
　文京シビックホールで、毎年4回
開催している東京フィルハーモニー
交響楽団との提携公演「響きの森ク
ラシック・シリーズ」。この演奏会で
は、約80人のオーケストラ編成で、

観客の皆さまに
極上のクラシック音楽

をお届けしています。
　「こうしたオーケストラの魅力を演
奏会に出かける機会の少ない小・
中学生の皆さんに、もっと気軽に身
近な場所でリラックスして楽しんで
いただきたい」そんな想いを胸に、文

京アカデミーでは、年4回、東京
フィルハーモニー交響楽団の皆さ
んと学校の先生方にご協力いただ
き、区立の小・中学校でクラシック・
ミニ・コンサートを開いています。
　このコンサートは、オーケストラを
構成する弦楽器、木管楽器、金管楽
器、打楽器を揃えた「13人のミニ
オーケストラ」による演奏会で、楽器
を紹介するコーナーもあります。
　参加した子どもたちのなかには、生
のクラシック音楽に触れることが初め
てという子どもも多く、最初は緊張気
味の子どもたちも、演奏会が進むにつ
れて、全身でリズムを取って、目の前

で広がるオーケストラの迫力を間近
に感じ、楽しんでいただいています。
　音楽は心に潤いをもたらし、日々
の暮らしを豊かにしてくれるもの。文
京アカデミーでは、シビックホールで
開く演奏会のほかに、今回紹介した
出前コンサートをはじめ、区内美術
館・博物館でのミニコンサートなど、
地域での活動を広げることで、音楽
文化を地域に根づかせていく役割を
大切に考えています。
　今後もシビックホールを中心とし
た芸術文化圏をつくっていくために、
地域での活動の取り組みを通じた文
化の発信を行っていきます。
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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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10月号

次号の文京アカデミーSQUAREは11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。

公 演 情 報 音 楽 教 室大人のための音楽・文化講座 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。

今年の
クリスマスプレゼントは
美しくスリムになった
あなた自身です！！

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。

カウンセリングにいらして下さい
●ダイエットの正しい知識とご自分の体の状態を知る
ことができます。
●期間・費用等内容を確認なさって下さい。
●専門家が痩せる迄徹底的に管理・指導致します。

無 料 き も の 着 付 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

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

東京都指定介護保険特定施設（一般型特定施設）

要介護状態で認定未取得の方もご相談ください
看護師24時間常駐＊内覧随時受付中！ ＊常勤6人、非常勤4人（土地建物権利形態：建物1～4階を賃借）

お問い
合わせは

〒113-0023 文京区向丘2-2-6
（広告有効期限/平成22年12月末日）

600
255,150

（年間プラン・非課税）

5805-7420

介 護 付 有 料 老 人 ホ ー ム

株式会社 ビルケアビジネス
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

●国際講座  講座時間➡10：30～12：00 
10/23 「ロシアにおける歴史認識と青年政治運動」
　　　 田中良英（拓殖大学海外事情研究所客員研究員）
11/6   「アジア太平洋の経済協力と『東アジア共同体』」
　　　 吉野文雄（拓殖大学海外事情研究所教授）
聴講料：1,000円（会場入口で頂戴いたします）
定員：240名程度（事前申込不要） 会場：文京キャンパスC201教室

●政治経済研究所公開講座  講座時間➡13：30～15：00
10/30 「日本の財政を考える」
　　　 川又新一郎（拓殖大学政経学部教授）
聴講料：無料　定員：120名程度（事前申込不要）
会場：文京キャンパスC304教室

●知的好奇心講座 全5回  講座時間➡13：30～15：00
10/30 「幕末にアメリカへ渡った日本人たち～異文化に接して～」
11/6   「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－」
11/13 「最新! ビジュアル・シュミレーション～CGの世界を切り開く～」
11/20 「いまに活かせる！江戸時代のダイバーシティ戦略」
12/4   「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

チケット好評発売中チケット取扱

悠かなる雅楽
2011年1/15（土）15：30開演

大ホール
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

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。

Ⓒ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開演大ホール
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10周年記念事業
http://www.b-academy.jp/10th/

栗コーダーのクリスマス

全席指定 3,500円

@Civic Hall
12/24（金）19:00開演 小ホール

【出演】栗原正己・川口義之・近藤研二・関島岳郎
【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チケット取扱 ●未就学児の入場はご遠慮ください。

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

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～

チケット好評発売中チケット取扱

チケット発売▶11/9㈫10：00からチケット取扱 東京フィル
チケットサービス

クラシック・
シリーズ Vol.35

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

全席
指定

Ｓ席5,000円 
Ａ席4,000円 
Ｂ席3,000円

【曲目】
モンティ／チャールダーシュ（トリオ版）
サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン

ラヴェル／ボレロ ほか

【指揮】
円光寺雅彦

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）

【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

Ⓒ満田聡

ⒸYuji Hori

●未就学児の入場はご遠慮ください。

1/29（土）
15:00開演
大ホール

2011年

日本を代表するソリストが終結！

チケット発売▶10/23㈯10：00からチケット取扱

●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）

今から50年後の未来。
夢や個性を奪われたユートピア学園の生徒たちのもとに、
“心”を持つロボット「エルコス」がやってきます。エルコスのおかげで、
子どもたちは徐々に笑顔を取り戻していくのですが…。

劇団四季 全国公演本部 0120-660-442

【大人】S席5,000円  A席3,500円  B席3,000円
【小学生以下】S席3,000円  A席2,000円  B席1,500円全席指定

お問合せ

2011年
1/5（水）
15：00開演
大ホール

★区民先行予約日10/14㈭10：00～19：00
（1日限り　 で電話予約のみ受付）

鼓
童

十
二
月
公
演 全席指定

S席6,000円 A席4,500円

この29年間で世界中に「鼓童の太鼓」
が鳴り響いた。それぞれの旅で、忘れ
られない笑顔と拍手、感動に出会い、
更なる飛躍を遂げた太鼓打ちたちが、
師走の日本に集結。2010年を締め括
る「鼓童十二月公演」、いよいよ上演。

チケット発売▶10/16㈯10：00からチケット取扱 ほか

★区民先行予約日10/11（月・祝）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。
※託児サービス有り（要予約／マザーズ 0120-788-222）

12/17日㈮ 19：00開演
12/18日㈯ 14：00開演
12/19日㈰ 14：00開演

大ホール

鼓童 0259-86-2330（9：30～17：00 平日）
http://www.kodo.or.jp/12/お問合せ

文京シビック寄席

全席指定 3,500円

2011年 2/5㈯ 15：00開演 小ホール
小ホールが笑いに揺れる!
今、最もチケットのとれない落語家、
立川談春が満を持して登場!

立川談春独演会

●未就学児の入場はご遠慮ください。
※発売初日のチケット購入はお一人様2枚まで、お席は選べません。

チケット発売▶10/28㈭10：00からチケット取扱

内モンゴル出身の
セーンジャーが贈る
馬頭琴コンサート♪

【出演】セーンジャー（馬頭琴）、
　　　進藤亜子（ピアノ）、武藤智史（パーカッション）
【司会】大和田りつこ（語り）「スーホーの白い馬」モンゴル民話
【予定曲目】草原の伝説、恋情、馬頭琴伝説 ほか

セーンジャー
馬頭琴コンサート

2011年

 2/19㈯ 小ホール
14：00開演
全席指定 3,500円

～モンゴルの風に吹かれて～

●未就学児の入場はご遠慮ください。

チケット発売▶10/21㈭10：00からチケット取扱

ま
も
な
く
発
売
!!

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

セーンジャー……120-513
立川談春…………407-218
鼓童………………112-892

エルコスの祈り…406-781
夏川りみ…………118-312
栗コーダー………113-799

東京楽所…………113-804
東京フィル×鼓童…111-781

●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
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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。


