
次号の文京アカデミーSQUAREは5月5日発行です。

公益
財団法

人 文京アカデミーの主たる事業
文化芸術事業 コミュニティ育成事業

謹んで被災された皆様に心からお見舞い申し上げます
このたびの東北地方太平洋沖地震において、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、

被災された皆様に心からお見舞い申しあげます。また、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

公益財団法人文京アカデミー

生涯学習推進事業

財団法人文京アカデミーは、

となりました!
4月1日から「公益財団法人」

　財団法人文京アカデミーは、昭和
61年の設立以来、一貫して文京区
の地域の発展と豊かな区民生活の
形成に寄与することを目的に事業
を行ってきました。
　このたび、東京都知事より公益財
団法人の認定を受け、平成23年4
月1日に、「公益財団法人文京アカデ
ミー」として新たな一歩を踏み出す
ことになりました。
　新財団では、コミュニティの育成、
文化芸術の振興及び生涯学習の推
進を事業の柱として、これまでにも
増して公益的使命の達成に向けた
事業運営に取り組んでまいります。
　今後とも、皆様方の当財団へのよ
り一層のご支援とご協力を賜りま
すよう、お願い申し上げます。

公益財団法人 文京アカデミー

シビックホールを拠点とした音楽等
の芸術鑑賞や創作活動を通じて、
広く区民の文化芸術活動を促進し
ます。

区内5ヶ所にある地域アカデミーの
各施設を区民の学習、交流及び文
化活動の場として、広く開放し、コミ
ュニティの育成を促進します。

区内の大学などの教育機関と連携
した各種講座、講演会等の協働開
催や生涯学習の人材育成事業等を
行うことにより、区民の生涯にわた
る学習活動を支援していきます。

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）
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4月号

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　室ソ シ ア ル ダ ン ス

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。

本気でやせたい!!と
思っているあなたへ
「ヘルシー耳ツボダイエット」を
おすすめします!

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!!」

耳ツボダイエットは、耳ツボへの刺激で
食欲を抑えながら体質改善していく
痩身法です。体脂肪（特にお腹回り）を
燃やしてスッキリ美しく健康的にやせて、
太りづらい身体へと変えていきます。

耳 つ ぼ 健 康 サ ロ ン

文京区小石川1-9-3
（こんにゃくえんま前）

福　祉　介　護福　祉　介　護

文京区補聴器でヤフーに公式登録

貸出し補聴器で体験
職場で 家庭で ご旅行で

テレビの音が
直接補聴器に

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

歯 科 医 院

東京大学経済学部卒業
昭和大学歯学部卒業
昭和大学同窓会賞受賞
Merit Award受賞

昭和大学歯科病院保存修復科等に勤務 

【院長略歴】

大人のための音楽・文化講座

●国際講座
4月23日（土）開催時間➡10：00～11：30
パネルディスカッション：中東・湾岸の民主革命と東アジア情勢
　森本 敏（拓殖大学海外事情研究所所長）
　大野 元裕（参議院議員・民主党）
　加藤 洋一（朝日新聞編集委員）
5月14日（土）開催時間➡10：30～12：00
　「激動の北アフリカ・中東情勢」
　  講師 出川 展恒（NHK解説委員）
聴講料：1,000円（会場入口で頂戴いたします）
定員：240名程度（事前登録・申込不要）　会場：文京キャンパス

●外国語講座（毎週1回/1年間）全16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、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
〈受講案内（無料）をお送りします。下記までご請求ください。〉

新年度の公開講座いよいよスタート!

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 座音 楽 教 室
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

©Megu

チケット好評発売中

全席
指定

S席 5,000円
A席 4,000円
B席 3,000円

5/21(土)
15：00開演
大ホール

【曲目】
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／交響詩「ローマの松」 ほか

【指揮】
藤岡幸夫

【マリンバ】
三村奈々恵

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。

東京フィルハーモニー
交響楽団コンサート

クラシック・
シリーズ Vol.36

9/23(金・祝)
15：00開演
大ホール

全席指定

17才にして世界で活躍する三浦文彰が初登場。指揮はお馴染み、コバケンこと小林研一郎。
“匠”と“俊英”のタッグが魅せるのはメンデルスゾーンの傑作、ヴァイオリン協奏曲です。
「シェヘラザード」ではオーケストラの醍醐味を存分に堪能していただきます。

【曲目】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
　　　リムスキー＝コルサコフ／交響組曲「シェヘラザード」

S席 3,500円
A席 2,500円
B席 2,000円

区民先行
予約

5/11(水) 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）

チケット発売 5/19(木) 10：00から

東京フィルハーモニー
交響楽団コンサート

クラシック・
シリーズ Vol.37

フレッシュ
名曲

コンサート
【指揮】
小林研一郎

【ヴァイオリン】
三浦文彰

Ⓒ満田聡 ⒸK.Miura

響きの森サマーフェスタ forKids
～夏の思い出はシビック・ホールで作ろう!～

大好評の子ども向けコンサートがパワーアップして登場。“東京フィル”と“人形劇団 プーク”
の公演に“シエナ・ウィンド”のアンサンブルコンサートが新たに加わって、3日間にわたり多彩
なプログラムをお楽しみいただきます。〈指揮者体験コーナー〉や〈リズム遊び〉など参加型の
楽しいプログラムも充実。観て、聴いて、参加して、今年の夏は“本物”にふれるチャンス!です。

7/23(土)
14：00開演

小ホール

【演奏】
シエナ・ウィンド・オーケストラ メンバーによる
アンサンブル（フルートとパーカッション計4名）
【曲目】
小さな世界、山の音楽家、かえるのうた、
〈リズム遊び〉幸せなら手をたたこう ほか

●小学3年生までは保護者の同伴が必要です。
●シエナ、プーク公演は3歳以上チケット要。（3歳未満は膝上鑑賞に限り無料）上記3公演について

チケット発売 4/23(土) 10：00から全席指定 1,500円

7/24(日)
①11：00開演
②14：30開演
小ホール

【出演】歌とお話：西山琴恵  ほか
【演奏】東京フィルハーモニー交響楽団
【曲目】アンダーソン／トランペット吹きの休日
　　　ラヴェル／ボレロ
　　　「指揮者体験コーナー」
　　　「みんなでうたおう！」  ほか

飯野和好さんの絵本シリーズ
『ねぎぼうずのあさたろう』と、
プロコフィエフ原作の
『ピーターとおおかみ』の
2本立てでお贈りします。

チケット発売 4/23(土) 10：00から全席指定 1,500円

8/2(火)
①10：30開演
②14：40開演
小ホール

チケット発売 5/7(土) 10：00から全席指定 2,000円

対象：
0歳～

対象：
5歳～

対象：
0歳～

0歳からの シエナフルーツ&ミーツ

東京フィルの音楽体験教室

人形劇団プーク
ねぎぼうずのあさたろう／
ピーターとおおかみ

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

サンクトペテルブルグ・
フィルハーモニー交響楽団

チケット発売 4/10(日)10：00から

フレッシュ名曲コンサート
ランチタイムコンサート
お昼休みのひととき！
フレッシュアーティスト・三浦文彰による
ヴァイオリン演奏のひとときを
お楽しみください！！

5/20（金）
12：10開演
小ホールにて

【ヴァイオリン】三浦文彰　【ピアノ（伴奏）】小森谷裕子
【曲目】チャイコフスキー／ワルツ・スケルツォ
　　　ラヴェル／ツィガーヌ ほか

入場無料（全席自由）
直接会場へお越しください（先着順）
※満席になり次第、入場をお断りさせて
　いただく場合がございます。

ⒸK.Miura

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・祝日も受付

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
シエナフルーツ………………………135-302
東フィル音楽体験……………………135-303
人形劇団プーク………………………411-548

サンクトペテルブルグ………………133-042
響きの森 vol.37………………………135-304
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/
震災等の影響により、シビックチケット受付時間変更の可能性があります。詳しくは文京アカデミーHPおよび電話等にてご確認ください。
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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。


