
小 ホ ー ル

野田ヒロ子

チケット発売▶3/24㈬10：00からチケット取扱

チッタディーノオペラ振興会公演

ヴェルディ
アリアや重唱の数々を、
豪華なソリストの歌でお楽しみいただきます。
初心者から上級者までわかりやすい
解説付きです。

お問合せ：チッタディーノオペラ振興会 03-3941-3085（担当 八幡）
 10：00～18：00（日・祭日を除く）

5/23（日）
18:00開演
全席自由
3,000円

【出演】野田ヒロ子、福田玲子、村上敏明、
　　　森口賢二、郷田明倫、新保堯司
【ピアノ伴奏】藤原藍子　【合唱】コーロ・チッタディーノ
【曲目】「一人寂しく眠ろう」「世のむなしさを知る神」 ほか

ハイライト「ドン・カルロ」

●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

第1部文の京「作家たちの人間模様」
【出演】ザ・シビック第14期講習生 【構成】宮澤龍太郎 【演出】池田一臣
第2部「ロンド」【出演】OBザ・シビック 【作】大沢ケイト 【演出】池田一臣

3面に第15期講習生募集の案内がございます。

第14期講習生卒業公演

●3歳以上の方はチケットが必要です。

演劇グループザ・シビック

3/7㈰
全席自由600円

13：00・17：00開演
（2回公演・各回とも2部構成）

区民
参加事業

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。

東京フィルコンサート

Vol.31

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

響きの森クラシック・シリーズ

3/20㈯
15:00開演

●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

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。

2010-2011シーズン

東京フィル
コンサート

2010年6月26日㈯ 15:00開演
【指揮】藤岡幸夫

【サクソフォン】須川展也
【曲目】

チャイコフスキー／交響曲第5番
サクソフォンとオーケストラによるアリア集 ほか

全席指定
S席：5,000円 A席：4,000円 B席：3,000円

Vol.32 2010年9月11日㈯ 15:00開演
【指揮】小林研一郎
【チェロ】上村文乃

【曲目】
ドヴォルザーク／交響曲第9番《新世界より》
ドヴォルザーク／チェロ協奏曲 ほか

全席指定
S席：3,500円 A席：2,500円 B席：2,000円

Vol.33

2010年11月13日㈯ 15:00開演
【指揮】大友直人
【ピアノ】横山幸雄

【曲目】
ブラームス／交響曲第1番

ショパン／ピアノ協奏曲第2番 ほか
全席指定

S席：5,000円 A席：4,000円 B席：3,000円

Vol.34 2011年1月29日㈯ 15:00開演
【指揮】円光寺雅彦

【ヴァイオリン】川久保賜紀 【チェロ】遠藤真理 【ピアノ】三浦友理枝
【曲目】

ベートーヴェン／三重協奏曲
ラヴェル／ボレロ ほか

全席指定
S席：5,000円 A席：4,000円 B席：3,000円

Vol.35

●未就学児の入場はご遠慮ください。

シリーズセット券料金

（Ｓ席4公演18,500円のところ）
S席16,700円

（Ａ席4公演14,500円のところ）
A席13,100円

（Ｂ席4公演11,000円のところ）
B席9,900円

3/17㈬
まで

チケット取扱 チケット好評発売中

シリーズセット券（4回連続券）
好評発売中!

東京フィルコンサート

文京区出身の指揮者、藤岡幸夫が登場！
日本を代表するサクソフォン奏者・須川展也を迎え、
サクソフォンと管弦楽のための作品、
チャイコフスキーの傑作交響曲ほかをお届けします。

ショスタコーヴィチ／祝典序曲
カッチーニ／アヴェ・マリア
加藤昌則／スロヴァキアン・ラプソディー
チャイコフスキー／交響曲第5番  ほか

【曲目】

6/26（土）
15:00開演

S席5,000円
A席4,000円
B席3,000円

全
席
指
定

●未就学児の入場はご遠慮ください。

Vol.32

Ⓒ Megu

Ⓒ Yuji Hori 2008

【指揮】 
藤岡幸夫

【サクソフォン】
 須川展也

チケット取扱 チケット好評発売中

響きの森文京公会堂（文京シビックホール）は2010年3月に開館10周年を迎えます。
これを記念して、「響感。」をキーワードに、魅力的な公演を企画しています。

響きの森文京公会堂10周年記念事業

NHK交響楽団
文の京特別演奏会
ふみ みやこ

3/22（月・祝） 15:30開演

【ソプラノ】幸田浩子

【指揮】飯森範親

チケット好評発売中チケット取扱

全席指定
S席6,000円 A席5,000円 
B席4,000円 C席2,000円完売

●未就学児の入場はご遠慮ください。

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

佐渡裕&シエナ・
ウインド・オーケストラ

VIVA!NIPPON

チケット好評発売中チケット取扱

●未就学児の入場はご遠慮ください。

吹奏楽と合唱の祭典

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6/5（土）

日本を代表するウインドアンサンブル
〈シエナ・ウインド・オーケストラ〉と、

世界で活躍するマエストロ、佐渡裕が登場!
文京シビックホールだけのオンリーワン公演です。【演奏】シエナ・ウインド・オーケストラ

【指揮】佐渡裕　【合唱】晋友会合唱団
【曲目】
ヴェルディ／歌劇「アイーダ」より
　　　　　凱旋の合唱と行進曲
エルガー／威風堂々第1番
ワーグナー／歌劇「ローエングリン」より
　　　　　   エルザの大聖堂への行列
チャイコフスキー／大序曲「1812年」 ほか

完売完売

Photo /Jun Yoshimura

Photo / Rikimaru Hotta

5/6
（木）

昼の部14：30開演
夜の部18：30開演

5/7
（金）

昼の部11：30開演
夜の部16：00開演

第一部 六玉川
【出演】 中村鶴松 ほか
第二部 仇ゆめ（北條秀司 作・演出）
【出演】
中村勘三郎　波乃久里子　中村鶴　松
中村扇　雀　坂東彌十郎　中村虎之介 ほか

Ｓ席9,800円 Ａ席7,000円
全席指定

●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
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ジョン・ウィリアムズ／
映画音楽コンサート

8/21（土）
15：00開演

数々の傑作映画の音楽を手がけたジョン・ウィリアムズ。
大友直人&新日本フィルによる迫力ある演奏で再現します。 Ｓ席6,000円

Ａ席5,000円
Ｂ席4,000円
Ｃ席2,000円

【指揮】大友直人  【管弦楽】新日本フィルハーモニー交響楽団
【曲目】「スター・ウォーズ」、「ハリー・ポッターと賢者の石」、「スーパーマン」、「E.T.」地上の冒険 ほか
※管弦楽による映画音楽の演奏会となります（映像の上映はございません）。●未就学児の入場はご遠慮ください。

～新日本フィルハーモニー交響楽団～

チケット発売▶3/6㈯10：00からチケット取扱

全席指定
「世界で最も難しい楽器」ホルンを、ベルリンフィルの元首席奏者、
ラデク・バボラークが驚愕のテクニックと音楽性で高らかに歌い上げます。

9/26（日）
15:30開演
全席指定
3,000円

★区民先行予約日3/18㈭10：00～19：00
　（1日限り　 で電話予約のみ受付）
●未就学児の入場はご遠慮ください。

チケット発売▶3/27㈯10：00からチケット取扱

【ホルン】ラデク・バボラーク
（ベルリンフィルハーモニー管弦楽団元首席奏者）

【ピアノ】清水和音　【曲目】未定

ラデク・バボラーク
ホルンリサイタル

チケットのお求めは
土・日・休日も受付10:00～19:0003-5803-1111大ホール・小ホール共通

シビックチケット
予約専用電話主催公演のご案内

大 ホ ー ル

0570-02-9999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
0570-08-9999CN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・問合せ】東京都北区／（財）北区文化振興財団5390-1221

倍賞千恵子
コンサートⅢ

北区アンバサダー

深呼吸したら思い出した…。
ありがとうふるさと、ありがとうあなた。

北とぴあ・さくらホール
JR京浜東北線・東京メトロ南北線
「王子駅」徒歩2分

5/22（土）15:00開演

全席指定
　S席4,500円（残少） A席3,000円

曲　目 下町の太陽  さよならはダンスの後に  他

チケット
発売中
※未就学児のご入場はご遠慮ください。※北区在住者は割引有り。（要問）

北とぴあ1階チケット売場
チケットぴあ（Pコード 345-043）

電話予約 0570-02-9999

ファミリーマート、
サークルKサンクス
でも購入できます。
（要Pコード）

公 演 情 報音 楽 教 室 音 楽 教 室

●日本語教師養成講座
　（毎週火曜・木曜／2年間・420時間）
●アジア塾（毎週1回／4～7月）
〈受講案内（無料）をお送りします。下記までご請求ください〉

●外国語講座（毎週1回／1年間）全16言語
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・ペルシア語・スペイン語・
ロシア語・タイ語・チベット語・トルコ語・ベトナム語

新年度（4月）から始まる講座
拓殖大学（茗荷谷駅より徒歩3分）

3947-7265FAX3947-7166TEL

open@ofc.takushoku-u.ac.jpE-mail

大 学 公 開 講 座 生 徒 募 集

貸出し補聴器で体験
職場で 家庭で ご旅行で

  マイクを出して
更に小さく36%世界最小
クラス

文京区小石川1-9-3
（こんにゃくえんま前）

福　祉　介　護

貸出し補聴器で体験
職場で 家庭で ご旅行で

  マイクを出して
更に小さく36%世界最小
クラス

文京区小石川1-9-3
（こんにゃくえんま前）

福　祉　介　護

無料きもの着付教室

健 康 痩 身 サ ロ ン

耳つぼ健康サロン
NPO法人

日本痩身医学協会
完 全 予 約 制

まずは無料カウンセリングにおいでください。
豊島区南大塚2-7-2（丸の内線新大塚駅3分）www.essentia.ne.jp/happydiet

ハッピーダイエット

施術料：1回2,000円　お子様連れ歓迎です。

体のぜい肉がとれると
心のぜい肉までとれます。
春に向け、心身ともに
スッキリなさいませんか？

●真剣に5kg～20kg痩せたい方
●医師から痩せるよう指示された方
●どうしても食欲を抑えられず困っている方
●代謝が悪く痩せにくいとお感じの方

●ひとりではどうやって痩せていいかわからない方

こんな方に
最適

貴方にあった結婚相手をご紹介
結婚したいけれど出会いがない……お任せください。

真剣なお気持ちにお応えいたします。

JR・地下鉄  駒込駅至近 JMA駒込

TEL

03-3945-5771

http://beloved.jp/
H P

文京区本駒込6-15-2 山口ビル2F

メール
jma-komagome@cc.wakwak.com

結 婚 相 談 所

響きの森文京公会堂10周年記念事業、ついに本格始動!

文京シビックホール・大ホールは、2010年3月に開館10周年を迎えます。これを機に、
文京区と財団法人文京アカデミーでは、「出会い」をテーマに、芸術文化に幅広く触れ
あえるプログラムを企画しました。
キーワードは「響感。」響き合う、感じる、共感する、感動する…。ここ「響きの森文京公
会堂」で皆さんにより深く「響感。」いただける公演をご紹介します。

記念公演は、幅広いジャンルでお楽しみいただけます。5月に
は名誉館長・中村勘三郎による記念歌舞伎公演を開催。10月
には、往年の名パーソナリティが集う、ミドル世代対象の「オ
ールナイトニッポン」コンサートを予定しています。2011年1
月は世界で多数の公演実績を持ち、宮内庁式部職楽部の雅
楽奏者が結成した
「東京楽所」公演が
ついに実現。伝統

芸術・ポピュラージャンルにおいても
最上級の公演をご用意しています。

区民感動公演、さらなる高みへ

クラシック公演は、スペシャルプログラムが目白
押しです。3月はNHK交響楽団による文の京特別
演奏会。6月には佐渡裕&シエナ・ウインド・オーケ
ストラ公演。文京シビック初登場となる大友直人&

新日本フィルによるJ.ウィ
リアムズ映画音楽コンサ

ートは8月に開催です。11月にはゲルギエフ
&諏訪内晶子&ロンドン交響楽団が待望の
来日。日本ツアーで唯一のプログラム、マー
ラー/交響曲第5番を取り上げます。どの公
演も日本で文京シビックホール“だけ”。関
東近県だけでなく、全国からファンが足を
運ぶこと間違いなしの公演ばかりです。

佐渡裕

東京楽所

中村勘三郎

諏訪内
晶子

ⒸUniversal Music
Photo; Shintaro Shiratori

Photo; Jun Yoshimura

ワレリー・ゲルギエフ

東京フィル×鼓童×岩代太郎が織りなす、世界初公演

記念事業グランド・フィナーレ
2011年2月の記念事業グランド・フィナーレでは
30周年を迎える鼓童と100周年を迎える東京フィ
ルハーモニー交響楽団によるコンサートを開催。
「レッドクリフ」「葵～徳川三代」などの音楽を多数
手がけた作曲家、岩代太郎に10周年記
念作品を委嘱します。太鼓とオーケスト
ラのための管弦楽曲を世界初演し、大迫
力の響きでフィナーレを迎えます。

鼓童

東京フィルハーモニー交響楽団

岩代太郎

文京シビックホール・大ホール開館10周年

「響感。」をキーワードに充実した公演を展開

記念公演のご紹介 ～クラシック編～

文京シビックホール“だけ”の公演目白押し!

記念公演のご紹介 ～伝統芸術・ポピュラー編～

新たな感動を生む、驚嘆の記念公演

どの公演も見逃せません!「響感。」を是非皆さんで体験して下さい!文京シビックホール・大ホールで皆さんとお会いできますことを、心よりお待ちしております。

中村勘三郎、佐渡裕、ゲルギエフ、諏訪内晶子、東京フィル、N響、新日本フィル、シエナ、鼓童、雅楽、ポップス…
「文京オンリーワン公演」が多数集結 ! ※出演者・公演日は変更になる場合があります。

主な
記念公演

3/22（月） NHK交響楽団 文の京特別演奏会

6/5（土） 佐渡裕＆シエナ・ウインド・オーケストラ
　VIVA! NIPPON 吹奏楽と合唱の祭典

8/21（土） ジョン・ウィリアムズ映画音楽コンサート　～新日本フィルハーモニー交響楽団～

2011年 1/15（土）
2011年 2/6（日）

東京楽所 雅楽演奏会
東京フィルハーモニー交響楽団×鼓童 文の京特別演奏会

9/26（日） ラデク・バボラーク ホルンリサイタル
10/9（土）
・10（日）

シエナ・ウインド・オーケストラ
　アンサンブルコンサート“シエナでアン・コン！”

11/28（日）ワレリー・ゲルギエフ ロンドン交響楽団
12/25（土）音楽の絵本 ～吹奏楽～ www.b-academy.jp/10th/

響きの森文京公会堂10周年記念事業公式サイト

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

広告掲載のお問合せは上記まで

〒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）
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次号の文京アカデミーSQUAREは4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）は開館10周年を迎えました。
4平成22年3月号（通巻第111号） 情 報 紙  文京アカデミーSQUARE

次号の文京アカデミーSQUAREは4月5日発行です。


