
栗コーダーの
クリスマス

12/24（金）19:00
全席指定 3,500円

@Civic Hall
文京シビックホール 小ホール

【出演】 
【ゲスト】 駒沢裕城（ペダルスチールギター、マンドリン）

チケット好評発売中

シビックチケット
03-5803-1111

電子チケットぴあ
0570-02-9999

（Pコード 113-799）

栗原正己
リコーダー
ピアニカ
アンデス 他

関島岳郎
リコーダー
テューバ
口琴 他

川口義之
リコーダー
パーカッション
サックス 他

近藤研二
リコーダー
ギター
ウクレレ 他

音楽の世界のいろいろな場所で活躍してきた4人が1994年にリコーダーを手に何となく結成。以後6枚のオリ
ジナルアルバムを発表。高い音楽性で好評を博す。サウンドプロデュース、CM、サントラなど多方面で活躍中。

栗コーダーカルテットの

プロフィール

　今年2月に文京シビックホールの小
ホールで行われたライブも大好評だった
彼らが、クリスマスイブに再びシビック
ホールにやってきます!!
　メンバーの皆さんは、このホールをと
ても気に入ってくださった様子。「いつか
また、このホールでライブを!!」と密かに
思いを寄せてくれていたそうです。
♬ゆったりと落ち着いて聴いてもらえる
環境が魅力的（栗原さん）
♬長年かけて作ってきたクリスマスライ
ブの初ホール公演。僕たちも楽しみで
す（川口さん）
♬楽器の音色がダイレクトに伝わるので、
演奏する楽しさもひときわ（近藤さん）

♬ステージと客席が近いので一体感もい
い感じで生まれますね（関島さん）

と口々にホールの印象を語ってください
ました。
　クリスマスアルバムを2枚もリリースし
ているほどクリスマス音楽が大好きという
だけあり、ライブに向けての意気込みも相
当なもの。当日は、大小様々なリコーダー
のほかにも、いろいろな楽器を組み合わせ
て演奏する予定。普段とはひと味違うクリ
スマスならではの楽曲がたっぷりと用意さ
れており、リコーダーの魅力も一段と楽し
めそうです。さらに、ペダルスチールギ
ターの第一人者として定評のある駒沢裕
城さんとのコラボも目が離せません。

　木で作られたリコーダーの暖かい音色
とペダルスチールギターの荘厳な響きが
ホールに広がり、演奏にも一層の深みが
加わります。カップルでも家族でも一人で
もお子さまでも楽しめる栗コーダーのク
リスマスライブ。「年末は第九を聴かな
きゃみたいなノリで、クリスマスは栗コー
ダーを聴かなきゃと思ってもらえたらしあ
わせです」（近藤さん）。
　16世紀のクリスマスキャロルから最新
のオリジナル曲まで、クリスマス音楽の魅
力をギュッと凝縮した栗コーダーのクリ
スマス。今年は文京シビックホールで、ひ
と味違ったクリスマスの夜を過ごしてみ
ませんか？

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

1972年、林立夫、松任谷正隆、後藤次利、小坂忠
らとFour Joe Halfを結成。
その後、はちみつぱい、久保田麻琴と夕焼け楽団
に加入する。
大瀧詠一、荒井由実、矢野
顕子、長渕剛、はっぴいえ
んど、槇原敬之、Kiroro
等、数々のレコーディング
に参加する日本屈指のペ
ダルスチールプレーヤー。
現在、ソロ活動を中心に、
独自の音楽世界を構築し
ている。

ゲスト 駒沢裕城（ペダルスチールギター、マンドリン）

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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9月号

次号の文京アカデミーSQUAREは10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。

栗コーダーカルテット

音 楽 教 室

生徒募集

興味をお持ちの皆さん、一緒にやってみませんか？ お待ちしています。
初心者歓迎

TEL.3811-6500

かりんビクター歌謡教室
日時：毎週（水）・（金）13：00～18：00♪
場所：諏訪神社 社務所2F
　　 （文京区後楽2-20）

♪

月謝：入会金なし 月4回・6,000円
■好きな曲と歌詞カードをお持ち下さい。
　（カセットテープ、CD可）
■見学自由！！
■個人レッスン、グループも可

五十嵐
（午後より受付）

無料体験レッスンあり お気軽にどうぞ！！

♪

歌　謡　教　室公 演 情 報ピアノ教室・生徒さん大募集 大人のための音楽・文化講座介護付有料老人ホーム健 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。

耳つぼダイエットは
ただ体重を減らすのではなく、
体脂肪を減らして健康になる
安全・安心の痩身法です。

●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。

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 室音 楽 教 室

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

●拓殖大学創立110周年記念 日本文化研究所公開シンポジウム
　「桂太郎とその時代」-苦難の時代をいかに拓き、いかに後進を育てたか-
10月9日（土） 14:00～16:00
聴講料：無料 定員：300名（事前申込・先着順） 会場：文京キャンパスC201教室
申込方法：葉書または、E-mailにて、氏名、〒、住所、電話番号、公開シンポ
ジウム参加希望と明記し、〒112-8585 文京区小日向3-4-14 拓殖大学オー
プンカレッジ課宛、お申込下さい。参加証を後日お送りします。
E-mail：open@ofc.takushoku-u.ac.jp

●～外国人のための～日本語講座　TEL 3947-7897（国際課直通）

●「知的好奇心講座」 全5回 講座時間：13：30～15：00
10月30日（土）「幕末にアメリカへ渡った日本人たち～異文化に接して～」
11月　6日（土）「日英米戦争と徳富蘇峰-なぜ親英米から反英米に傾いたのか-」
11月13日（土）「最新!ビジュアル・シュミレーション～CGの世界を切り開く～」
11月20日（土）「いまに活かせる！ 江戸時代のダイバーシティ戦略」
12月　4日（土）「サッカー いま・むかし～高校サッカー部同級生よもやま話～」
聴講料：無料 定員：240名程度（事前申込不要） 会場：文京キャンパスC201教室

秋期（10/12～12/15、10/1申込締切） 対象：日本在住の外国人等
昼間：基礎～中級、日本語能力試験対策コース 夜間：日本語能力試験対策コース

今 月 発 売 の 公 演

大ホール

小ホール

神谷郁代
ピアノリサイタル

15：00開演11月20日（土）
全席指定 3,500円

【曲目】
ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ 第14番 嬰ハ短調「月光」 Op.27-2
　　　　　　　 ピアノ・ソナタ 第15番 ニ長調「田園」Op.28
ドビュッシー／版画
ショパン／ノクターン Op.48-2、即興曲 Op.29、Op.36、Op.51
　　　　  幻想即興曲 嬰ハ短調 Op.66、舟歌 嬰ヘ長調 Op.60

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。

世界的ピアニストによる
極上の響き ～～

生誕
80周年記念

11月7日（日）15：30開演
全席指定 4,000円

photo: Schott Music Archive

２つのメロディ～ピアノのための～

２つの作品～ピアノのための～

妖精の距離～ヴァイオリンとピアノのための～

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。

文京区に生まれ、高校までを過ごした
世界のタケミツに触れる絶好の機会です
“公開初演”も有り！ お見逃しなく

曲
目

ほか

公開初演

公開初演

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。

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。

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
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

【出演】 シエナ・クラッツ、シエナ・ブラス、シエナ・フルーツ、
　　　シエナ・サックス、シエナ・ビート
【曲目】 ボザ／夏山の一日 ほか

【曲目】 ヒケティック／ケルティック  ダンス（委嘱作品・世界初演） ほか

10/10
（日）

10/9
（土）

開演時間

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!”
シエナ・クラッツ

（写真提供：アルソ出版）

詳しく
は

記念事
業HP

へ

ロンドン交響楽団コンサート
S席23,000円（残席僅少） 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

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。

ⒸToshiyuki Urano

東京フィル 鼓童 文の京
特別演奏会

ふみ みやこ

Ｓ席 6,500円 
Ａ席 5,500円 
Ｂ席 4,500円 
Ｃ席 3,500円完売

2011年

2/6（日）
15：30開演

全
席
指
定

シビックホール10周年記念事業グランド・フィナーレ

【出演】鼓童、東京フィルハーモニー交響楽団  【指揮】下野竜也  【曲目】岩代太郎／交響組曲「摩天楼」（世界初演） ほか
東京フィルハーモニー交響楽団

下野竜也

岩代太郎
鼓
童

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。

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
http://www.b-academy.jp/10th/

管弦楽：
東京フィルハーモニー

交響楽団

11/13（土）15:00
開演大ホール

全席
指定

Ｓ席5,000円 
Ａ席4,000円 
Ｂ席3,000円

今年5月にショパンの
ピアノソロ曲166曲（全曲）演奏会で
話題を呼んだ横山幸雄が登場。

大友直人によるブラームスにも注目!

曲目
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

提供SMJI
Ⓒkaburagi-
amanagroup

【指揮】
大友直人

【ピアノ】
横山幸雄＊

クラシック・
シリーズ Vol.34

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。チケット取扱 チケット好評発売中

半径5メートルの日常を歌う音楽家

10/7（木）11:00開演
大ホール

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

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

●未就学児の入場はご遠慮ください。

【ゲスト】真部裕（ヴァイオリン）

小物でも結構ですので
何かしらピンクのものをご持参ください。
できればぜひ身につけていらしてください。

ドレス
コード

チケット発売▶9/9㈭10：00からチケット取扱

悠かなる雅楽
2011年1/15（土）
15：30開演

全席指定

【演目】越殿楽残楽三返、陪臚、長慶子 ほか
えてんらくのこりがくさんべん ば い ろ ちょうげいし

特等席6,000円
一等席4,500円
二等席3,000円

●未就学児の入場はご遠慮ください。

～東京楽所～
とう きょう がく そは る

迎春

大ホール

宮内庁楽師による雅楽団体
「東京楽所」が

1300年の歴史を奏でます。

夏川りみコンサートツアー2010
透明感のある心に沁みる
歌声の持ち主、夏川りみ。
日本のみならず、広くアジアで
絶大なる人気を誇る
彼女の歌声をシビックホールで
ぜひお楽しみ下さい♪

全席指定 S席5,000円  A席4,000円
★区民先行予約日9/12㈰10：00～19：00（1日限り　 で電話予約のみ受付）

12/23
（木・祝）

大ホール
18:00開演

●未就学児の入場はご遠慮ください。

歌さがしの旅
ティダ チチ カジ

～太陽・月・風～

チケット発売▶9/17㈮10：00からチケット取扱

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
シビックチケット
予約専用電話 土・日・休日も受付

　

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

P
コ
ー
ド

夏川りみ…………118-312
東京楽所…………113-804
秦万里子…………107-492

響き34……………112-768
東京フィル×鼓童…111-781
ロンドン交響楽団…103-665

シエナ……………109-940
神谷郁代…………111-749

●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。

※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。

お　願　い

区民先行予約について

8 平成22年9月号（通巻第117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。


