
次号の文京アカデミーSQUAREは4月5日発行です。

　平成23年度前期アカデミア講座の募集が始まりました。ピッカピカの1
年生に負けずにあなたも新たな学びを始めてみませんか。
　アカデミア講座は（財）文京アカデミーが主催する、語学や芸術、健康をはじめ
多分野にわたる生涯学習講座です。平日の昼間にじっくり文学の勉強をしたり、
お勤め帰りに体を動かしてリフレッシュした
りと、様々なニーズに合わせ受講しやすい
時間を設定するなどの工夫をしています。
　また、文京区には魅力的な大学が多数
あることは皆さんご存知ですよね。文京
アカデミーの大学キャンパス講座では、
憧れの大学で学生になった気分でプチ
キャンパスライフを体験していただくこと
が出来ます。

文京アカデミア講座で楽しく学ぼう!

講座の内容は写真付きリーフレットで!!

リーフレットに掲載している
その他の生涯学習関連情報

　さらに今年度は、2年制のいきいきアカデ
ミアの募集もあります。60歳以上の方を対
象とし、1年目は全ての受講者が同一の講
座を受講し、2年目は必修講座と各自が興
味のあるアカデミア講座を選択受講しま
す。受講した講座のレポート提出後、必須
単位を取得すると卒業という、まるで短期
大学のようなプログラムになっています。
（次期募集の詳細を4面に掲載しています。）

　アカデミア講座は前期・前期Ⅱ（主に子ども対象講座）・後期・後期Ⅱの年4
回発行のリーフレットで詳しくご紹介しています。文京シビックセンター地
下1階アカデミー文京の窓口や各地域アカデミー、各図書館など、文京区内
の施設で配布していますのでご覧いただき、是非新たな学びにチャレンジ
してください!!（前期アカデミア講座の詳細を2面に掲載しています。）

●パソコン講座
●魚のおろし方教室
●資格取得キャリアアップ講座
●文京eラーニング
●夏休み子どもアカデミア講座
●区民プロデュース講座企画募集 など

3月9日（水）10：30～18：00

●文京シビックセンター
　展示室2（アートサロン）
●アカデミー文京
　（シビックセンター地下1階）

文京アカデミア 生涯学習

●23年度前期のアカデミア講座を紹介
●区内の大学にある生涯学習センターが勢ぞろい
●生涯学習相談コーナーであなたの疑問を解決
●23年度区民プロデュース講座応募
　のための相談会を実施

区内で開催される
4月からの生涯学習講座が一同に

一日体験フェア 費用無料
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学生さんに
混じって

学食でランチを
楽しんだ！

子どもと同じ
大学に通えて
親子の会話が
弾んだ！

映画や
食事をご一緒
する仲間が
出来た！

趣味として
ずっと続けられる

ものが
見つかった！

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）

（財）文京アカデミー
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音 楽 教 室無 料 き も の 着 付 教 室公 演 情 報

良質、堅実な
「お見合い結婚」をサポート!!

結婚相談所 「JMA駒込」
03-3945-5771
http://beloved.jp/

〒113-0021 文京区本駒込6-15-2 山口ビル2F

●火曜日定休11：00～19：00営業
●親御様のご相談も承っております。
●サロン見学のご予約をぜひ!!

JR 地下鉄 「駒込駅」至近
jma-komagome@cc.wakwak.com

結 婚 相 談 所

NPO法人日本痩身医学協会　NPO法人日本スローエイジング協会

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

麹町店 03-3234-6808　川口元郷店 048-229-4304

施術料：1回2,000円　お子様連れ歓迎です。

肥満は万病のもと！
理に適った
正しいダイエットで
健康とキレイを
手に入れませんか？

ハッピーガーデン

まずは無料カウンセリングにおいでください。

「痩せる」って
「楽しい!!」

半袖の季節には
生まれ変わった
素敵なあなたに
なっています。

耳 つ ぼ 健 康 サ ロ ン大人のための音楽・文化講座

大 学 公 開 講 座

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

心理系大学院受験
心理学Ⅰ：学習･欲求･情動 他
心理学Ⅱ：臨床･発達･人格 他

グラデュエイト進学塾 TEL.03-6915-2165
info@ graduate-juken.com
http://www.graduate-juken.com/

お問い合わせ・資料のご請求は

抜群の合格率
授業見学･個別相談 随時/無料

5
ヶ
月
コ
ー
スメール

U R L

心 理 学 講 座

●外国語講座（毎週1回・年間35回）全16言語

●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（毎週月曜/4月～7月/13回）
〈受講案内（無料）をお送りします。下記までご請求ください。〉

新年度（4月）から始まる講座

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

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

5月21日(土)15:00開演
エルガー／行進曲「威風堂々」第1番
吉松隆／マリンバ協奏曲“バード・リズミクス"作品109
レスピーギ／リュートのための古風な舞曲とアリア 第3組曲
レスピーギ／交響詩「ローマの松」 

指揮：藤岡幸夫  マリンバ：三村奈々恵

好評発売中 S席：5,000円  A席：4,000円  B席：3,000円

vol.36

9月23日(金・祝)15:00開演

ムソルグスキー／交響詩「はげ山の一夜」
メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲
R＝コルサコフ／交響組曲「シェヘラザード」

指揮：小林研一郎  ヴァイオリン：三浦文彰

後日発売 S席：3,500円  A席：2,500円  B席：2,000円

vol.37

12月10日(土)15:00開演

ベートーヴェン／交響曲第9番《合唱付き》

指揮：佐渡裕
ソリスト・合唱：後日発表

後日発売 S席：8,000円  A席：7,000円  B席：5,000円

vol.38

2012年 2月4日(土)15:00開演
山本直純／「マグマ大使」テーマ
山本直純／大河ドラマ「武田信玄」テーマ曲
メンデルスゾーン（山本直純 変・曲・）／ヴァイオリン狂騒曲「迷混」より
ベートーヴェン（山本直純 変・曲・）／交響曲第45番「宿命」より ほか

指揮：広上淳一  ヴァイオリン：岡田鉄平  ピアノ：杉浦哲郎

後日発売 S席：5,000円  A席：4,000円  B席：3,000円

vol.39

フレッシュ
名曲

コンサート

©Megu

©Jun Yoshimura

©満田聡

©Greg Sailor 東京フィルハーモニー交響楽団／文京区／
（財）文京アカデミー提携事業

響きの森
クラシック・シリーズ

Ｓ席19,300円（4公演21,500円のところ）
Ａ席15,700円（4公演17,500円のところ）
Ｂ席11,700円（4公演13,000円のところ）

シリーズセット券料金（全席指定・税込）

東京フィルハーモニーコンサート

1年間に4つのプログラムを通じて、皆さまに
「クラシック音楽に包まれる極上のひととき」
をお贈りする「響きの森クラシックシリーズ」。
いよいよ新シーズン開幕です！

3月15日（火）まで、
ちょっとお得な4公演の
セット券を発売中！

3月15日
まで

限定発売

毎公演、同じお席で
演奏をお楽しみいただけます。

【マリンバ】三村奈々恵

5/21(土)
15：00開演
大ホール

文京区出身の指
揮者、藤岡幸夫
が再び登場! 地
球への賛歌とい
える吉松隆の新
作「バード・リズ
ミクス」は大地

に響き渡るようなダイナミックなリズムとメロ
ディ、そして、マリンバが奏でるリズミックな鳥
たちのさえずりが聴きどころ。
三村奈々恵におくられた作品であることも話
題です。

Vol.36の1回券も好評発売中！
Vol.37～39の1回券も
順次、発売致します。（ ）

全席
指定
S席 5,000円
A席 4,000円
B席 3,000円

チケット好評発売中

さちお

vol.36
響きの森クラシック・シリーズ

文京シ
ビック

ホール

&シエ
ナ

提携第
1弾公

演

シエナ・ウインド・オーケストラ

2人の指揮者で
シエナの公演は
楽しさ2倍!!

聖響＆彬良!!

全席指定
S席 6,000円  A席 5,000円
B席 4,000円  C席 3,000円

©Eisuke
　Miyoshi

金聖響 宮川彬良

お問合せ
シエナ・ウインド・オーケストラ

事務局
03-3357-4870

（平日10：00～18：00）

3/12(土)10：00から

6/12(日)
15：00開演
大ホール

チケット
発売

【演奏予定曲目】
宮川泰（宮川彬良編）／組曲「宇宙戦艦ヤマト」
宮川彬良／吹奏楽のためのソナタ「ブラック・ジャック」 ほか

※管弦楽による映画音楽の演奏会となります（映像の上映はありません）。

8/20(土)
15：00開演
大ホール

全席指定
S席 6,000円
A席 5,000円
B席 4,000円
C席 3,000円

【指揮】大友直人

区民先行
予約

3/17(木)10：00～19：00
シビックチケット電話予約のみ受付（詳細は右上）

ジョン・ウィリアムズ映画音楽コンサート2011
～大友直人&新日本フィルハーモニー交響楽団～

昨年大人気となった映画音楽コンサートが
さらにパワーアップ！
ジョン・ウィリアムズ作品に加えて、
歴代ハリー・ポッターシリーズの音楽を
ベスト・チョイスしてお届けします！
今夏イチオシの超豪華なコンサート！【曲目】

J.ウィリアムズ／「ハリー・ポッターと賢者の石」組曲
　　　　　　 「ハリー・ポッターと秘密の部屋」組曲 ほか

チケット発売 3/27(日) 10：00から

関東地
区唯一

の

曲目で
お届け！

ロシアが世界に誇る
至高オーケストラが
ついに文京シビックに登場！
チャイコフスキー&
ラフマニノフの
2大傑作交響曲を演奏します。
文京シビックホールが
自信を持ってお届けします！
どうぞご期待ください！

【指揮】
ユーリー・
テミルカーノフ

【曲目】
チャイコフスキー／交響曲第4番
ラフマニノフ／交響曲第2番

11/12(土)
18：30開演
大ホール

全席指定
S席 15,000円
A席 13,000円
B席 10,000円
C席    8,000円
D席    5,000円

チケット
発売

区民先行
予約

4/10(日)
10：00から
3/24(木)10：00～19：00

サンクトペテルブルグ・
フィルハーモニー交響楽団

シビックチケット電話予約のみ受付
（詳細は右上）

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
サンクトペテルブルグ……133-042
新日本フィル……………133-032

シエナ………………131-161
響きの森 vol.36……126-145

●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。
●未就学児の入場はご遠慮ください。（一部公演を除く）

お 

願 

い

※区民先行予約当日に限り、シビックチケットで電話予約のみ受付です。
※区民先行予約ができる方は、区内在住、在勤、在学の方です。
※予約枚数には限りがあります。また、お席は選べません。

区民先行予約☎03-5803-1111

http://ticket.rakuten.co.jp/楽天チケット

http://t.pia.jp/
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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。


