
秦万里子
は  た ま り こ

11AMコンサート
with文京シャバダバダ～ズ

NHK総合テレビ「歌うコンシェルジュ～あなたに番組案内～」に出演中の天才音楽家・秦万里子!!
主婦に大人気の彼女が一般公募のコーラス隊を引き連れてシビックホールに初登場♪
「半径5メートルの日常を歌う音楽家」として、主婦の身近な出来事や喜怒哀楽をコミカルに
歌い上げる。笑いあり、涙ありのステージ…。炊事も洗濯もちょっとだけお休みして、あなた
もコーラス隊として参加しませんか?「主婦でよかった!」「明日からも家族のために頑張ろ
う!」きっとそう思えるはず。楽しいステージを一緒に盛り上げてください!!

10/7（木）11:00開演 全席指定 2,980円 6/14㈪
10:00から

チケット
発売

シビックチケット 03-5803-1111

本　番 10/7㈭ 11：00開演

文京シャバダバダ～ズメンバー募集中！！

電子チケットぴあ 0570-02-9999
区民先行予約日 6/9㈬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）

応募先 NYパワーハウス
Eメール：info@nypowerhouse.com
FAX：03-5549-2134

練習場所 シビックセンター地下1階 多目的室

参加費 13,500円（3回の受講料、オリジナルTシャツ、本人分コンサートチケット、当日の写真CD-R、税金含む）

定員 88名 応募開始 6/8㈫※定員になり次第受付終了

応募方法 お名前（ふりがな）、ご住所（郵便番号）、
お電話番号、e-mailアドレス、年齢、
Tシャツのサイズ（XS：7～9号、S：11号、M：13号、L：15号、LL：17号）を
明記の上、FAXまたはEメールでお申し込みください。

練習日 9/17㈮・9/29㈬・10/1㈮ それぞれ10：00～12：00
※必ず3回の練習に出席することが条件です。出席できない場合はステージに立つことができません。ご了承ください。

【ゲスト】
真部裕（ヴァイオリン）

会場 大ホール

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6月5日発行第114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

ス
ク
エ
ア

6月号

次号の文京アカデミーSQUAREは7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。

音 楽 教 室

三三・山陽・茂山の

壱弐参之笑
ひふみのわらい

革新的古典芸能!

【出演】 柳家三三、神田山陽、茂山宗彦、茂山茂、茂山童司

9/18（土）15:00開演
全席指定
S席3,300円 A席2,000円

落語 の講談 狂言

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

※未就学児入場不可

【主催・問合せ】（財）北区文化振興財団 5390-1221

●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▶403-648）
●ミュージックショップ ダン TEL.3913-6371

6/1（火）
発売

公 演 情 報

生命保険・学資保険の無料個別相談会
ファイナンシャルプランナーの資格を持つ「ソニー生命のライフプランナー」が保険の仕組みをやさしく解説！

あなたの疑問・質問にお答えします。

主催：ソニー生命保険（株）　東京中央ライフプランナーセンター第4支社　
     東京都港区東新橋1-6-1　日本ﾃﾚﾋﾞﾀﾜｰ23F　TEL：03-5537-6294  FAX:03-5537-6484     

※既にソニー生命保険に加入されている方は、引き続き担当ライフプランナーにご相談ください。SL10-346-025

・加入している保険のことがよく分からない。
・主人に必要な保障額は？でも保険料も減らしたい！
・家も買いたい！教育資金も貯めたい！
  我が家の将来の収支バランスは大丈夫かしら？
・「学資保険」って必要？教育費っていくら位かかるの？
・老後資金も心配、準備はいつから？必要な額は？

※ 完全予約制での開催です。各回先着2組までの申込順。

日時：6/12･19（土） 9:30
　　　11:00・13:30・15:00
会場：文京区立アカデミー音羽

日時：6/13･20（日） 9:30
　　　11:00・13:30・15:00
会場：文京区勤労福祉会館
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こんなことを思ってる方！ ※学資保険についてご相談の方に！
 「赤ちゃんができたら考えるお金の本」
　をもれなくプレゼントいたします。

（201
0抜粋版

）

お申込は
TEL：03-5537-6294 受付時間：平日9:00～17:00
　相談会担当ライフプランナー：青野・古谷 （土・日・祝日は除く）

文京区立
アカデミー
音羽

無 料 保 険 相 談 音 楽 教 室

最新型補聴器
高機能・高性能

既製品でも目立たない
既製品でもこもらない

文京区小石川1-9-3
（こんにゃくえんま前）

貸出し補聴器で体験
職場で 家庭で ご旅行で

福　祉　介　護福　祉　介　護大人のための音楽・文化講座

家事お手伝いサービススタッフ募集
ご契約のお客様のご家庭にお伺いし、
日常の家事を代行するお仕事です。
都合に合わせ空いた時間で働けます。

1,300円（研修あり）

お電話お待ちしております。

株式会社いつわワールド
ダスキン弁天町メリーメイド
新宿区早稲田83 担当 藤掛

☎03-5155-7579

平日の昼間2時間程度
週1日以上

時給

時間

ス タ ッ フ 募 集健 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。

痩せない体質などありません。
痩せない痩せ方があるだけです。
耳つぼならどなたでも
痩せられます。

●ダイエット遍歴の末、初めて9kgも減量できました。
●70才ですが、3ヶ月かからず10kg減量できました。
●「ウエストやお腹から痩せる」は本当でした。
●痩身前より元気になり、美肌にもなりました。

●通うのが楽しく、心のぜい肉まで落ちたようです。

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。

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

3947-7265FAX3947-7166TEL

拓殖大学 公開講座 検　索

拓殖大学（茗荷谷駅より徒歩3分）

大 学 公 開 講 座

聴講料：各回500円（会場入口で頂戴いたします）
定員：120名程度　会場：文京キャンパス C304教室

●「年をとると耳が遠くなるのはなぜ?!」 ～耳の遠い人とのコミュニケーション～
第1回 6月19日（土） 13:30～15:40
「音の聞こえるしくみ」 木村 政康（拓殖大学外国語学部教授）
「聞こえにくさの疑似体験」 安富 雄平（拓殖大学外国語学部教授）
第2回 7月10日（土） 13:30～15:40
「補聴器の話」 筒井 優子（あけぼの介護センター・言語聴覚士）
「難聴の人への話しかけ」 町田 章一（大妻女子大学人間関係学部教授）

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

●国際講座
6月19日（土） 「歴史の中の欧州と日本」
　　　　遠藤 哲也（拓殖大学海外事情研究所准教授）
7月 3日（土） 「日本の防衛産業の現状」
　　　　安江 正宏（前防衛省技術研究本部長）

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

14：00 シエナdeアン・コン! ～模擬アンサンブルコンテスト～
全席指定 1,000円

18：00 シエナ・クラッツ3rdコンサート
全席指定 4,000円

シエナ・ウインド・オーケストラの奏者による3人～8人編成の合
奏（アンサンブル）を堪能できるコンサート。シエナメンバーに
よる木管・金管・打楽器アンサンブルや、「シエナ・クラッツ 3rd
コンサート」など、2日間で5公演、たっぷりとアンサンブルコン
サートをお届けします。日本最高レベルのアンサンブルを楽し
める、吹奏楽ファン垂涎の好企画です!

チケット発売▶6/29㈫10：00からチケット取扱 ●未就学児の入場はご遠慮ください。

シエナdeアン・コン! ～アンサンブルコンサート～
11：00 金 管 編 全席指定 3,000円

【出演】シエナ・クラッツ、シエナ・ブラス5～8重奏、シエナ・フルーツ、
　　　シエナ・サックス、シエナ打楽器アンサンブル
【曲目】ヒケティック／ケルティック ダンス（世界初演） ほか

14：00 木 管 編 全席指定 3,000円
16：30 打楽器編 全席指定 3,000円10/10（日）

シエナ・クラッツ（写真提供：アルソ出版）

シエナ・ブラス

小ホール

10/9（土）

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deアン・コン!”

【指揮】
大友直人 【管弦楽】新日本フィルハーモニー交響楽団

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

※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。

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 完売

8/21（土）
15：00開演

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

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。

11/28（日）
15：00開演

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 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

全席指定曲目
完売 完売

完売
完売

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。

ミドル・エイジにお届けする

10/17（日）
16：30開演 宇崎竜童 尾崎亜美

由紀さおり 谷山浩子

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。

全席指定6,800円
名だたるベテランのアーティストによる饗宴!

【曲目】
サクセス、港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ、オリビアを聴きながら、マイ・ピュア・レディ、
カントリーロード、お早うございますの帽子屋さん、手紙、夜明けのスキャット ほか

●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）
【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

【ピアノ】
清水和音

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。

フレッシュ名曲コンサート

フレッシュアーティスト・
上村文乃さんによる
チェロ演奏を
お楽しみください!!

ランチタイム
コンサート

7/23（金）12：15開演
小ホールにて

入場無料（全席自由） 直接会場へ

※満席時は入場できない場合があります。

【曲目】
　サン=サーンス／白鳥
　ポッパー／妖精の踊り ほか

【チェロ】上村文乃
【ピアノ】安宅薫

チケット取扱 チケット発売▶6/24㈭10：00から●未就学児の入場はご遠慮ください。

9/11（土）15:00開演
全席指定 S席3,500円 A席2,500円 B席2,000円

【曲目】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》

★区民先行予約日6/17㈭10：00～19：00
（1日限り　 で電話予約のみ受付）

コバケンの十八番、新世界&モルダウの熱演と、
フレッシュアーティスト・上村文乃を迎えた
チェロ協奏曲を存分に堪能できる好企画!
リーズナブルなチケット料金で
お楽しみいただけます!

【指揮】小林研一郎 【チェロ】 上村文乃

おはこ

東京フィルコンサート

フレッシュ名曲コンサート

Vol.33
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

Vol.32
Ⓒ Megu

Ⓒ Yuji Hori 2008

【指揮】
藤岡幸夫

【サクソフォン】
 須川展也 

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。チケット取扱 チケット好評発売中

03-5803-1111
10：00～19：00

チケットのお求めは

主催公演のご案内
※7面にも公演情報がございますのでご覧ください。

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。

Pコード

大 ホ ー ル

新日本フィル

バボラーク

オールナイト

ロンドン交響楽団

響き32

349-840
102-079
107-494
103-665
348-957

7面に
も公演

情報を

掲載し
ていま

す。

8 平成22年6月号（通巻第114号）情 報 紙  文京アカデミーSQUARE

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。


