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詳しくは2面を
ご覧くだ
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詳しくは6面を
ご覧ください

文京シビックホール
バックステージツアー

劇団かかし座
「長靴をはいたねこ」

東京フィル・親子で楽しむ
はじめての
オーケストラ

夏休み子どもアカデミア

響きの森
サマーフェスタ
for Kids 2016

フルーツの国の
おんがくパーティー♪
～ひとみ姫と海の国の
おともだち～

都　市　対　抗　野　球

◎政治経済研究所公開講座 開催時間13:00～14:30
受講料：1,000円（当日支払） 定員：250名(申込不要)

６月１１日（土） 「TPPと日本の進路」
講師：服部哲也（拓殖大学政経学部教授）

◎政治経済研究所公開講座 開催時間13:00～14:30
受講料：1,000円（当日支払） 定員：250名(申込不要)

６月２５日（土）「“かつての超大国”
アメリカはどこに行くのか」
－2016年選挙にみるアメリカの自画像
講師：江間彰夫（拓殖大学政経学部教授）
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トラストガーデン本郷

トラストガーデン 本郷
トラストガーデン 本郷 検 索検 索

自立から要介護5の方までご入居いただけます

ヴィオラ/コントラバス/リコーダー/ギター/トランペット/声楽/ピアノ/
クラリネット/サックス/オーボエ/ホルン/ハープ/チェンバロ 他

プレスト音楽教室 検索

レッスン内容から楽器選びまで、
『本物があたりまえ』にこだわった
あたたかい雰囲気の教室です。
ジュニア弦楽アンサンブル募集します！
レンタルルーム グランドピアノ付16帖 他大小8室

ジュニアアンサンブル・弦楽・合唱・管楽
（ジュニア）未定：おもちゃのシンフォニー・エーデルワイス等
（弦楽）ヴィヴァルディ 四季より「秋」
（合唱と弦楽）アヴェ・ヴェルム・コルプス 他

音　楽　教　室

アンサンブル発表会10月開催
合奏・合唱レッスン生募集中

次号の文京アカデミーSQUAREは7月5日発行です

本誌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。



フルーツの国のおんがくパーティー♪
～ひとみ姫と海の国のおともだち～

劇団かかし座
「長靴をはいたねこ」

本格的な演奏や舞台を気軽にお楽しみください

こちらも０歳から入場ＯＫ！

東京フィル・親子で楽しむ
“はじめてのオーケストラ”

※どの公演も０歳からご入場いただけます。
※３歳以上の方は、チケットが必要です。（３歳未満は膝上鑑賞に限り、入場無料）
※小学３年生までは保護者の同伴が必要です。

さあ、どのイベントに行こうかな。
文京シビックホールでまるごと楽しもう！

スタンプを２つ以上集めると
、

抽選で記念品をプレゼント！

12月の公演チケットのプレ
ゼントもあるよ♪

（１公演で１つスタンプを押
します）

歌がとっても大好
きな“ひとみ姫”と
“シエナ☆フルー
ツ音楽隊”の演奏
で、みんなでわい
わい、歌って踊っ
て楽しめる「フルー
ツの国のおんがく
パーティー♪」。今年は“ひとみ姫”が“海の国”からの
招待で、なかまたちとのパーティーへ。フルート、クラ
リネット、打楽器などの楽器が得意な“シエナ☆フルー
ツ音楽隊”やダンサーズ、“ひとみ姫”の美しい歌声で
つづるゴキゲンなひととき。さぁ、みんなも一緒にパー
ティーに参加して、歌と楽器を楽しもう！ 

今年は、影絵と演劇を織り交ぜた楽しい演出で人
気の「劇団かかし座」が初登場! 物語は、みんなも
知ってる「長靴をはいたねこ」。でも、その舞台はオ
ドロキの連続!! 人形だけでなく、手や身体を使った
影絵が現れたり、カラフルな影絵の前で俳優たちが
歌って、演じたり…と、他にはない演出がたっぷり。
“長靴をはいたねこ”がスクリーンを飛び出してみ
んなの前に登場
するよ♪
“手影絵パフォー
マンス”を見て、
体験もできちゃ
う楽しいコーナー
もあるよ!!

夏休みの催しとして、『響きの森サマーフェスタ』(以下
『サマフェス』)がスタートして今年で6年目になります。
『サマフェス』は、0歳から入場可能な、親子でお楽し
みいただける催しです。毎年、ここ文京シビックホー
ルの提携団体である東京フィルハーモニー交響楽団
とシエナ・ウインド・オーケストラのメンバーによる2つ
の公演と、人形劇やお芝居などの1公演、合計3つの
趣向をこらした公演をご用意しています。
今回の注目は、1952年創立の日本初の影絵専門劇
団である「劇団かかし座」による『長靴をはいたねこ』。

世界中の子どもたちに愛されているお馴染みのストー
リーが、影絵と役者によるお芝居を組み合わせた楽し
く立体的な演出で夢いっぱいに描かれます。
日本を代表するオーケストラのメンバーや劇団による
3公演は、いずれもお子様向けにアレンジされていま
すが、大人でも十分にご堪能いただけるものです。ま
た、お子様の豊かな感性を育むうえで、「本物」と触れ
合える貴重な機会になると思います。
夏休みは、親子揃ってぜひ『サマフェス』に足をお運び
ください。

東京フィルハーモ
ニー交響楽団のメ
ンバーで編成する
ミニオーケストラ
と一流のソプラノ、
テノール歌手によ
る、歌で楽しむ“音
楽劇”。５年目とな
る今年は「白雪姫」が登場です！ みんなが知っている
《童話》と聴いたことのある《音楽》が一緒になった、
文京シビックホールでしか観られないオリジナルのプ
ログラムです！ オーケストラの楽器を紹介するコーナー
や指揮者体験コーナーなど、盛りだくさんのプログラ
ムでお待ちしています！

文京シビックホール

バックステージツアー！

響きの森サマーフェスタ
for Kids 2016

へぇ、
すごいね！

詳しくは6面をご覧ください

推奨年齢

2歳～
推奨年齢

3歳～
推奨年齢

5歳～

うたのお姉さんと一緒に歌って踊ろう！ 影絵と演劇を織り交ぜたワクワクの舞台 ミニオーケストラの演奏と歌で楽しむ“音楽劇”

！！！

スタンプ
ラリー

★★★

★★★

恒例！スタンプラリー

開催します

歌がとっても大好

文京アカデミー Square2 平成28年6月号（通巻第186号） QUARES

 シビックチケット

☎03-5803-1111
（10:00～19:00 土・日・祝休日も受付）

詳細は、８面をご覧ください。

★★★

文京シビックホール 
ホール事業係
岩下恵一

小学生
以上

「コンサートで歌手が浴びているようなスポットライトの光に
当たってみたい！」「床の下から上がってくる舞台装置はどんな
仕組みなんだろう？」…そんな風に思ったことはありませんか？
普段は客席から見ている舞台の上はもちろん、様々なものに
溢れる舞台の裏側まで特別にご案内いたします！ これからの
舞台鑑賞が、より深く楽しめますよ。
皆様のご参加をお待ちしています。

みんな
 集合！

指揮 ： 松村秀明 ソプラノ ： 赤星啓子 テノール ： 高橋 淳

出　演  劇団かかし座 全席指定  2,500円
Pコード  449-359

管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団
　　　（ミニオーケストラ）
曲　目  ビゼー／歌劇「カルメン」より前奏曲
 音楽劇「白雪姫」 ほか

全席指定  3,000円
Pコード  288-687

シ ぴ メ e+

司会・歌  瀧本 瞳
演　奏  シエナ☆フルーツ音楽隊
 海の国のおともだち ほか
曲　目  おさかな天国
 アンダー・ザ・シー ほか

全席指定  2,500円
Pコード  288-685

0歳から入場
OK!!

影絵の舞台裏を
のぞいてみよう

影絵のしくみを知って影絵劇の
舞台裏を体験しよう♪

対 14:00開演の公演ご鑑賞の方
時  公演終了後、30分程度
￥  無料　　申  事前申込不要

音楽の絵本〜吹奏楽〜
文京シビックホールで
コンサートデビュー
しよう！
授乳室、オムツ替えスペース
もあって安心！
シートクッションの無料貸出も
あります。

出　演  ズーラシアンブラス
　　　　ことふえパピヨン
　　　　クラリキャット
　　　　サキソフォックス
曲　目  交響詩「山の音楽家」
　　　　サウンドオブミュージックメドレー
　　　　A列車で行こう　ほか

全席指定  S席 2,500円
　　  A席 1,500円
 ※3歳以上の方はチケットが必要です。
 （3歳未満の膝上鑑賞に限り入場無料）
Pコード  284-245

担当者か
らのメッセ

ージ

シ ぴ メ e+e+e小ホール 7/23（土）・24（日）１1：0０開演 シ メ ぴ e+  小ホール 8/6（土）・7（日）１1：0０開演 シ メ ぴ e+  小ホール 7/31（日） ①10：30開演 ②14：00開演 シ メ ぴ

大ホール 6/26（日） １1:00開演 シ メ ぴ 

大ホール 8/17（水） ①10:30 ②14：00

公演間
近！

チケットのお求め

「コンサートで歌手が浴びているようなスポットライトの光に
当たってみたい！」「床の下から上がってくる舞台装置はどんな
仕組みなんだろう？」…そんな風に思ったことはありませんか？

こんな
ところまで！

はじめて
知った！

残席僅
少

完 売



文京アカデミーの催し❶ アカデミー文京 学習推進係
K03-5803-1119

大学学長講演会（東京大学）
受講者募集

日  日時　会  会場　内  内容　師  講師　出  出演　対  対象　定  定員　￥  費用　申  申込先　〆  締切　問  問合せ先
3平成28年6月号（通巻第186号）文京アカデミー　　　　

文京アカデミアサポーター養成講座　
受講生募集

文京アカデミア講座の運営に携わってみませんか。
講座の修了後、「文京アカデミアサポーター」として登録し、財団と協働して講座の会場
設営や受付などの運営に携わっていただきます。また、講座の感想や改善点等のご意見
をいただき、今後の講座実施に活用させていただきます。
※サポーターとして活動するには①養成講座No.1～No.4に3回以上出席すること②No.5に1回従事すること③養成講
座修了生の会（文京アカデミアサポーターの会）に所属することが条件になります。

日  7月1日（金）・5日（火）・8（金）・12日（火）　各日14:00～16:00
会  アカデミー文京 学習室（文京シビックセンター地下1階）ほか
対  文京区内在住・在勤・在学者（15歳以上、中学生を除く）
 ※メールを使用できる事が望ましい
定  15名（抽選）　
￥  無料
申  往復はがきに①「文京アカデミアサポーター養成講座」②住所③氏名（ふりがな）④年齢
⑤電話番号⑥在勤者は勤務先名・所在地・電話番号、在学者は学校名⑦受講の動機と、
返信用にもあて先を明記し上記申込先へ

 ※公益財団法人文京アカデミーホームページhttp：//www.b‐academy.jp/からも申込可
〆  6月17日（金）必着
No. 開講日 曜日 会場 内容 講師（敬称略）

1 7月1日 金 学習室 生涯学習のススメ
～新しい時代の生涯学習支援者像～

明治学院大学教授
坂口 緑

2 7月5日 火 レクリエーションホール とりあえずやってみよう
～文京アカデミアサポーターの活動～ 文京アカデミアサポーター

3 7月8日 金 シビックホール会議室 百聞は一見にしかず
～講座運営の体験（1）～ 文京アカデミアサポーター

4 7月12日 火 学習室　ほか 今日からあなたもサポーター
～講座運営を体験（2）～ 文京アカデミアサポーター

5 7月下旬～8月
上旬

レクリエーションホール
ほか

夏休み子どもアカデミア講座（下記募
集記事参照）に従事　※期間中に1回 ――

申  このページに掲載されている事業の申込先（往復はがき宛て先）　〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京 学習推進係

２８年度 夏休み子どもアカデミア講座
受講生募集
対  文京区内在住・在学者（詳細は講座一覧をご覧下さい。）　〆  6月24日（金）必着

申  往復はがきに ①講座名（※1、6、9の講座は❶❷いずれかの日程又は時間を明記）
②住所③子どもの氏名（ふりがな）④学校名⑤学年⑥電話番号と、返信用にもあて先
を明記し上記申込先へ

 HPからも申込ができます。http://www.b-academy.jp/
 ※詳細は「講座案内」または公益財団法人文京アカデミーホームページを必ず確認し
てください。

 ※受講料・教材費は指定口座に振込。振り込み期間中の9:00～19:00は窓口でも受
け付けます（詳細は、返信はがきにて通知）。

 ※定員を超えた場合は抽選。
 ※複数講座お申込みの場合は、往復はがき1枚につき1講座1名（保護者同伴の場合は2名
1組）でお申込みください。

 ※受講は当選者ご本人に限ります。

番号 講座名 講師（敬称略） 月日 曜日 時間 回数 定員 対象 受講料 教材費 会場

1 ぴかぴかどろだんごを作ろう 土絵作家　
三木きよ子

❶7月23日
❷8月3日

❶土
❷水 10：00～12：00 1 各20名 小学1～4年生 ¥1,100 ¥1,100 アカデミー文京

レクリエーションホール

2 アートブック（本）をつくろう
～切って・貼って・描いて～

貞静学園短期大学教授　
別府浩実 7月23日 土 13：00～15：00 1 30名 小学1～6年生 なし ¥600 貞静学園短期大学

3 君も研究者になってみませんか
Part Ⅵ

日本医科大学准教授
和田龍一　ほか 7月25日～27日 月～水 13：00～16：00 3 20名 小学5～6年生

中学1～2年生 なし ¥1,000 日本医科大学
基礎医学大学院棟

4 キッズマネーアカデミー りそな銀行東京営業部 7月26日 火 13：00～16：00 1 30名 小学3～6年生 なし なし りそな銀行
東京営業部

5 弁理士のおしごと：「商標」と「意匠」を考えてみよう！ 日本弁理士会 関東支部　
弁護士　尾関眞理子　ほか 7月30日 土 10:00～11:30 1 30名 小学1～4年生 なし なし アカデミー文京

レクリエーションホール

6 自分の天体望遠鏡を作ってみよう！ 天文学普及プロジェクト「天プラ」代表
東京大学特任准教授　高梨直紘 7月31日 日 ❶10：00～12：00

❷13：30～15：30 1 各30名 小学1～3年生※ ¥500 ¥2,700 アカデミー文京
レクリエーションホール

7 ミニ紙芝居を作ろう 公益社団法人日本広告制作協会
黒須 治　ほか 8月1日 月 10：00～12：00 1 20名 小学1～4年生 なし ¥1,000 アカデミー文京

レクリエーションホール

8 学ぼう！ 作ろう！ 都市ガスが家に届くまで 東京ガス株式会社東部支店 8月1日 月 14：00～15：00 1 25名 小学3～6年生 なし なし アカデミー文京
レクリエーションホール

9 バランスの達人
～スラックラインと伝承遊び～

貞静学園短期大学専任講師　
岩井幸博 8月2日 火 ❶ 9：30～11：30

❷13：30～15：30 1 各30名 小学1～6年生 なし ¥500 貞静学園短期大学

10 親子で心の歌をよもう
～百人一首とわたしの一首～

跡見学園女子大学准教授　
植田恭代 8月2日 火 14：00～15：30 1 15組 小学3～6年生と

保護者 ¥1,400 なし 跡見学園女子大学
文京キャンパス

11 親子で香道「伝統の香あそび」 元跡見学園女子大学兼任講師　
上村代志子 8月3日 水 13：00～14：30 1 15組 小学1～6年生と

保護者 ¥1,400 ¥1,000 跡見学園女子大学
文京キャンパス

12 人工イクラ（アルギン酸ボール）をつくろう！ 文京学院大学女子高等学校教諭
岩川暢澄 8月4日 木 13：00～14：30 1 30名 小学1～3年生 なし ¥500 文京学院大学

女子中学校高等学校

13 地図でバッ地理
～世界の国旗でおもてなし～ 文教大学国際学部講師　澤内 隆 8月4日 木 13：30～15：00 1 30名 小学3～6年生 ¥500 なし アカデミー文京

レクリエーションホール

14 スノードームを作ろう！ 日本スノードーム協会認定講師
渡辺恭子 8月5日 金 13：30～15：00 1 20名 小学1～6年生※ ¥1,000 ¥2,100 アカデミー文京

レクリエーションホール
※1、2年生は保護者同伴

夏休み子どもアカデミアは学びのポイントラリーに参加しています。
学びのポイントラリーとは？
「地域の学び推進機構」が地域教育を活性化するために、自治体、市民団体、NPO、民間企業、大学
などが地域で実施している子どものための教育プログラムを紹介、プログラムの参加者にポイント
ラリーの要領でポイントをためていただくシステムです。ポイントを40ポイントためると「地域の学び
推進機構」から認定証が発行され、東京大学で行われる「認定証取得者の集い」に招待されます。

地域の学び推進機構　事務局
〒113-0033　文京区本郷7-3-1
東京大学教育学研究科　市川研究室
TEL 03-5841-3947　FAX 03-5841-3919
http://www.chiiki-manabi.org/

詳しい内容についてのお問合せはこちらへ

アカデミー文京では、区内に多数ある大学の協力を得て、大学
の持つ高度な学習資源や特色を活かした講座を実施しています。
大学プロデュース特別公開講座は区内大学の学長に登壇いただ
き、区民の皆さんに学長ならではのお話をお届けする講座です。
日  7月23日（土） 14:30～16:00
会  東京大学本郷キャンパス 
 伊藤国際学術研究センター地下2階 
 伊藤謝恩ホール（文京区本郷7-3-1）
師  東京大学総長　五

ごのかみ
神 真

まこと

内  テーマ「知のプロフェッショナルの育成と知の協創の世界拠点の形成―東大ビジョン
2020―」

 グローバル化が進む中で、社会や経済の活力を向上させるために、新たな役割が大学に
期待される中、東京大学の改革プランについて紹介します。

対  どなたでも　定  350名（抽選）　￥  無料
申  往復はがきに①「学長講演会」②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番号と、返信用に
もあて先を明記し上記申込先へ

 ※手話通訳希望者は応募はがきに赤字で「手話通訳希望」と記入。
 ＊公益財団法人文京アカデミーホームページ（http://www.b-academy.jp/）からも申込可
〆  6月27日（月）必着

シビックシネマサロン
「ハムレット（日本語吹替）」（155 分／白黒／ 1947 年）

監督：ローレンス・オリヴィエ　出演：ローレンス・オリヴィエ　ベイジル・シドニー
日  6月17日（金） 13:30～16:20
会  アカデミー文京 レクリエーションホール（文京シビックセンター地下1階）
対  文京区内在住・在勤・在学者（15歳以上、中学生を除く）　定  60名（先着順）　￥  無料
申  当日11:30以降に会場で整理券を配布。ただし、お待ちの方が多くなり、他の施設利用の妨
げになる場合は11:30以前に整理券を配布する場合があります。入場開始は13:10です。
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区内大学講座・講演会予定 区内大学の講座予定をお知らせします。
詳しくは各大学にお問い合わせください。

本誌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。

日  日時　会  会場　内  内容　師  講師　出  出演　対  対象　定  定員　￥  費用　申  申込先　〆  締切　問  問合せ先

パソコン講座（パソコン超入門）受講生募集
パソコンって苦手だな…という超初心者の方でも、パソコンの使い方を楽
しく学ぶことができます。電源を入れるところからパソコンの基本操作、
簡単な文字入力の方法、インターネットの検索、電子メールの使い方など、
初めてパソコンに触れる方におすすめの内容です。（使用OS：Windows10）
日  7月20日（水）～22日（金）
 Aコース10時30分～12時30分、Bコース14時30分～16時30分
会  アカデミー文京 学習室（文京シビックセンター地下1階）
師  富士通エフ・オー・エム講師
対  文京区内在住、在勤、在学者（15歳以上、中学生を除く）
定  A・B各コース30名（抽選）

￥  受講料2,500円、教材費900円
申  往復はがきに①「パソコン講座」②希望コース③住所④氏名（フリガナ）
⑤年齢⑥電話番号⑦在勤者は勤務先名・所在地・電話番号、在学者は学
校名と、返信用にあて先を明記し、下記へ

 〒112-0003　文京区春日1-16-21アカデミー文京 学習推進係
 ※3～6歳の就学前児の無料保育があります。希望者は応募はがきに赤字で「保育希望」・子ども
の氏名（ふりがな）・性別・年齢を記入

 ※公益財団法人文京アカデミーホームページ（http://www.b-academy.jp/）からも申込可
 ※受講は当選者ご本人に限ります。
〆  6月24日（金）必着

講座・講演会 講師 日程 時間 定員 受講料

お茶の水女子大学 会 お茶の水女子大学　問 FFF健康食品フォーラム　※1　　リーダーシップ論　※2

2016FFF健康食品フォーラム
～ヘルシーライフと栄養～
全4講座

女子栄養大学教授
上西 一弘　ほか

①6/16 ②7/21
③9/15 ④10/20
全回・木曜日

18：30～20:00 各40名 各講座
3,000円 ※3

お茶の水女子大学公開連続講演会「リーダーシップ論 第10回」
ダイバーシティと『ダイバーシティ』
－性別によらず多様な個人が生き生きと生きられる社会とは－

シカゴ大学ラルフ・ルイス記念特別社会
学教授
山口 一男

7/9（土） 14：00～16:00 200名 無料
（事前申込）

拓殖大学 会  拓殖大学文京キャンパス　問  オープンカレッジ課 Tel 03-3947-7166

政治経済研究所公開講座　TPPと日本の進路 拓殖大学政経学部教授
服部 哲也 6/11（土） 13:00～14:30 250名 1,000円

（当日支払）

国際講座　蔡英文の台湾は何を目指すか 拓殖大学海外事情研究所教授
澁谷 司 6/11（土） 10:30～12:00 250名 1,000円

（当日支払）
政治経済研究所公開講座　“かつての超大国”アメリカは
どこに行くのか ～2016年選挙にみるアメリカの自画像～

拓殖大学政経学部教授
江間 彰夫 6/25（土） 13:00～14:30 250名 1,000円

（当日支払）

東邦音楽大学 会  東邦音楽大学文京キャンパス　問  東邦音楽大学エクステンションセンター Tel 03-3946-9667

アコースティックギターのソロ演奏を楽しもう！ 東邦音楽学校講師
堀尾 和孝 7/9（土） 14：00～15：30 50名 3,000円

かんたんな即興演奏　音楽療法・音楽教育での活用法 東邦音楽大学准教授
二俣 泉 7/16（土） 10:00～12:00 30名 2,000円

日本女子大学 会  日本女子大学目白キャンパス　問  日本女子大学生涯学習センター　Tel 03-5981-3755　※4

沙翁没後400年 歌舞伎とシェイクスピア 早稲田大学文学部教授・早稲田大学演劇
博物館副館長　児玉 竜一

7/5～8/2
火曜日 全3回 15:30～17:00 30名

（申込順） 6,300円

女性の「起業」という働き方
～思いをカタチに－起業の基礎をクリア～

株式会社ゆいアソシエイツ代表取締役・
経営コンサルタント　油井 文江 

7/9
土曜日・全2回

①10:40～12:10
②13:00～14:30

30名
（申込順） 4,200円 

日本の中世を生きた家族と夫婦
～法と教訓書とさまざまな家族～

早稲田大学非常勤講師
菅原 正子

6/24・7/8
金曜日・全2回 13:00～14:30 30名

（申込順） 4,200円 

文京学院大学 会  文京学院大学本郷キャンパス　問  生涯学習センター　Tel 03-5684-4816　※5

～文京「教養塾」Ⅳ～
やさしい「経済ニュース」の読み方

大阪経済大学客員教授・経済評論家
岡田 晃

6/30・7/14
木曜日 全2回 19:00～20:30 20名 5,200円

気持ちが伝わるペン習字 ～思いやりのある文字を～
夏コース

翠葉書塾会員
生地 百合子

7/9～9/24
土曜日 全5回 13:00～14:30 15名 11,400円 ※6

放送大学 会  放送大学東京文京学習センター　問  Tel 03-5395-8688　※7

公開講演会「心理学の学び方」 放送大学教授
小野 けい子　ほか 7/10（日） 14：00～16：00 300名 無料

※1 NPO日本健康食品評価認証機構 Tel 03-3565-6649 FAX ０３-３５６５-６６４７　※2 お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所 E-ｍａｉｌ info-leader@cc.ocha.ac.jp　詳細 http://www-w.cf.ocha.ac.jp/
leader/event/kouenkai/10thleadership/　※3 ４講座一括お申込みの場合 10,000円　※4 申  日本女子大学生涯学習センターホームページ http://LLC.jwu.ac.jp/　※5 申  http://www.ext.u-bunkyo.ac.jp/　
※6 受講には、入会金3,000円、教材費等が必要です。　※7 申  放送大学ホームページ http://www.ouj.ac.jp/ 『特別講演会・公開講座のご案内』バナーから申込み

大　学　特　別　講　座
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石川啄木の生誕の地である盛岡
市と、終

しゅう
焉
えん
の地である文京区と

の共催により開催します。今年
度は、作家／劇作家／演出家の
ロジャー・パルバース氏による
講演「啄木と賢治：明治のソウル・
ブラザーズ」のほか、同氏と石
川啄木記念館の森

もり
義
よし
真
まさ
館長によ

る対談「啄木と賢治の魅力」を
行います。

文京区内で活動
する民謡民舞愛
好家の皆さんが、
日頃の練習の成
果を発表します。
皆さまのご来場
をお待ちしてい
ます。

日  7月1日（金）14:00～16:30
会  文京シビックホール小ホール
対  文京区内在住・在勤・在学者　定  180名（抽選）　
￥  無料　〆  6月10日（金）必着
申  問  往復はがき（1名1枚）に「啄木学級」・住所・氏名・電話
番号（在勤・在学者は勤務先・学校名も）と返信用にもあて
先を明記し下記へ

 〒028-4195 盛岡市渋民字泉田360
 盛岡市玉山総合事務所産業振興課 
 TEL 019（683）3852

日  ６月２６日（日）10:30～16:00
会  文京シビックホール小ホール
内  文京区内で活動する民謡愛好者の発表　対  どなたでも
定  325名（全席自由）　￥  入場無料　申  当日直接会場へ

文
ふみ

の京
みやこ

 文化発信プロジェクト
石川啄木生誕130年記念
 「啄木学級 文の京講座」

第２７回 ぶんきょう民謡大会

文京区の催し

奥深い、能楽の世界を体感しませんか？ 宝生会の協力によ
り、区民限定の能楽公演を開催します。解説付きで、初心
者にもわかりやすく楽しめる内容です。公演だけでなく、檜
造りの本舞台や鏡板など、和の伝統美を存分にお楽しみくだ
さい。終演後、出演者との質疑応答もあります。

～宝生能楽堂で謡ってみませんか～ 梅雨の風物として古くから愛されているあじさい。
約 3,000 株の多様なあじさいが、白山神社の境内から白山
公園にかけて彩ります。ぜひお越しください。

日  7月３１日（日）１２:00開場 １３:00開演
会  宝生能楽堂（文京区本郷１-５-９）
内  解説：佐野登、狂言「樋の酒」 シテ：三宅右近 アド：三宅右矩、
能「土蜘」 シテ：辰巳大二郎 頼光：川瀬隆士 ワキ：殿田謙吉 
アイ：金田弘明

対  小学生以上の文京区内在住・在勤・在学者
定  450名（抽選）　￥  無料（全席自由）
〆  7月1日（金）必着　 
申  往復はがきに「区民能楽鑑賞会」・鑑賞者全員（２名まで）の
住所・氏名（ふりがな）・電話番号（在勤・在学者は勤務先・学
校名も）と返信用にもあて先を明記し下記へ

 〒112-8555（住所不要） 文京区アカデミー推進課文化
事業係

日  9月3日（土）9:30～17:30
会  宝生能楽堂（文京区本郷1-5-9）
内  謡・仕舞・舞囃子・狂言小舞ほか（1グループにつき入
退場を含め15分以内）※詳細は募集要項をご覧くだ
さい。

対  文京区内在住・在勤・在学者及び区内を活動拠点とす
るグループ

定  30番程度（抽選）
￥  1番500円　〆   6月20日（月）必着
申  アカデミー推進課（シビックセンター17階）・アカデ
ミー文京（地下1階）・地域アカデミーで配布及びHP
掲載の申込書にご記入の上、下記の文京区謡曲連盟
の各流派代表者へ郵送にてお申込みください。

 観世流　〒112-0011 文京区千石4-40-18
 　　　　文京区謡曲連盟　清水
 宝生流　〒112-0001 文京区白山4-34-2
 　　　　文京区謡曲連盟　岩津
 喜多流、その他　〒112-0011 文京区千石1-8-12
 　　　　文京区謡曲連盟　岩崎

日  6月11日（土）～19日（日）
会  白山神社（文京区白山5-31-26）、白山公園
問  文京区観光協会　TEL 03-3811-3321（9：30～18：00）
※期間中は、あじさいが咲き誇る富士塚が9：00から17：00まで公開
され、土曜日・日曜日を中心に賑やかなイベントも開催。日曜日には
歯痛止め信仰で知られる白山神社にて歯ブラシ供養が行われます。
※イベントの詳細や開花状況等は文京区ＨＰで公開しています。

◆七夕飾り 6/26（日）～7/7（木）
◆「花菖蒲を楽しむ」 6/4（土）～6/19（日）
◆庭園ガイド （土･日･月） 11:00 14:00
◆英語ガイド （土） 10:00 13:00
 ガイドは各回約60分程度　※雨天中止

会  文京区後楽1-6-6

問  03-3811-3015

休  なし
開園時間9:00～17:00
（入園は16：30まで）

小石川後楽園

日  日時　会  会場　内  内容　師  講師　出  出演　対  対象　定  定員　￥  費用　申  申込先　〆  締切　問  問合せ先　休  休館（園）日

アカデミー推進課　観光担当アカデミー推進課　文化事業係

スポーツ振興課　スポーツ振興係

日  7月17日（日）10：45～
　 （受付9:45後、ウォーミングアップ9：50～）
会  スポーツセンター
対  文京区内在住・在勤・在学者
内  種目：下表のとおり
￥  1種目につき小・中学生400円、
 高校生以上600円、
 リレー4名1組1,000円
申  6月18日（土）・6月19日（日）15：00～18：30に参加費を
添えて直接スポーツセンターへ（電話申込は不可）

問  文京区水泳連盟・井上　TEL 090-3215-4801

文京ミューズネット　スケジュール　6月のイベント日程・休館（園）日
■文京ミューズネットとは…区内の歴史・文化遺産に身近に触れる区内の歴史・文化遺産に身近に触れる機会と場をより多くの方々に提供するとともに文化の発信と文化創造を推進するため、平成18年10月に区内の美術館、博物館、庭園等により結成されました。

◆常設展示：嘉納治五郎師範や
柔道草創期の貴重な資料・図書を公開

会  文京区春日1-16-30 

問  03-3818-4562

休  土・日・祝
開館時間10：00～17：00

講道館 柔道資料館

◆常設展示：ボーイスカウト関係資料等

会  文京区本郷1-34-3

問  03-5805-2907

休  水・木
開館時間12：00～17：00

スカウトミュージアム
スカウトライブラリー

スポーツ振興課 スポーツ振興係
K03-5803-1308

区民水泳大会

◆リニューアル常設展示「知の回廊」展：5/14（土）～
　本年、設立・開館から20年を迎え、
リニューアルオープンしました。
◆記念連続講演会：6/4、5、11、12、18、19、25、26（毎月土日開催予定）
　講演時間14:00-15:30、会場：展示室、参加費無料、予約不要
 ※詳細情報はHPをご覧ください。
 http://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/2016chinokairou.html

会  文京区本郷7-3-1

問  03-5777-8600（ハローダイヤル）
休  月
開館時間10:00～17:00
（入館は16:30まで）

東京大学総合研究博物館

◆開花状況等は、当園Webサイトを
ご覧ください

会  文京区白山3-7-1 

問  03-3814-0138

休  月
開園時間9：00～16：30
（入園は16：00まで）

東京大学大学院理学系研究科附属植物園
（小石川植物園）

◆創立90周年／前身校開校100周年
シリーズ2 

  「創立期の東洋女子歯科医専Ⅰ　－明華女子歯科医学講習所から明華
女子歯科医学校へ」（大正6年～9年）

 5/30～12/2

会  文京区本郷1-26-3

問  03-3811-1783

休  土・日・祝
開室時間9：30～16：30

東洋学園大学
東洋学園史料室

◆東洋大学附属図書館企画展
「花と妖精のヨーロッパ─挿絵が誘う
『もうひとつの世界』─」

 6/12～7/17

会  文京区白山5-28-20

問  03-3945-8764

休  日・祝（6/12は開館）、6/1～11
開館時間
月～金9：30～16：45 
土曜日9：30～12：45

東洋大学
井上円了記念博物館

◆「中国紙工芸展～2015　
上海オリジナル紙芸展より～」

 6/23～7/12 （6/23は15：00開幕式）
 入場無料
◆中日友好“和合”書道交流展（仮）
 6/7～6/14 （開幕式6/7 15：00から 最終日は13：00まで）　
主催：北京国墨天下書画院

会  文京区後楽1-5-3

問  03-3815-5085

休  月（※催事会期中） 
 左記催事以外は休館

開館時間10：00～17：00

日中友好会館美術館

◆常設展示：三菱創業以来の歴史の解説
と史料の展示
◆企画展示：｢郵便汽船三菱会社の海運事業｣
～2017年3/30

会  文京区湯島4-10-14

問  03-5802-8673

休  土・日・祝
開館時間10:00～16：30
（入館は16：00まで）

三菱史料館

アカデミー推進課 観光担当
K03-5803-1174

アカデミー推進課 文化事業係
K03-5803-1120

文京区民能楽鑑賞会ご招待

平成28年度（第65回）
文京区謡曲大会出演者募集

文京花の五大まつり
第32回 文京あじさいまつり 開催

能「土
つち ぐも
蜘」

シビックセンター
地下１階壁面を利
用した展示スペー
ス「アートウォール・
シビック」での特
別展示です。

日  ～6月28日（火）
会  文京シビックセンター地下1階吹きぬけ周囲
内  文京区内の筑波大学附属学校5校に通う児童・生徒
が、創造性豊かに制作した作品を展示します。

￥  無料

アートウォール・シビック
特別企画 「筑波大学附属学校
児童・生徒作品展」開催中

昨年度展示風景

ロジャー・パルバース氏

対象

種目

対　　　　象

小学生
（1年生

以上）
中学生

一般A
（16歳
～29歳）

一般B
（30歳
～39歳）

一般C
（40
～49歳）

一般D
（50歳
～59歳）

一般E
（60歳
　以上）

自由形
25m 50m 25m

50m 100m 50m

背泳ぎ
50m

25m平泳ぎ

バタフライ 25m 50m

リレー
100m 200m 100m ※100m ※100m

メドレーリレー

※混合リレー種目区分＝一般Ｃ（160～199歳）・一般Ｄ（200～239歳）・一般Ｅ（240歳以上）。（　）は参加者
4名の合計年齢
※年齢区分は大会当日における満年齢とする。　 ※混合リレーはオープン参加として出場可。

＊スクエア5月号に掲載しました区民陸上競技大会の内容に、誤り
がありました。詳細はスポーツ振興課（TEL 03-5803-1308）に
お問合せください。



文京アカデミー　　　　

7/3・8/21・9/4の日曜日
全3回・開催  午前10時～12時
東京ドームボウリングセンター

文京区在住の小中学生　高校生
不要 貸靴も無料 （※会場までの交通費は各自負担）
４０名 応募者多数の場合は抽選となります
往復はがきに、「ボウリング教室参加希望」と明記のうえ
①氏名 ②住所 ③電話番号 ④年令 ⑤学年を明記して
下記まで申込み願います。
〒１１２-０００１ 文京区白山２-１２-２０
文京区ボウリング連盟 事務局
６月２７日　 （田辺）

ジュニアボウリング教室
「もっと早く来ればよかった」と
大好評のアットホームな
隠れ家サロンです

閑静な住宅街にある閑静な住宅街にある閑静な住宅街にある閑静な住宅街にある“隠れ家隠れ家”サロンです。オープンしてサロンです。オープンして11年
「本当に痩せることができて心底嬉しい！」という皆様のお「本当に痩せることができて心底嬉しい！」という皆様のお「本当に痩せることができて心底嬉しい！」という皆様のお「本当に痩せることができて心底嬉しい！」という皆様のお「本当に痩せることができて心底嬉しい！」という皆様のお「本当に痩せることができて心底嬉しい！」という皆様のお
声を励みに営業しております。数々のダイエットに失敗した声を励みに営業しております。数々のダイエットに失敗した声を励みに営業しております。数々のダイエットに失敗した声を励みに営業しております。数々のダイエットに失敗した声を励みに営業しております。数々のダイエットに失敗した声を励みに営業しております。数々のダイエットに失敗した
方も、初めは半信半疑ですが、方も、初めは半信半疑ですが、方も、初めは半信半疑ですが、方も、初めは半信半疑ですが、方も、初めは半信半疑ですが、1週間程でお腹周りから痩せ始週間程でお腹周りから痩せ始
め、みるみる体重が落ちるので、楽しく続けられています♪め、みるみる体重が落ちるので、楽しく続けられています♪め、みるみる体重が落ちるので、楽しく続けられています♪め、みるみる体重が落ちるので、楽しく続けられています♪め、みるみる体重が落ちるので、楽しく続けられています♪

市　民　公　開　講　座

文京シビックホール スケジュール 平成28年 6・7月上旬（5月20日現在）

本誌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。

日  日時　会  会場　対  対象　定  定員　 ¥  費用　申  申込　〆  締切　問  問合せ先　大  大ホール　小  小ホール　※黄色い表示は公益財団法人文京アカデミー主催・共催・後援のイベントです。
6 平成28年6月号（通巻第186号）

主催者から掲載依頼のあったイベントをご案内しています。

6
月

5
（日）

大 富士通コンサートシリーズ
ユーリ・テミルカーノフ指揮
サンクトペテルブルグ・
フィルハーモニー交響楽団
14:30開場　15:00～17:00
全席指定/プレミアムシート17,000円　　　　 

（公演プログラム付）
 S席14,000円　A席12,000円
 ※B･C･D席は完売。
問  シビックチケット 03-5803-1111
　 （土・日・祝休日も受付 10:00～19:00）

小 フレッシュガラコンサート第150回
13:15開場　13:30～16:00
全席自由/2,000円
問  及川音楽事務所

03-3981-6052（9:30～21:00）

6
（月）

小 伊藤政則の『遺言』
18:30開場　19:00～21:00
全席指定/2,000円
問  ウドー音楽事務所 03-3402-5999
（平日 11:00～19:00  土 12:00～17:00）

9
（木）

小 文京区「歯と口の健康づくり２０１６」
13:30開場　14:00～16:30
一部指定/入場無料
問  文京区教育委員会学務課学校保健担当

03-5803-1956（平日 8:30～17:15）

11
（土）

～

12
（日）

大 バレエ・エデュケーション・
シリーズ in Bunkyo
牧阿佐美バレヱ団
「ノートルダム・ド・パリ」（全2幕）

11日（土）　16:15開場　17:00～18:45
12日（日）　13:15開場　14:00～15:45
全席指定/S席 10,000円 A席7,000円
　　　　 B席 5,000円 C席3,000円
問  シビックチケット 03-5803-1111
（土・日・祝休日も受付 10:00～19:00）

11
（土）

小 バーバーショップコーラス
ハーモニクス 第２回演奏会
13:00開場　13:30～15:30
全席自由/一般1,500円
 高校生以下 無料 ※事前申込制
問  ハーモニクス（アルカフェ）

03-3391-2046

12
（日）

小ミラベル室内アンサンブル
第2回定期演奏会
18:30開場　19:00～20:30
全席自由/一般 2,500円　学生 2,000円
問  ミラベル室内アンサンブル（中田）

090-3538-2548

14
（火）

小 童謡唱歌を斉唱し
心身のリラックスを図る。
13:30開場　14：00～16:00
全席自由/会員 1,000円　一般 1,200円
問  歌の街・文京童謡の会

03-3944-8633

小 第３６回東大医師会公開講座
注意すべき腰痛および手足のしびれ
18:40開場　19:00～20:30
全席自由/入場無料
問  一般社団法人東京大学医師会

03-3811-5881（平日 10:00～17:00）

HPを
ご覧くだ
さい

残席僅少

8面を
ご覧くだ
さい

6
月

16
（木）

～

19
（日）

小 現代劇センター真夏座第131回公演
「喜劇ファッションショー」

16日・17日/18:30開場 19:00～21:00（予定）
 18日/①12:30開場 13:00～15:00（予定）
  ②16:30開場 17:00～19:00（予定）
 19日/13:30開場 14:00～16:00（予定）
全席指定/3,800円
問  現代劇センター真夏座　03-3816-4029
　 （月・木・土・日 13:00～18:00）

18
（土）

大 第２９回関東医科学生オーケストラ
フェスティバル
13:30開場　14：00～16:00
全席自由/入場無料
問  関東医科学生オーケストラ連盟（広報）

080-3002-1372（平日 17:00～19:00）

19
（日）

大 第４４回定期演奏会
13:30開場　14:00～16:00
全席自由/入場無料
問  東京大学フィロムジカ交響楽団

090-7473-2715

23
（木）

小 女声合唱 弥生 第９回演奏会
13:30開場　14:00～16:00
全席自由/入場無料
問  女声合唱　弥生（渡辺）

03-3818-5857（16:00～20:00）

25
（土）

小 順天堂大学第３８回都民公開講座
「女性アスリートの可能性」

12:30開場　13:00～16:05
全席自由/入場無料 ※事前申込制
問  順天堂医学会

03-5802-1586（平日 10:00～17:00） 

6
月

26
（日）

大 音楽の絵本～吹奏楽～
10:15開場　11:00～12:30
全席指定/ S席 2,500円　　　　

A席 1,500円　　　　
問  シビックチケット 03-5803-1111
（土・日・祝休日も受付 10:00～19:00）

小 第２７回 ぶんきょう民謡大会
10:00開場　10：30～16:00
全席自由/入場無料
問  文京区アカデミー推進課 文化事業係

03-5803-1120（平日 8:30～17:15）

28
（火）

小 三遊亭円楽独演会
18:30開場　19:00～21:00
全席指定/3,500円
問  株式会社オフィスまめかな

03-5447-2215（10:00～19:00）

7
月

5
（火）

小 マタニティひろばハロー赤ちゃん！
12:40開場　13:00～15:30
全席自由/入場無料 ※事前申込制
問  公益財団法人 母子衛生研究会　
 03-4334-1155（平日 9:30～17:00）

8
（金）

小 オータサン ジャパンツアー2016 
with ナンドー・スアン
18:00開場　18:30～20:30
全席指定/前売 6,500円　

当日 7,000円
問  トゥモローハウス
 03-5456-9155（平日 10:00～18:00）

10
（日）

大 成城合唱団創立80周年記念演奏会
13:30開場　14:00～16:00
全席指定/S席4,000円　A席3,000円　
 B席2,000円
問  成城合唱団チケット担当（松宮）
 0467-43-2055

2面を
ご覧くだ
さい

残席僅少
完 売

7面を
ご覧くだ
さい

日  8月17日（水）　
 ①午前の部（10:30）　
 ②午後の部（14:00）
 ※所要時間1時間程度
会  文京シビックホール　大ホール
対  小学生以上で、階段の昇降が可能な方（応相談）
 ※小学生は保護者の同伴が必要です。
定  各回30名（抽選）
    （1グループ4名まで。抽選の場合、文京区内在住・在勤・在
学者優先）

￥  100円（保険料込）
申  往復はがきまたはメールのみ
 ①参加希望の回（第1希望、第2希望） ②参加者全員（4名
まで）の住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤電話番号 ⑥在
勤者は勤務先名・所在地・電話番号、在学者は学校 と、返
信用にもあて先を明記し下記申込先へ

〆  7月29日（金）　※はがきは当日消印有効、メールは必着
 ※抽選結果は7月下旬までに発送
 ※住所、氏名等の記入事項に不備がある場合は、受付でき
ないことがあります。

問  公益財団法人文京アカデミー 施設管理係
 TEL 03-5803-1100（8:30-17:15）

〈往復はがきの場合〉 
〒112‐0003　文京区春日1－16－21
「文京シビックホール　バックステージツアー」係
〈メールの場合〉 
civichall.backstagetour@gmail.com
（件名を「バックステージツアー参加希望」にして送信）



10/21（金）　19：00開演

文京アカデミー　　　　

大ホール 9/10（土）  １5:00開演 シ メ 
ぴ 

Vol.
57

“コバケン”の真骨頂 ドヴォルザークと、
数々の国際コンクールで上位入賞、
岡田奏の「皇帝」

フレッシュ名曲コンサート

ⓒ満田 聡

指揮:小林研一郎
ⓒRiho Suzuki

ピアノ:岡田 奏(*)

「サックスアンサンブル・コンサート」
きらめくサックスサウンド！ 今月は、尚美ミュージックカレッジ専門学校
の学生によるサックスのさわやかなハーモニーをお楽しみください。

　　6月のシビックコンサート

日  6月２2日（水）１２:１５～１２:４５
会  区民ひろば（文京シビックセンター地下２階）
曲  ルーマニア民族舞曲、G線上のアリア ほか
￥  無料（直接会場へお越しください。）

　　6月のシビックコンサート　　6月のシビックコンサート　　6月のシビックコンサート

指　揮  小林研一郎
ピアノ  岡田　奏(*)
管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団
曲　目  ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第5番「皇帝」(*)　

ドヴォルザーク／交響曲第8番
全席指定  Ｓ席 4,000円　　  Ａ席 3,000円　Ｂ席 2,500円
Pコード  289-083

完  売 残席僅少

小ホール 7/26（火） １2：1０開演

ランチタイムのひととき―
響きの森クラシック・シリーズVol.57に出演する
岡田 奏の演奏をお楽しみください。
ピアノ  岡田 奏
曲　目   ショパン／幻想即興曲

プーランク／3つのノヴェレッテより 第1番
ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ 第14番「月光」　ほか

共同主催：公益財団法人東京都歴史文化財団（東京文化会館）
企画協力：東京オーケストラ事業協同組合
※ 直接会場へお越しください。
※ 先着順のため、満席になり次第、入場をお断りさせていただきます。
お問合せ  文京シビックホール ホール事業係
 03-5803-1103 （平日9:00～17:00）

大ホール シ メ ぴ 
e+ 文 

レ・ヴァン・フランセ
あのスーパーソリストたちが帰ってくる！
シビックホールだけの特別なプログラムをお楽しみください。

全席指定  Ｓ席 5,000円　Ａ席 4,000円　Ｂ席 3,000円
 ※ 学生割引あり（S席 3,000円　A席 2,500円） シビックチケットでのみ受付
演　奏  レ・ヴァン・フランセ
曲　目  シュポア／大五重奏曲ハ短調 Op.52

ヒンデミット／5つの管楽器のための小室内音楽 Op.24-2
プーランク／三重奏曲
サン=サーンス／デンマークとロシアの歌による奇想曲 Op.79
酒井健治／青のスパイラル（文京シビックホール委嘱・世界初演）
プーランク／六重奏曲

Pコード  289-547

ⓒGeorg ThumⓒGeorg Thum

入場無料
全席自由

入場
無料！！

◆ 6/26（日）開催
音楽の絵本～吹奏楽～

◆ 7・8月開催
響きの森サマーフェスタ３公演

0 歳から入場OK！

公演情報は２面特集記事をご覧ください。 ランチタイム
 コンサート

フレッシュ名曲キャンペーン

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
ⓒk. Miura

11/19（土）  １５：00開演

文京アカデミーの催し❷

7平成28年6月号（通巻第186号）

日  日時　会  会場　対  対象　出  出演　曲  曲目　定  定員　￥  費用　申  申込先　〆  締切　問  問合せ先

シビックホール ホール事業係
K03-5803-1103

シビックチケット予約専用電話
K03-5803-1111

チケットのお求め お問合せ

（10：00～19:00 土・日・祝休日も受付） （平日 9：00～17:00）

親子で楽しむ
太鼓

ワークショップ
日  9月17日（土）13：15～14：00　　出 太鼓芸能集団 鼓童　メンバー　

対  「ぶんきょう交流公演」のチケットをご購入の親子
 ※ 5歳以上中学生以下のお子様（複数名可）とその保護者1名　
 ※ 応募の際に「ぶんきょう交流公演」の座席番号が必要となりますので、購入後にご

応募ください。
定  15組 ※応募者多数の場合は抽選  ￥  無料
 往復はがきに ①全員の氏名（ふりがな）・年齢 ②郵便番号・住所 ③電話番号 ④「ぶん
きょう交流公演」チケットの座席番号（人数分）と返信用にもあて先を記入し右記へ 
〒112-0003 文京区春日1-16-21文京シビックホール ホール事業係「太鼓ワークショッ
プ」担当

 ※往復はがき以外での応募は受付いたしません。
 ※応募は往復はがき1通につき1組のみ。
〆  7月29日（金）必着　※結果は8月中旬頃に郵送にて通知します。

申

©岡本隆史

参加者募集！

岡幸二郎 スペシャル・プレミアム・コンサート in Bunkyo
 「ベスト･オブ･ミュージカル」

全席指定  ＳS席 9,000円 S 席 8,000円
  A席 6,500円 B席 5,000円
  C席 3,500円
出　演  岡幸二郎、和音美桜(ゲスト)
  ｢ベスト・オブ・ミュージカル」スペシャル・

アンサンブル（演奏）
曲　目  夢やぶれて（『レ・ミゼラブル』）ほか
 人気ミュージカルからのナンバー
Pコード  450-881　 Lコード   34756
お問合せ  チケットスペース
 03-3234-9999

ミュージカル界のスター、岡幸二郎に
よる“永遠のミュージカル･ナンバー”
をお楽しみいただけるガラ・コンサート

9/30（金） 19:00開演 シ メ ぴ e+ 
L  セ ス大ホール

ぶんきょう
 交流公演
全席指定  2,000円　　
出　演  太鼓芸能集団 鼓童
※ ５歳から入場可。小学３年生までは保護者の方の同伴
が必要です。
Pコード  632-324

小ホール 9/17（土）　15:00開演 シ メ 
ぴ 

©岡本隆史

全席指定  Ｓ席 ３，０００円  A席 ２，０００円
曲　目  ドビュッシー／レントより遅く （Bn、Pf）
 フォーレ／シシリエンヌ （Bn、Pf）
 マルコーニ／モーダ・タンゴ （Bn、Vn、Pf）
 ピアソラ／ブエノスアイレスの冬 （Bn、Vn、Pf）　ほか
Pコード  289-363

秋の夜、エスプリのきいたフランス音楽と、情熱的なアルゼンチンタ
ンゴを楽しむひととき…

大ホール 10/7（金）  19:30開演 シ メ ぴ 
e+ 文 

<vol.9>

バンドネオン:三浦一馬（Bn） ヴァイオリン:石田泰尚（Vn） ピアノ:山田武彦（Pf）

©三好英輔

写真提供 ビクターエンタ
テインメント
©大野智嗣

写真提供 ビクターエンタ
テインメント
©大野智嗣

全席自由  一般 4,000円 　学生 3,000円 ※学生券はジェイ・ツーでのみ取扱い。
出　演   うたり（藤井はるか×藤井里佳）（打楽器）
 ゲスト／藤井むつ子（マリンバ）、山下雅雄（打楽器）、西久保友広（打楽器）
曲　目   当摩泰久／委嘱新作（初演）、三善晃／トルスⅤ ほか 
お問合せ   ジェイ・ツー03-5474-5733 （平日１０:３０～１８：３０）

カリフォルニアと東京を拠点にパー
カッショニストとして活躍する姉
妹が、各地で出会った音楽を集め、
アメリカと日本における「打楽器音
楽の今」を描写するプログラム。二
人の母、マリンバ奏者の藤井むつ子
も特別出演。

小ホール 10/29（土）  １６：００開演 シ 

藤井はるか×藤井里佳 打楽器姉妹 うたり 第二回
日本公演

©Chelsea Gregory Photography©Chelsea Gregory Photography

全席指定  Ｓ席 4,500円　A席 3,500円　B席 2,500円 
 ※ 学生割引あり（S席 2,500円　A席 2,000円）

6/22（水）よりシビックチケットでのみ受付
指　揮   山下一史　 ピアノ  清水和音(＊)　ナビゲーター  朝岡 聡
曲　目   《第1部 マーチ編》
 　〈リクエストコーナー〉あなたが聴きたい！ 「ザ・ベスト・オブ・マーチ」 ほか
 《第2部 ジャズ編》
 　グレンミラーメドレー、ガーシュイン／ラプソディ・イン・ブルー（＊） ほか
Pコード  291-102

“マーチ”といえば思い浮かぶあの曲、あのメロディ。 記憶に残る特別な1曲を、
その曲にまつわるエピソードを添えてご応募ください。 皆様のリクエストにお
応えして当日の〈リクエストコーナー〉で演奏します。
〆  9月5日（月）必着
申  ハガキまたはメールにて受付中。 
※ ご応募方法についてはチラシ、ホームページ 
（http://bunkyocivichall.jp/）をご覧ください。

抽選で5組10名様を本公演へご招待します。

マーチ&ジャズの名曲と、清水和音による“ラプソディ・イン・ブルー”
を一度にお楽しみいただける超豪華プログラム

大ホール シ メ 
ぴ e+

シエナ・ウインド・オーケストラ
feat.清水和音

MARCH & JAZZ セレクション

©Hikaru☆

「文
ふみ

の京
みやこ

」の
 第九合唱団員 募 集 

日　時  12月20日（火）19:00開演
会　場  文京シビックホール 大ホール
管弦楽  SHOBIシンフォニーオーケストラ

演奏会

合唱団員募集
日  毎週月曜日19：15～21：00（9月から練習開始）
会  尚美学園バリオホール（本郷4-15-9）ほか
対  15歳以上（中学生を除く）の区内在住・在勤・在学者
定  ソプラノ・アルト各70名、テノール・バス各30名 
（超えた場合は抽選）
￥  8,000円（楽譜代別）
〆  7月29日（金）消印有効
申  往復はがきに ① 「文の京」の第九合唱団希望 ② 郵便番号③ 住
所（在勤・在学者は勤務先・学校名も） ④ 氏名（ふりがな）⑤ 年
齢 ⑥ 電話番号 ⑦ 希望パートと返信用にもあて先を明記し下
記へ

 〒113-0033 文京区本郷4-15-9「文の京」の第九実行委員会
問  「文の京」の第九実行委員会 03-3814-2813

好 評 発 売 中 ！ チケット購入方法については8面上段をご参照ください。

7/8（金） １８：３０開演小ホール シ メ ぴ 
e+ ロ 

オータサン
ジャパンツアー2016 with ナンドー・スアン

ハワイ音楽界のレジェンド オータサン
が、盟友のナンドー・スアンと共に来日

ウクレレ  オータサン
ギター  ナンドー・スアン
全席指定  前売 6,500円
 当日 7,000円
Pコード  294-136
Lコード  75297
お問合せ  トゥモローハウス
 03-5456-9155
 (平日10：00～18：00）

鼓童による「ぶんきょう交流公演」と「親子で楽しむ太鼓ワーク
ショップ」を同日開催！　観て、聴いて、叩いて楽しむ鼓童の“交
流公演”が今年も小ホールに帰ってきます！ いつもよりグッと
近くで鼓童を体感しよう！
ワークショップでは1人に1台の太鼓をご用意し、鼓童のメンバー
が太鼓の楽しさを存分に伝えます！

文京シビックに
 “鼓童”がやってくる！

リクエスト募集中！



<vol.10>

6/11（土）  17:00開演　6/12（日）  14:00開演

8/21（日）  19:00開演 8/27（土） 14：00開演

10/2（日） 15：00開演 10/28（金） 19：00開演

8 平成28年6月号（通巻第186号）

公 演 間 近 ！！ 間もなく発売！！

間 も な く 発 売 ！！

全席自由  一般2,000円 　学生1,000円 
指　揮  下野竜也　 ピアノ   イリヤ・イーティン(*)　
管弦楽  東京ジュニアオーケストラソサエティ
曲　目  ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番(*)
 ドヴォルザーク／交響曲第9番「新世界から」 ほか
お問合せ  東京ジュニアオーケストラソサエティ事務局
 03-5790-9759 （10:00～17：30）

NHK交響楽団第一コン
サートマスター・篠崎史紀
が芸術監督を務める東京
ジュニアオーケストラソサ
エティによる定期演奏会

東京ジュニアオーケストラソサエティ
第 17回定期演奏会

大ホール シ メ 
ぴ 文

9/23（金） 19:00開演  9/24（土） 17:00開演
9/25（日） 15:00開演

桃月庵白酒 柳家三三

大ホール シ メ
ぴ

バレエ・エデュケーション・シリーズ in Bunkyo

牧阿佐美バレヱ団「ノートルダム・ド・パリ」

全席指定  Ｓ席 10,000円   A席 7,000円
 B席  5,000円 C席 3,000円
 ※ 学生割引あり（A・B席各50％引）

シビックチケットでのみ受付
台本・振付   ローラン・プティ　 原　作   ヴィクトル・ユーゴー
音　楽   モーリス・ジャール　※音源は録音を使用
衣　裳   イヴ・サン=ローラン
出　演   エスメラルダ： ニコレッタ・マンニ（ミラノ・スカラ座）
 フェビュス： マルコ・アゴスティーノ(ミラノ・スカラ座）
 カジモド： 菊地 研
 フロロ［ダブル・キャスト］： 
 　清瀧千晴（12日）、ラグワスレン・オトゴンニャム（11日）
 牧阿佐美バレヱ団総出演
Pコード  448-959

全2幕

※18：15からロビーコンサートあり

文京アカデミー　　　　

 チケット発売
シ メ ぴ 文
6/12(日)
Pコード 296-900

10：00～

 チケット発売
シ メ ぴ
6/19(日)
Pコード 451-575

10：00～

 チケット発売
シ メ ぴ
6/15(水)
Pコード 451-367

10：00～

●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。シビックホールメンバーズ購入（携帯電話申込以外）は、お席を選べます。（一部、お席を選べない公演があります。）　
●引き換え期限は予約日を入れて４日間となります。　●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）

チケットのお求めは

ご注意

t03-5803-1111
受付：10：00～19：00　土・日・祝休日も受付

インターネット限定の会員制度
シビックホールメンバーズ会員募集中!!
http://bunkyocivichall.jp/
● PC・スマートフォン・携帯電話共通
● ページ内の「シビックホールメンバーズ」エリアをクリック

一般発売日よりも早い先行発売日あり!（一部公演を除く）
お問合せ：ホール事業係 ☎ 03-5803-1103（平日 9：00～17：00）

シ シビックチケット ☎03-5803-1111 （10:00～19：00）
メ シビックホールメンバーズ http://bunkyocivichall.jp/
ぴ 電子チケットぴあ ☎0570-02-9999 http://t.pia.jp/
e+ イープラス http://eplus.jp/
L  ローソンチケット ☎0570-000-407
セ セブンチケット http://7ticket.jp/
ス チケットスペース ☎03-3234-9999
文 東京文化会館チケットサービス ☎03-5685-0650 （10:00～19：00）

電話予約のみ・１日限定
t03-5803-1111

※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の受付です。
※区民先行予約ができる方は、区内在住、在勤、在学の方です。
※区民先行予約時の予約枚数には限りがあります。また、お席は選べません。
※一部、区民先行予約を実施しない公演があります。

区民
先行予約 

シビックチケット予約専用電話 シビックホールメンバーズ
入会金・会費は
無料!!

小ホール

小ホール 小ホール

シ メ 
ぴ

シ メ 
ぴ

シ メ 
ぴ

２０１６ 貞水夏舞台
一龍斎貞水立体怪談

ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2016
“真実の愛”は心をとかす

現代音楽シリーズ 山田耕筰の音楽
～弦楽四重奏曲とピアノ、歌曲による～

世紀最高のスペクタル・バレエと称されるこの作品の上
演権を、日本で唯一、彼から与えられています。
そして今回さらに見逃せないのが、あのイヴ・サン=ロー
ランが手掛ける、舞台上に舞う色鮮やかでスタイリッシュ
な衣裳の数々。次々と繰り広げられる、美しく華やかな
舞台は、バレエファンのみならず、多くの人々をも魅了
することでしょう。
ミラノ・スカラ座から客演を招き、牧阿佐美バレヱ団総
出演の華麗な今回の舞台。この機会に、あなたもバレエ
の魅力にふれてみませんか？

6月11日（土）・12日（日）に開催されるこの公演は、バ
レエが初めての方にも是非、鑑賞いただきたい公演で
す。約2時間という時間のなかで、次から次へと展開
される華麗で美しい舞台は、小学生から大人まで幅広
い年代の皆さんにお楽しみいただけます。
同名の原作は、『レ・ミゼラブル』の著者でもある、フラン
スの文豪ヴィクトル・ユーゴーによる著作。数々のミュー
ジカルや映画、舞台などで上演されてきた傑作です。
振付はバレエ史に残る数多くの作品を生み出したダン
スの魔術師 ローラン・プティ。牧阿佐美バレヱ団は20

講談界初の人間国宝・一龍斎貞水プロデュース
による、毎年恒例の「夏舞台」公演。貞水の迫
力の話芸に、特殊演出効果が融合した立体怪談
を納涼のひと時にどうぞお楽しみください。

ディズニーの名曲を、オーケストラとNYで活躍する
ヴォーカリストたちの演奏でお贈りします。
【指揮・編曲】ブラッド・ケリー
【演奏】THE ORCHESTRA JAPAN　ほか

※ 車いす席のご予約はシビックチケットでは承れません。 
サンライズプロモーション東京にお問合せください。

コンサートツアーの幕開けを記念し、〔プルミエ限定（3日間）〕
特製グッズ（非売品）をご来場全員にプレゼント！！

7 回目の開催となる“文京シビックホールオリジナル
現代音楽シリーズ”は、文京区本郷出身で生誕 130周年
を迎える山田耕筰の音楽を特集します。有名な歌曲に加
え、弦楽四重奏曲とピアノ曲もお届けします。

YAMATO弦楽四重奏団

小ホールが笑いに揺れる！
若手真打の二人が文京
シビック寄席に初登場！
勢いある二人の落語を
たっぷりとご堪能ください。

出演  一龍斎貞水（人間国宝）
 一龍斎貞友、一龍斎貞橘
全席指定  前売 3,000円
 当日 3,300円
お問合せ  ようごうしゃチケットセンター
 046-297-0371(平日10：00～17：00）

全席指定  S席 8,700円　A席 7,000円
 ※未就学児入場不可
お問合せ   サンライズプロモーション東京

０５７０-００-３３３７(全日１０：００～１９：００)

 YAMATO弦楽四重奏団 ［石田泰尚（ヴァイオリン）、
執行恒宏（ヴァイオリン）、榎戸崇浩（ヴィオラ）、阪田宏彰（チェロ）］
メゾソプラノ／高橋由樹（東京混声合唱団）　
ピアノ／浅井道子、古髙晋一　合唱／NHK東京児童合唱団　
指揮／金田典子

 弦楽四重奏曲 第1番～第3番
 この道（北原白秋 作詞）
 山田耕筰による五つの歌（三善晃 編曲） ほか
全席指定  4,000円

出　演

曲　目

大ホール

文京シビック寄席

桃月庵白酒・柳家三三
二人会

全席指定  3,500円 
出　演  桃月庵白酒
 柳家三三

いよいよ公演直前！  誰もが楽しめる、華麗な2時間の夢の舞台！  牧阿佐美バレヱ団「ノートルダム・ド・パリ」全2幕

シ ぴ Ｌ 
セ e+ メ

全席指定  S席 ３，０００円  
 A席 ２，０００円
曲　目   
パガニーニ／協奏的ソナタ
バルトーク／ルーマニア民俗舞曲
ピアソラ／オブリビオン ほか

全席自由

2，000円

 曲　目  M．ハイドン／レクイエム ほか
 指　揮  松尾葉子
 管弦楽  アンサンブル・フォルテ

11/11（金）  19:30開演

9/17（土）  15:00開演

シ メ ぴ 
e+ 文 

シ

ギター：村治奏一ヴァイオリン：川久保賜紀
©Yuji Hori ©大野智嗣

区民先行予約（詳細は上段）
シ 6/5(日)
10：00～19：00

電話予約のみ・1日限定
メ メンバーズ先行   
6/6(月)　～7(火)

インターネットのみ
 チケット発売

シ メ ぴ 6/12( 日 )
Pコード 289-364

e+ 文 6/13(月)

10：00 23：59

10：00～

10：00～

ヴァイオリンとギター
躍動感あふれる情熱のデュオ

文京シビック
合唱団の
定期演奏会を
大ホールにて
行います。

大ホール

大ホール

0歳から入場できる親
子の部と、ゆったりたっ
ぷり楽しめるオトナの
部の2つをご用意いた
しました♪

小ホール 10/30（日） シ メ
 ぴ e+①１４：００開演　②１６：３０開演

栗コーダー＆ビューティフルハミングバード
＠Bunkyo Civic Hall 2016

ワクワク昼の親子の部１4：00開演
全席指定  2,000円
※０歳からご入場いただけます。
※３歳以上はチケットが必要です。(３歳未満は膝上鑑賞に限り無料)

秋の夜長のオトナの部１６：３０開演
全席指定  ３，８００円  ※未就学児入場不可。

 チケット発売
シ メ ぴ
6/5(日)
Pコード 296-881

e+ 6/6(月)
10：00～

10：00～

6/5 区民
先行発売！

 チケット発売
シ メ ぴ
6/19(日)
Pコード 296-899

10：00～

文京シビック合唱団  第14回定期演奏会

 チケット発売
シ 7/3(日)10：00～

補　聴　器

お問合せ
文京シビック合唱団・鬼久保
03-3821-7943

メ メンバーズ先行   
6/25(土) ～26(日) 

チケット発売
シ メ ぴ e+ Ｌ セ

7/8(金)

10：00 23：59

10：00～

本誌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。

Marco Brescia and 
Rudy Amisano - 
Teatro alla Scala

©鹿摩隆司

©Disney




