
表紙は別進行です。

出演者の皆さん
から

メッセージをい
ただきました!

文京シビックホール開館10周年おめでとうございます。
私が明大生の頃、軽音楽クラブの定期演奏会を文京公会堂で
開催していました。永いお付き合いを頂いております。
そして、このシビックホール開館10周年コンサートに
招いて頂き大変嬉しく思います。
このコンサートを精一杯盛り上げていきますので、
宜しくお願いします。

幅広い世代に愛され続ける
ニッポン放送のラジオ番組、「オールナイトニッポン」。
渋谷・新宿・大阪など主要都市の
名だたるホールで満員となる超人気コンサート
「オールナイトニッポンコンサート」が
ついに文京シビックホールに初上陸!
ベテランのアーティストによる歌声が、
皆さんを懐かしい青春の日々に誘います。
そして、明日のあなたを
より輝かせてくれることでしょう。

文京シビックホール開館10周年おめでとうございます!
わたしは中学・高校と文京区内の学校に通っていましたので、
文京区はとても懐かしく、思い入れのある地です。
開館10周年コンサートに呼んでいただけて光栄です。
頑張っていいコンサートにします。
よろしくお願いします!

文京シビックホール、10周年おめでとうございます!
いろいろな方のパフォーマンスを支えた10周年だったと思います。
本番ではないのですが、実はわたしもシビックホールのステージに
立たせて頂いたことがあるのです。
今年、フルオーケストラ80名と共演したのですが、スタジオでの
リハーサルは無理、ということで伺ったのが文京シビックホール。
大変贅沢なリハーサルになりました。
居心地のいいホール、楽屋だったと記憶しています。
今度はお客様のいらっしゃるところで
気持ちよく歌いたいです。

文京シビックホール開館10周年おめでとうございます。
私はこのホールの響きが大好きで、これまでもTVの収録や
自分たちのコンサートで何度も歌わせていただいています。
この度、このシビックホール開館10周年コンサートに
招いていただき大変嬉しく思っています。
このコンサートを精一杯盛り上げていきますので、
皆様是非お出かけ下さいませ。

宇崎竜童

由紀さおり
谷山浩子

尾崎亜美

※未就学児の入場はご遠慮ください。シビックチケット 03-5803-1111

人気コンサートにつき大変な混雑
および早期完売が予想されます。
お早めにお求めください!
また予定枚数終了のときはご了承ください!電子チケットぴあ 0570-02-9999 イープラス http://eplus.jp/

5/28（金）10：00から ★区民先行予約日5/21㈮10：00～19：00
　（1日限りシビックチケット で電話予約のみ受付）6,800円

全席指定

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

平成22年5月5日発行第113号

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）

（財）文京アカデミー
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ア
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5月号

次号の文京アカデミーSQUAREは6月5日発行です。

5/16㈰はシビックセンター休館日のため㈶文京アカデミー事務室・文京シビックホール・シビックチケット・アカデミー文京は休業いたします。

音 楽 教 室

【主催・問合せ】（財）北区文化振興財団 5390-1221

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

9/3（金）昼の部13:00開演夜の部17:30開演
全席指定 S席5,800円 A席4,500円

平成22年度
松竹特別公演

チケット発売
5/6（木）

●北とぴあ1F チケット売場（窓口のみ10：00～19：00）
●チケットぴあ 電話予約 0570-02-9999（Pコード▶403-573） 
　　　　　　　サークルK・サンクスでも購入できます。（要Pコード）
●ミュージックショップダン 3913-6371（都内に限りチケット配送無料）

※未就学児入場不可
昼の部と夜の部の内容は同じ

喜劇
気になる二人
～ 持ちつ持たれつ ～第一部

二人の
オンステージ

第二部

&清 直美 前川清
＆藤山

直美

待望の
全国初

巡演。

都内で
は

「北と
ぴあ」の

み！

公 演 情 報
「関節ニュートラル整体」と「PNF整体」で
柔軟性と支持性を回復することにより

TOKYO腰痛肩こりケアセンター
文京区本郷1－14－4AU南陽堂ビル2F TEL03-6801-8858
http://www.oikawamasato.com  〈休〉木・日・祝  〈予約制〉

〈営〉AM10:00～AM12:00,PM2:00～PM7:00（土曜PM5:00まで）

などの凝り・痛み・痺れ
が劇的に根本改善!
本紙持参していただくと⬇

首・腰・膝

A全身関節調整¥3000→¥2000
B緩和操作＋全身関節調整¥6000→¥4000
C関節ニュートラル整体¥7000→¥5000
※初回限定、初回検査料込みのお値段です!

整 体ギ タ ー 教 室

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 所音 楽 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

豊島区南大塚2-7-2（丸の内線新大塚駅3分）www.essentia.ne.jp/happydiet
施術料：1回2,000円　お子様連れ歓迎です。

流行っては消える
痩身法の中で
耳つぼダイエットだけは
しっかり結果を出し続けています。

●本当に毎日体重が落ち、感激でした。
●本当にウエストやお腹から痩せていきました。
●本当に凄まじかった食欲が抑えられました。
●本当にシワができずに美肌になりました。

●楽しく、とにかく楽しく痩せることができました。

当サロン
終了者の声

ハッピーダイエット

まずは無料カウンセリングにおいでください。

大人のための音楽・文化講座

3947-7265FAX3947-7166TEL

拓殖大学 公開講座 検　索

聴講料：1,000円（会場入口で頂戴いたします）
時間：10:30～12:00 定員：240名程度（事前登録・申込不要）
会場：文京キャンパス C201教室

拓殖大学（茗荷谷駅より徒歩3分）

大 学 公 開 講 座

●国際講座
5月 8日（土） 「現在の核・軍備管理問題」
　　　　佐藤 丙午（拓殖大学海外事情研究所教授）
5月22日（土） 「中国の対外政策」
　　　　前田 宏子（PHP総合研究所主任研究員）
6月 5日（土） 「最近のサウジアラビア情勢」
　　　　森 伸生（拓殖大学イスラーム研究所所長）

〈途中受講も可能です。下記までお問い合わせください。〉

●外国語講座（毎週1回／1年間）全15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・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・ベトナム語50年の信頼と実績。

快適で豊かな生活を
「よりよい聞こえ」
で応援いたします。

聞こえでお困りのこと
お気軽にご相談ください。

補　聴　器無料きもの着付教室

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周年を迎えました。
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

チケット取扱 チケット発売▶6/14㈪10:00から ●未就学児の入場はご遠慮ください。

NHK総合テレビ「歌うコンシェルジュ」に出演中の天才音楽家!!
　思わず共感してしまう主婦の喜怒哀楽を
　 オリジナルコーラス隊とともに
　  ピアノにのせてお届けします

半径5メートルの
日常を歌う音楽家

10/7（木）
11:00開演

秦万里子
11AMコンサート
with 文京シャバダバダ～ズ

全席指定
2,980円

★区民先行予約日6/9㈬10：00～19：00
　（1日限り　 で電話予約のみ受付）

【ゲスト】真部裕
（ヴァイオリン）

コーラス隊
「文京シャバダバダ～ズ」は
スクエア6月号で募集します。
お楽しみに!!

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。

【曲目】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

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

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 ●未就学児の入場はご遠慮ください。

●未就学児の入場はご遠慮ください。

9/26（日）
15:30開演
全席指定
3,000円

チケット好評発売中チケット取扱

【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】ベートーヴェン／ホルン・ソナタ ヘ長調 op.17
　　　クレーベ／ベートーヴェンのピアノ・ソナタ「月光」による
　　　　　　　ホルンとピアノのためのソナタ ヘ長調 op.95
　　　シューマン／アダージョとアレグロ 変イ長調 op.70 ほか

ラデク・バボラーク
ホルンリサイタル

バボちゃんが
文京シビックに　
やってくる！　

「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。

ジョン・ウィリアムズ／映画音楽コンサート

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。

～新日本フィルハーモニー交響楽団～

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

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。

完売完売

8/21（土）
15：00
開演

【指揮】
大友直人 【管弦楽】新日本フィルハーモニー交響楽団

STAR WARS
HARRY POTTER

SUPERMAN
E.T.

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

曲目

ロンドン交響楽団コンサート

全席指定▶S席23,000円 A席18,000円 B席13,000円 C席8,000円 D席5,000円

世界的カリスマ指揮者ゲルギエフ、
トップヴァイオリニストの
諏訪内晶子が織りなす、壮絶な音のドラマ。
日本ツアー唯一の演目
「マーラー／交響曲第5番」を
お楽しみください。

【指揮】
ワレリー・ゲルギエフ
【ヴァイオリン】
諏訪内晶子
【管弦楽】

ロンドン交響楽団

11/28（日）15:00開演

【曲目】シベリウス／ヴァイオリン協奏曲、マーラー／交響曲第5番

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。

ロンドン交響楽団Valery
     Gergiev

London
Symphony Orchestra Akiko

Suwanai
諏訪内晶子

ⒸLeslie
　Kee

ワレリー・
ゲルギエフ

ワレリー・ゲルギエフ指揮
タケダ グローバル コンサート

03-5803-1111
10：00～19：005/16㈰は休業

チケットのお求めは

主催公演のご案内
文京アカデミー

※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）

シビックチケット
予約専用電話 土・日・休日も受付

●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。

　

電子チケットぴあ 0570-02-9999
ローソンチケット 0570-000-407
CNプレイガイド 0570-08-9999

http://eplus.jp/イープラス

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

大 ホ ー ル

8 平成22年5月号（通巻第113号）情 報 紙  文京アカデミーSQUARE

次号の文京アカデミーSQUAREは6月5日発行です。


