎

Ⓒ満田聡
上村文乃
（チェロ）

S席：3,500円
A席：2,500円
B席：2,000円

1回券価格・全席指定

vol.34

15:00開演

リスト／ハンガリー狂詩曲第2番
ショパン／ピアノ協奏曲第2番
ブラームス／交響曲第1番

大友直人

Ⓒkaburagi-amanagroup 提供SMJI
横山幸雄
（ピアノ）

S席：5,000円
A席：4,000円
B席：3,000円

1回券価格・全席指定

vol.35

15:00開演

ベートーヴェン／三重協奏曲
サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン

ラヴェル／ボレロ ほか

円光寺雅彦

Ⓒ満田聡 ⒸYuji Hori

川久保賜紀
（ヴァイオリン）
遠藤真理
（チェロ）

三浦友理枝
（ピアノ）

S席：5,000円
A席：4,000円
B席：3,000円

1回券価格・全席指定

平成21年12月5日発行第108号

FAX.03-5800-2230
TEL.03-5803-1102

広告掲載のお問合せは上記まで

文京アカデミーSquareは
財団ホームページでもご覧いただけます

（財団広報紙・情報紙をクリック）
http://www.b-academy.jp/

発行部数／100,000部
文京区内新聞折込

〒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）

（財）文京アカデミー

ス
ク
エ
ア

12月号

次号の文京アカデミーSQUAREは来年1月5日発行です。

響きの森文京公会堂（文京シビックホール大ホール）は平成22年3月で開館10周年を迎えます。

音 楽 教 室

母子医療、膠原病系難病医療を重点医療とし
高度専門医療を提供しています。

都立大塚病院

お気軽にお電話下さい。
電話▶03-3941-3211（内線）2251

新大塚駅から徒歩２分

助産師・看護師募集

助産師・看護師復職支援研修を実施しています。

資　格：45歳まで
勤　務：病棟（2交替／３交替）・手術室・外来

①常勤の場合（免許保有者対象）
助産師試験日：平成22年1月17日
看護師試験日：平成22年1月17日
　　　　　　 平成22年1月24日

②非常勤・パートの場合：随時

人 材 募 集広 告 募 集

小 ホ ー ル

一
龍
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「
貞
水
本
懐
」

12/14（月）
19：00開演

3,000円
全席指定

前
売

3,300円当
日

【出演】一龍斎貞水、一龍斎貞友、林家正楽（紙切り） ほか
【お問合せ】ようごうしゃチケットセンター
　046-297-0371  http://www.yougou.co.jp

＊2007 赤穂市公演➡2008 吉良町公演➡2009 東京公演

●未就学児の入場はご遠慮ください。

チケット取扱 チケット好評発売中

文京シビック寄席
「文京シビック寄席」が
今年も登場！
熟練の南光、伸び盛りのこごろう
がお届けする上方落語を
お楽しみください。

小ホールが笑いに揺れる!

桂こごろう

2/6（土）

3,500円
全席指定

15：00開演

2010年

●未就学児の入場はご遠慮ください。

南光・こごろう
親子会

桂南光

【演目】
桂南光「はてなの茶碗」 他一席
桂こごろう「替り目」 他一席
開口一番・桂さん都

チケット取扱 チケット好評発売中

栗コーダーカルテットコンサート

ウクレレ×リコーダー×色んな楽器でお馴染みの
超個性派音楽家4人組「栗コーダーカルテット」。 
そんな4人が紡ぎ出す癒しのサウンドは、
聴く人をほのぼのとした世界へ誘います。

●未就学児の入場はご遠慮ください。

～笛吹き達のまどろみ～

【出演】栗コーダーカルテット（栗原正己、川口義之、近藤研二、関島岳郎）

チケット取扱 チケット好評発売中

2010年

全席指定

2/11（木・祝）
16:00開演
3,500円

MASAKO&
国府弘子の
カフェ・ド・シビックへ
ようこそ vol.2

【出演】MASAKO（from サーカス）、国府弘子 【ゲスト】大島ミチル

今回のスペシャルゲストは、
ドラマ・映画などで大活躍の
作曲家「大島ミチル」
3人の女たちが料理する
〈オトナなトーク、そして音楽〉
“ミュージック・カフェ”へ
ようこそ！

●未就学児の入場はご遠慮ください。

2/20（土）

4,000円
全席指定

16：00開演

2010年

チケット取扱 チケット好評発売中

チケット好評発売中チケット取扱

2010年3/22（月・祝）15:30開演
S席6,000円  A席5,000円  B席4,000円  C席2,000円

全席指定

【ソプラノ】幸田浩子【指揮】飯森範親

シビックホール開館10周年を記念した、
NHK交響楽団による
特別演奏会をお届けします。どうぞご期待下さい!

〈開演時間訂正のお詫び〉
本紙11月号におきまして、開演時間を15：00と記載しておりましたが、
15：30が正しい開演時間となります。お詫びし訂正させていただきます。

●未就学児の入場はご遠慮ください。

NHK交響楽団
文の京特別演奏会

モーツァルト／歌劇「劇場支配人」より ～“若いあなた”
R.シュトラウス／アモール
ムソルグスキー（ラヴェル編）／

組曲「展覧会の絵」 ほか

チケット取扱 チケット好評発売中

区民参加
オペラ

ヴェルディ作曲

CITTADINO歌劇団
第10期生公演

2010年2月7日（日）14:00開演
全席指定 2,000円

アイーダアイーダアイーダ

桐朋学園大学声楽科卒、同大学研究科修了。1986年小澤征爾指揮R.シュト
ラウス《エレクトラ》表題役でデビュー。87年渡伊。90年イタリア国営放送主催
《マリア・カラス・コンクール》優勝。以来ミラノ・スカラ座をはじめ欧米の歌
劇場で、ルチアーノ・パヴァロッティ、プラシド・ドミンゴ、リッカルド・ムーティ、
ロリン・マゼールらと共演。東芝EMIより20枚のCDをリリース。著書に「マリ
ア・カラス・コンクールスカラ座への道」、エッセイ集に「声のある時間」がある。

主演 中丸三千繪（ソプラノ）

CITTADINO（チッタディーノ）とは、
イタリア語で「市民」という意味。平成
12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、「椿姫」
「ランメルモールのルチア」「ベッリー
ニ/ノルマ」を上演。今年度は第10期生が2月の公演に向けて7月から稽古に励んでいる。

CITTADINO歌劇団

CITTADINO歌劇団第9期生公演より

●未就学児の入場はご遠慮ください。ⒸEMI Music Japan

こころの劇場 劇団四季ミュージカル

2010年

18:30開演
1/5㈫

嵐の中の子どもたち
　家々を傾かせるほどの巨大な嵐がハミングバード村を襲
った日、村にはひとりの大人もいませんでした!残されたのは
たったの18人の子どもたち。明かりもなく、食べ物も探さな
くてはなりません。彼らはいったいどうなるのでしょうか!?
　信じあう心と勇気を胸に、大冒険がはじまります。

小学生
以下

大  人

全席指定
【企画・演出】浅利慶太 【作曲】鈴木邦彦 【振付】山田卓

お問合せ
●3歳以上の方はチケットが必要です。（3歳未満の着席鑑賞は有料）

Ｓ席5,000円
Ａ席3,500円
Ｂ席3,000円

Ｓ席3,000円
Ａ席2,000円
Ｂ席1,500円

劇団四季 東京公演本部 03-5776-6730（平日9:30～18:00）

チケット取扱 チケット好評発売中

井上バレエ団 12月公演

くるみ割人形
（
全
２
幕
）

12/12㈯15:00・18:30開演 13㈰15:00開演

【演出・振付】関直人 【指揮】堤俊作 【演奏】ロイヤルメトロポリタン管弦楽団
【お問合せ】井上バレエ団 03-3416-3656（月～土10:00～17:30）

※親子席の取扱いは井上バレエ団のみ

チケット取扱 チケット好評発売中

S席7,000円 B席5,000円 C席3,000円
親子席12,000円（12歳以下1名と保護者1名の2枚1組）全席指定

●3歳未満の方の入場はご遠慮願います。

二
〇
〇
九

鼓
童
十
二
月
公
演

12/17㈭19:00開演・18㈮15:00開演
19㈯15:00開演・20㈰15:00開演

全席指定 S席6,000円 A席4,500円

チケット好評発売中 ●未就学児は入場できません。

託児あり/有料・要予約/
お申込み：イベント託児マザーズ 0120-788-222

「藤本容子 唄のワークショップ ～響きの環」

お問合せ
鼓童

0259-86-2330（9:30～17:00、平日）
http://www.kodo.or.jp

チケット取扱 ほか

大ホールの舞台上
で、参加者の皆さん
の声を響き合わせ、
素晴らしいハーモニ
ーと共感の喜びを体
験してみませんか。

【日時】12/19㈯ 受付開始▶17：45 開催時間▶18：00～19：00
【定員】20名（定員に達し次第、受付を終了します。）
【内容】声の遊び、わらべ唄やアイヌ民謡など
【お申込み受付日時】12/10㈭ 9：30～ 電話にて受付（先着順）
【参加費】1,000円（税込）
【お申込・お問合せ】鼓童 0259-86-3630（平日9：30～17：00）

ピアニストの仲道郁代によるショパンの優美あ
ふれる協奏曲と、ベートーヴェン「運命」ほかを
渡邊一正の力強いタクトでお贈りします。

●未就学児の入場はご遠慮ください。

全席指定 Ｓ席5,000円 Ａ席4,000円 B席3,000円

感動と安らぎへの誘いvol.31
いざな

R.シュトラウス／交響詩「ドン・ファン」  ショパン／ピアノ協奏曲第1番
ベートーヴェン／交響曲第5番「運命」
【指揮】渡邊一正 【ピアノ】仲道郁代 【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

チケット取扱 チケット好評発売中

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）

ⒸKiyotaka Saito

2010年 3/20㈯15:00開演

響きの森 クラシック・シリーズ

1/16（土）S席5,000円
A席4,000円
B席3,000円

全席指定

15：00開演

2010年

【指揮】沼尻竜典 
【ヴァイオリン】川久保賜紀
【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団
サラサーテ／カルメン幻想曲
サン＝サーンス／序奏とロンド・カプリチオーソ
ブラームス／交響曲第4番

●未就学児の入場はご遠慮ください。

チケット取扱 チケット好評発売中

ⒸSyuji Tonoki

名ヴァイオリニストの川久保賜紀をソリス
トに迎え、情熱と優美さがあふれる名曲2曲
と沼尻竜典によるブラームスの交響曲第4
番をお届けします。

感動と安らぎへの誘い響きの森
クラシック・シリーズvol.30

いざな

チケットのお求めは 土・日・休日も受付10:00～19:0003-5803-1111
0570-02-9999

大ホール・小ホール共通
シビックチケット
予約専用電話

電子チケットぴあ

※各公演のチケット発売日からシビックチケットで販売
※電話予約の場合は、予約日を含む4日以内（公演により異なる場合があります。）にシビックチケットで引き取り
　（代金引換郵便による郵送も可）

なお、チケット取扱に　　　　 が表示されている公演は、下記でもお求めいただけます。

0570-000-407ローソンチケット
03-5802-9999CNプレイガイド

http://eplus.jp/イープラス

●電話番号は、おかけ間違いのないよう、お気をつけください。●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。
●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。

お願い

区民先行予約
について

※区民先行予約ができる方は、区内在住、在勤、在学の方です。
※区民先行の予約枚数には限りがあります。また、お席は選べませんのであらかじめご了承ください。

主催公演のご案内

大 ホ ー ル

12/28（月）～1/4（月）は休業

4平成21年12月号（通巻第108号） 情 報 紙  文京アカデミーSQUARE

次号の文京アカデミーSQUAREは来年1月5日発行です。


