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次号の文京アカデミーSQUAREは12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。
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施設のご利用については  t03-5803-1100
広告掲載等については  t03-5803-1119

文京アカデミーSQUAREはホームページでもご覧いただけます

http://www.b-academy.jp/
（広報紙文京アカデミー「スクエア」をクリック）
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自立から要介護5の方までご入居いただけます
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文京アカデミー Square2 平成28年11月号(通巻第191号) QUARES

　「響きの森クラシック・シリーズ」はシビックホール
開館まもない2002年、東京フィルハーモニー交響
楽団との提携事業の一環でスタートしました。馴染み
のある名曲と一流の演奏を気軽にお楽しみいただけ
るように、年4回、同じお席でお聴きいただくリーズナ
ブルなシリーズセット券を設け、多くのお客様から好
評をいただいています。
　来シーズンはシリーズ15周年を記念した特別なラ
インアップ。世界的指揮者のチョン・ミョンフンがシリー

ズ15周年を祝うべく、12年振りに文京シビックホー
ルのステージに帰ってきます。さらに、高い評価を受
けるイタリアの若き天才指揮者アンドレア・バッティス
トーニが、多くの聴衆を魅了しているピアニスト外山
啓介とチャイコフスキー・プログラムを披露！ また、シ
リーズの顔で“炎のマエストロ”こと小林研一郎も、今
をときめく豪華アーティスト陣とともに、記念すべきシー
ズンを圧巻のパフォーマンスで彩ります。
　来シーズンも、国内外のトップ・アーティスト達が選
りすぐりの名曲をお届けする「響きの森クラシック・シ
リーズ」にご期待ください。

出演 	指揮＝アンドレア・バッティストーニ（東京フィル首席指揮者）
	 ピアノ＝外山啓介(※)

曲目 	チャイコフスキー／イタリア奇想曲
	 	 ピアノ協奏曲第1番(※)

	 	 交響曲第5番

クラシック音楽をもっと身近に

※未就学児の入場はご遠慮ください。　※都合により出演者・演奏曲が変更されることがございます。　※ご予約後の変更・キャ
ンセルはお受けできません。　※公演中止の場合を除き、ご購入後の払い戻しはいたしませんのでご了承ください。　
※今シーズンのシリーズセット券購入者に対し、優先継続販売を実施する都合上、お席のご希望に添いかねる場合がございます。
※１回券の発売日は確定次第、本紙、ホームページ等でご案内いたします。　※車イス席はB席と同料金となります。

出演 	指揮＝小林研一郎	 ヴァイオリン＝木嶋真優(※)		
	 ソプラノ＝森	麻季	(※※)		 テノール＝宮里直樹	(※※※)

曲目 	 J.シュトラウス2世／ワルツ「美しく青きドナウ」
	 プッチーニ／歌劇「ラ・ボエーム」より“私が街を歩くと”	(※※）
	 	 	 “冷たい手を”	(※※※）
	 サン=サーンス／序曲とロンド・カプリチオーソ	(※)
	 ラヴェル／ボレロ　ほか

響きの森クラシック・シリーズ全4回をお求めやすい価格でご用意しました。
豪華ラインアップを4公演とも同じお席でお楽しみいただけます。 1階席

2階席

出演 	指揮＝小林研一郎
曲目 	スメタナ／連作交響詩「わが祖国」全曲

2016年11月27日（日）
10:00～19:00

2017年5月20日（土） 15：00開演 2018年1月13日（土） 15：00開演

2018年2月3日（土） 15：00開演

土・日・祝休日も受付。
但し12/28〜1/4は休業

4公演17,000円のところ ➡ 16,000円（税込）

4公演25,000円のところ ➡ 21,000円（税込）

4公演21,000円のところ ➡ 18,000円（税込）

区民先行予約
1人4セットまで
（文京区在住、在勤、在学の方のみ）

とは？

シビックチケットで電話予約のみ受付

￥4,000 OFF!!

￥3,000 OFF!!

￥1,000 OFF!!

03-5803-1111t

※他プレイガイドでの取扱はございません。

2016年12月18日（日）10:00～

一般発売
初日のみ1人4セットまで

シビックチケットで電話予約・窓口販売のみ受付

S席

A席

B席

1日
限り

1階席	 1,242席
2階席	 560席
計 1,802席

期間限定

2017ー2018 シーズン シリーズセット券

シビックチケット

シリーズセット券のご案内

※この配席は響きの森クラシック・シリーズのものであり他公演の
　配席とは異なります。予めご了承ください。

2017年
3月12日（日）

まで

Vol.

60
Vol.

62

Vol.

63

宮里 直樹外山 啓介
森 麻季木嶋 真優

©Yuji Hori

©Keiichi Suto ©Yuji Hori

©K.Miura

［1回券］	 Vol.60 	5,000円	 Vol.61 	9,500円	 Vol.62 	5,500円	 Vol.63 	5,000円		計25,000円

［1回券］	 Vol.60 	4,000円	 Vol.61 	8,500円	 Vol.62 	4,500円	 Vol.63 	4,000円	計21,000円

［1回券］	 Vol.60 	3,000円	 Vol.61 	7,500円	 Vol.62 	3,500円	 Vol.63 	3,000円	計17,000円

バッティストーニによる、
チャイコフスキー・プログラム！

出演 	指揮＝チョン・ミョンフン（東京フィル名誉音楽監督）
	 ソリスト＝調整中
曲目 	ベートーヴェン／交響曲第3番「英雄」　ほか

2017年9月16日（土） 15：00開演
Vol.

61
世界の巨匠による
ベートーヴェン これぞ、コバケンの魅力 

―― スメタナ「わが祖国」全曲演奏！

大好評！
“響きの森ニューイヤー・コンサート”



番号 講座名 講師 日程 曜日 時間 回数 定員 受講料 教材費 会場

15 デザイナー流スピードスケッチ入門 デザイン教室りねあ代表
當原 容一郎　

1/20・27、2/3・10・１7、
3/10 金 14：00～

15：30 6 15 2,000円 1,500円 アカデミー文京 アトリエ　ほか

16 基礎から学ぶクラシックギター
～《禁じられた遊び》を弾いてみよう！ ギタリスト　石井 弘 1/30、2/6・13・20、

3/6・13 月 14：00～
16：00 6 10 3,000円 なし アカデミー文京

レクリエーションホール

17 中学英語でどんどん話せる！
～使える英語のコツを学ぼう～ 英語教室主宰　中目 智子 1/31、2/7・14・21 火 14：00～

15：30 4 12 2,500円 なし アカデミー文京 アトリエ

18 ジョイフル・フラ ～ハワイアンソングと共に～ プメハナ・フラスタジオ主宰
中谷 裕美子 2/1・8・15、3/1・8・15 水 10：00～

11：30 6 20 1,500円 なし アカデミー文京
レクリエーションホール

19 親子で作ろう♪パンとお菓子
 【対象：3歳10ヶ月～未就学児（受講初日を基準）】 パン教室主宰　田主 伸子 2/4・18、3/4 土 10：00～

12：00 3 10
組 3,000円 5,000円 アカデミー茗台 実習室

20 楽しく学ぶ中国語の発音 日中学院講師　鈴木 繁 2/7・14・21、3/7・14 火 18：30～
20：00 5 15 2,000円 なし アカデミー文京 アトリエ

区民プロデュース講座 区民の方から提案された講座です。

講 座 案 内着付け教室

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。

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

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11月号（通巻第191号）文京アカデミー　　　　

28年度 後期Ⅱ文京アカデミア講座 受講生募集
対  文京区内在住、在勤、在学者（15歳以上、中学生を除く）
申  往復はがき（１講座につき一人１枚）に①講座番号と講座名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
校名と、返信用にも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
 ※HPからも申込できます→http://www.b-academy.jp/
〆  11月28日（月）必着（インターネットでお申込の場合は同日の23:59まで受付）

※カリキュラムや応募に関する詳細はホームページまたは講座パンフレットを必ずご確認ください。
※定員を超えた場合は抽選となります。
※応募者が定員に達しない時は開講しない場合があります。
※月～金曜の午前・午後にシビックセンター会場で実施の講座は、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朱書きで「保育希望」・子どもの氏名（ふりがな）・性別・年
齢を記入（対象講座1講座につき定員3名）
※手話通訳つき講座もあります。詳細はお問い合わせください。
※受講料・教材費は、指定口座に振込もしくは文京シビックセンター地下1階アカデミー文京窓
口にて支払い（詳細は、当選通知に記載）
※受講は当選者ご本人に限ります。

分類 番号 講座名 講師 日程 曜日 時間 回数 定員 受講料 教材費 会場

地
域 1

区制70周年記念
かみんぐ文の京シリーズ2
古の人の言葉を伝える印刷の技と匠

印刷博物館学芸員・部長
緒方 宏大　ほか 2/15・22、3/1・8・15 水 14：00～

15：30 5 30 3,200円 300円 アカデミー文京 学習室　ほか

文
学

2 時代小説の楽しみ
～江戸を舞台にした作品を読む～ 山形大学教授　山本 陽史 2/4・18、3/11・18・25 土 10：00～

11：30 5 35 3,800円 なし アカデミー文京 学習室

3 『枕草子』を読む
～清少納言の意見と彼女をめぐる人々～ 大正大学専任講師　春日 美穂 2/7・14・21・28、

3/7・14 火 14：00～
16：00 6 40 3,000円 なし アカデミー文京 学習室　ほか

4 与謝野晶子の生き方
― 昭和期の作品を中心に 城西国際大学講師　田口 佳子 2/7・21・28、3/7・21 火 14：00～

16：00　 5 50 2,400円 なし アカデミー文京
レクリエーションホール　ほか

歴
史・　

　
社
会 5 落語で伝える江戸のくらし 落語家　桂 右團治 1/26、2/2・9・23 木 14：00～

15：30 4 35 2,300円 なし アカデミー文京 学習室

芸
術

6 ヨーロッパ建築の見方と楽しみ方
― パリとヴェルサイユを中心に 工学院大学准教授　中島 智章 1/17・24、2/7・14・21 火 10：30～

12：00 5 40 3,000円 なし アカデミー文京
レクリエーションホール　ほか

7 切り絵の新ジャンル「立体切り絵」に挑戦！ 切り絵アーティスト　濱 直史 1/12・26、2/9・23、3/9 木 13：30～
15：00 5 15 5,400円 5,000円 アカデミー文京 アトリエ

8 歌ってリフレッシュ！
日本のうた・童謡・唱歌 声楽家　森 絹代 1/19、2/2・23、3/2・16 木 14：00～

15：30 5 25 3,300円 200円 アカデミー文京
レクリエーションホール

く
ら
し

9 北欧デザイン入門 ～日本で活きるデザイン～ 武蔵野美術大学名誉教授
島崎 信　ほか 1/27、2/3・10・17 金 14：00～

16：00 4 30 3,200円 なし アカデミー文京 学習室

10 伝える力を学ぶ「日本語教室」 フジテレビキャスター　須田 哲夫 2/1・8・15・22 水 10：30～
12：00 4 40 2,400円 なし アカデミー文京 学習室

11 私も書ける「“かな”に挑戦！」 跡見学園女子大学兼任講師
伊藤 亜美 2/15・22、3/1・8・15 水 10：30～

12：30 5 24 4,200円 700円 跡見学園女子大学
文京キャンパス

語
学 12 はじめてのフランス語文法

～叙法・時制表現を学ぶ～
東京外国語大学オープンアカデミー講師
松澤 水戸

1/23・30、2/6・13・20・
27、3/6・13 月 18：30～

20：00 8 20 6,800円 なし アカデミー文京 アトリエ

健
康・

ス
ポ
ー
ツ

13 ゆっくり筋力アップ・トレーニング パーソナルトレーナー
石原サンチェス 陽一 1/21、2/4・18、3/4・18 土 10：30～

12：00 5 25 3,300円 なし アカデミー文京
レクリエーションホール

番号 講座名 講師 日程 曜日 時間 回数 定員 受講料 教材費 会場

14 外国人おもてなし英会話講座 東洋学園大学教授
坂本 ひとみ　ほか

1/23・30、2/6・13・20・
27、3/6・13 月 14：00～

15：30 8 20 3,000円 なし 東洋学園大学 本郷キャンパス

番号 講座名 講師 日程 曜日 時間 回数 定員 受講料 教材費 会場

M1 ステップアップ英会話
【対象：英会話の基礎的なレベル（TOEIC430～520点程度）を習得している方】 語学講師　ダグラス・ピッカート 1/18・25、2/1・8・15・

22、3/15・22 水 19：00～
20：30 8 20 15,000円 なし アカデミー文京 アトリエ

外国人おもてなし英会話講座 英語での簡単な道案内等を学ぶ初心者向けの講座です。

中級講座 レベルの高い中級講座を開催します。ステップアップを目指している方向けの講座です。

当落通知は12月2日（金）発送予定です。



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。

学校説明会 小学生・保護者
　　塾　　対象〔　　  〕

第4回   １１月５日 ( 土 )
10:30~12:20

個別相談・校内見学                           

【内容】

〒112-8629 東京都文京区大塚 1-5-9　TEL：03-3941-9548（入試広報室）

　クラブ発表・見学会

  １１月１２日 ( 土 )
13:30~16:00
跡見学園中学校高等学校で、実際に活動して
います様々なクラブに参加・体験することが

一部要予約

できます。跡見の先輩達が活動する様子をご覧
いただき、自らも体験してみましょう。

〔小学生・保護者対象〕

「跡見の教育理念と育てたい生徒像」
跡見の学校生活
平成２９年度入試説明

学校説明会 補　聴　器

4 平成28年11月号（通巻第191号） 文京アカデミー　　　　
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

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。

講座・講演会 講師 日程 時間 定員 受講料

跡見学園女子大学 会 跡見学園女子大学文京キャンパス　問 公開講座係 Tel 03-3941-7420　※1
公開講座（教養コース）映画から考える文化表現
－現代文化表現学として－

跡見学園女子大学助教
渡邉 大輔　ほか

12/3～12/17
土曜日 全3回 13：00～14：30 100名 無料

国際仏教学大学院大学 会  国際仏教学大学院大学春日講堂　問  公開講座係 Tel 03-5981-5271
「死んだ卵」の末裔―『リグヴェーダ』
創造讃歌に見る人類と死の起源

国際仏教学大学院大学教授
後藤 敏文 11/12（土） 13：30～14：30 200名 無料

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

知的好奇心への誘い「いまこそ韓国語」（韓国語） 拓殖大学商学部教授
村上 祥子 11/12（土） 13：00～14：30 150名 無料

（申込不要）
東京大学総合研究博物館 会  東京大学総合研究博物館小石川分館　問  Tel 03-5777-8600（ハローダイヤル）
建築博物教室第11回
「石器のアーキテクチャ ――減少のデザインに秘められた人類の進化」

東京大学総合研究博物館特任助教
佐野 勝宏（先史考古学） 11/26（土） 13：30～15：00 50名 無料

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

親子で楽しくスイーツクッキング FCAJ認定フードコーディネーター
菅野 尚子

12/3、2/4
土曜日 全2回 13：30～16：00 各回8組

（1組：親子2名） 各回4,000円 ※2

東洋大学 会  東洋大学白山キャンパス　問  人間科学総合研究所 Tel 03-3945-7492
（特別講演）日本を知る楽しみ
ー中国の学生の努力を中心に

北京郵電大学人文学院講師 11/11（金） 10：50～12：10 100名 無料

東洋学園大学 会  東洋学園大学本郷キャンパス　問  総務課 Tel 03-3811-1696
現代経営研究会・第3回講演会
「夢持ち続け日々精進 ～伝えることの大切さ～」

㈱A and Live 代表取締役
㈱ジャパネットたかた前社長　高田 明 11/8（火） 18：00～19：30 200名

（先着順）
無料
（申込不要）

日本女子大学 会  日本女子大学目白キャンパス　問  リカレント教育課程事務室 Tel 03-5981-3751　※3

日本女子大学リカレント教育課程（第19回生）　　※4 日本女子大学リカレント教育課程講師 平成29年4月から
1年間（月～土曜） 選択制90分授業 40名 240,000円

（2期に分割して納入）
日本薬科大学 会  日本薬科大学お茶の水キャンパス　問  お茶の水キャンパス事務室 Tel 03-5812-9011　※5

未病と摂養 日本薬科大学 学長
丁 宗鐵 12/17（土） 10：30～12：00 80名

（先着順） 無料

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　※6
～文京「教養塾」Ⅴ～
やさしい「経済ニュース」の読み方～「ＷＢＳ」元キャスターが伝授～

大阪経済大学客員教授・経済評論家
岡田 晃

12/1・8
木曜日 全2回 19：00～20：30 20名 5,200円

放送大学 会  放送大学 東京文京学習センター　問  東京文京学習センター Tel 03-5395-8688　※7
文京学びの杜セミナー
「天皇の生前退位問題を考える」

放送大学教授
原 武史 11/22（火） 14：00～15：30 80名 無料

※1 跡見学園女子大学ホームページ http：//www.atomi.ac.jp/univ/　※2 参加人数追加時はお問合せください。　※3 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/
※4 4年制大学を卒業し、就業経験のある女性。別途検定料3,000円、入学金20,000円が必要。相談会・試験日等詳細はHPをご確認ください。　※5 申  E-mail ochajimu@nichiyaku.ac.jp
※6 申  文京学院大学生涯学習センターホームページ http：//www.ext.u-bunkyo.ac.jp/　※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

パソコン講座（パワーポイント入門）
受講生募集

プレゼンテーションソフト「パワーポイント」の基本操作を学びます。会議
や説明会等で役立つ、見やすくわかりやすい資料を作成します。
［使用OS：Windows10、使用ソフト：PowerPoint2013］
日  平成29年1月17日（火）～19日（木）
 Aコース 14：30～16：30／Bコース 18：30～20：30
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）
※パソコンで簡単な文字入力とマウス操作ができる方
定  各コース30名（抽選）　￥  受講料2,500円、教材費 1,000円
申  往復はがき（1コース1枚1名）に①パワーポイント②希望コース③住
所④氏名（ふりがな）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、上記へ

※Ａコースのみ、3～6歳の就学前児の無料保育あり（定員3名）。希望者は応募はがきに朱書きで
「保育希望」・子どもの氏名（ふりがな）・性別・年齢を記入。※受講は当選者ご本人に限ります。
※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  11月28日（月）必着

シビックシネマサロン
「雨に唄えば（日本語字幕）」
（102 分／カラー／1952 年）

監督：ジーン・ケリー、スタンリー・ドーネン
出演：ジーン・ケリー、ドナルド・オコナ―
日  11月18日（金） 13：30～15：30
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  100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。

申  パソコン講座、文京区中学生俳句大会の申込先（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

文京区中学生俳句大会
「作品募集」

季節の言葉（季語）を一つ取り入れ、学校生活や日々の喜び・
発見などを、自由に５・７・５で表現してみましょう！
●選者 佐怒賀正美氏・松澤雅世氏（ぶんきょう俳壇選者）
対  文京区内在住・在学の中学生　￥  無料　〆  １１月１８日（金）
申  指定の投句用紙に必要事項を記入し上記へ郵送または持参
※投句用紙はアカデミー文京及び地域アカデミーにて配布
　（財団ホームページからダウンロード可）
テーマ 自由句（秋から冬の季節の言葉（季語）をひとつ含む句）
句数 1人２句以内

賞・発表
・特選10句　区報2/10号・スクエア２月号と、ホーム
ページに掲載します。

・入選20句　ホームページに掲載します。

季語とは

・季節感を表す言葉
◆秋の季語（例）　紅葉・くり・柿・菊・コスモス・虫・月・台
風・いわし雲・天の川・秋風など
◆冬の季語（例）　落葉・手袋・マフラー・コート・セー
ター・焚火・炬燵・暖房・さざんか・こがらし・雪・クリス
マス・大みそか・除夜の鐘など
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アカデミー推進課　文化事業係

文京ミューズネット　スケジュール　11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。

◆「深山紅葉を楽しむ」　11/19～12/4
　詳細はホームページまたは電話
◆庭園ガイド（土･日･月・祝日）　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：9：00～17：00
（入園は16：30まで）

小石川後楽園

◆「湯島聖堂」の特色ある生涯学習講座
を開催中
　寛政9年（1797）、聖堂内に設置された「昌平坂学問所」の伝統を
継承する論語・漢詩・漢文を中心とする本格的内容の講座です。

会  文京区湯島1-4-25
 湯島聖堂内 
問  03-3251-4606

休  なし

史跡 湯島聖堂

◆竹久夢二
「本からはじまるメッセージ 展」
　～ブックデザイナー＆詩人の顔に迫る～
　開催中～12/25

会  文京区弥生2-4-2

問  03-5689-0462

休  月

竹久夢二美術館

◆企画展示：
「建築と社会を結ぶ－大髙正人の方法」
会期 開催中～2017/2/5

 戦後の日本建築界を主導した大髙正人（1923-2010）の仕事の
全貌を、建築資料を通して紹介します。

会  文京区湯島4-6-15

問  03-3812-3401

休  11/12、12/29～2017/1/3
詳細 http：//nama.bunka.go.jp/

文化庁
国立近現代建築資料館

◆オープンサイト 2016-2017 Part1
　開催中～11/13
◆オープンサイト 2016-2017 Part2
　11/26～12/25

会  文京区本郷2-4-16 

問  03-5689-5331

休  月
 開館時間 11：00～19：00
（入場は18：30まで）

トーキョーワンダーサイト本郷

◆ミニ企画「地（ち）の巨人、文京ゆかりの
考古学・人類学者 鳥居龍蔵伝」
開催中～12/25
◆特別展「文京むかしむかし黎明篇－うみ・やま・ひとの物語」
開催中～12/4　

会  文京区本郷4-9-29

問  03-3818-7221

休  月

文京ふるさと歴史館

◆国際人教育の原点─伝統の調理実習
　開催中～12/20
　明治期より受け継がれてきた伝統の料理を卒業生のノート、映像、
食品サンプルでご紹介します。

会  目白台2-8-1

問  03-5981-3376

休  日・月曜日、祝日

日本女子大学成瀬記念館

◆紅葉と大名庭園のライトアップ
11/19～12/7

 期間中は開園時間を21：00まで延長します（最終入園は20：30）
※期間中は駒込駅から徒歩２分の染井門を開門します。秋の夜長を
お楽しみください

会  文京区本駒込6-16-3 

問  03-3941-2222

休  なし
開園時間 9：00～17：00
（入園は16：30まで）

六義園

◆本展示場：「武士と印刷」展
　開催中～2017/1/15
◆P&Pギャラリー：「現代日本のパッケージ2016」展　9/17～11/27

印刷博物館 会  文京区水道1-3-3
 トッパン小石川ビル 
問  03-5840-2300

休  月

アカデミー推進課　観光担当

「はたらく人々」をテーマに募集した文京区観光写真コンクールの入賞作品
等を展示します。テーマ作品のほか、名所・旧跡、祭りなど、区内の様々
な情景を捉えた作品の数々は、見る者にその魅力を再発見させてくれます。
ぜひご来場ください。
日   １１月１１日（金）～１４日（月）　１０：00～18：00（１４日は15：00まで）
会  ギャラリーシビック
問  文京区観光協会事務局　TEL 03-３８１１-３３２１

都内では珍しい「菊人形」や、崖から垂れ下がるような形に
仕立てられた「懸

けん
崖
がい
」、一株から多数の花を咲かせ一輪の花の

ように見せる「千輪咲」など、多種多様な菊約2千株が湯島
天満宮の境内を鮮やかに彩ります。皆さまぜひお越しください。
日  １１月１日（火）～２３日（水・祝）
会  湯島天満宮（０３-３８３６-０７５３）
問  文京菊まつり実行委員会事務局（湯島天満宮内）

文京花の五大まつり 第３８回 文京菊まつり 開催

スポーツ振興課　スポーツ振興係

日  平成29年1月29日（日） 9：20～　会  総合体育館
対  小学生および16歳以上の文京区内在住・在勤・在学者で構成
するチーム

定   （申込順） 一般＝男子30チーム・女子16チーム、
シニアのんびり＝26チーム、ミニバス＝男女各8チーム

￥  1チーム2,000円　〆  11月13日（日）
申  スポーツセンター、総合体育館で配布する申込書を郵送もし
くはメールにて送付（申込先は申込書に掲載）

問  文京区バスケットボール協会・酒井　TEL 090-2523-6974
※申込書は区ホームページ及び文京区バスケットボール協会
ホームページにも掲載。（http：//www.geocities.co.jp/
bunkyobasket/）

区民バスケットボール大会

文京区の催し スポーツ振興課 スポーツ振興係
K03-5803-1308

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

「かたちつくり彫刻展」
日  開催中（11月２７日（日）まで）
会  シビックセンター地下１階吹きぬけ周囲
内  1種類のナイフで模様を切り出し、物語を紡ぐように
作られた香り彫刻の世界をお楽しみください。

￥  無料

アートウォール・シビック
シビックセンター地下１階の壁面部分を利用した展示スペース「アートウォー
ル・シビック」は若手芸術家の創作活動の発表の場です。

平成２９年度展示者募集中
内  シビックセンター地下１階アトリウム（吹き抜け空間）を囲む回廊「アート
ウォール・シビック」にあなたの作品を発表してみませんか？

△募集作品　絵画・版画・写真・染織など壁面に展示可能な作品（詳細は応
募要項を参照）

△募集者（組）数　１２名（組）
△審査　山口都氏（洋画家）による書類審査。審査結果は応募者へ直接通知
△展示期間　平成２９年４月～３０年３月のうち出品者１人（１グループ）につき
１ヶ月間
対  １８歳以上４０歳未満の方、またはグループ（応募者多数の場合は区内在
住・在勤・在学、または区内を活動の拠点としている方を優先します）

￥  無料。ただし、搬入出等にかかる費用は出品者負担
申  申込書に必要事項を記入し、展示予定作品のうち１点以上の写真（グ
ループの場合は、１人１点以上）を同封の上、直接または郵送でアカデミー
推進課文化事業係へ。応募要項・申込書の配布はアカデミー推進課窓
口、またはHPからのダウンロード

〆  １２月９日（金）

宝生会 能楽公演 ご招待
区民の皆さまを五雲会にご招待します。若さあふれる力強い舞台をお楽しみください。
日  内  

会  宝生能楽堂（本郷1－5－9）
対  小学生以上の文京区内在住・在勤・在学者
定  各回２５名（抽選）　￥  無料　〆  １２月５日（月）必着
申  往復はがきに「能楽鑑賞」・希望日・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
 当落の通知は１２月中旬発送予定

公演日時 演　　目

平成29年1月14日（土） 12：00開演 高
たか
砂
さご
、花
か
月
げつ
、源
げん
氏
じ
供
く
養
よう
、車
くるま
僧
ぞう

2月18日（土） 12：00開演 絵
え
馬
ま
、兼
かね
平
ひら
、吉
よし
野
の
静
しずか
、船
ふな
橋
ばし

高砂

おはなし“坂の町文京”やレクチャーを交えた新作舞踊“文京坂名所踊図”
などをお楽しみください。
【演目】 おはなし　坂の町文京 新作舞踊　文

ぶんきょうのさかめいしょおどりえ
京坂名所踊図

  子供教室　越
えち
後
ご
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【監修】 松賀 藤雄、若柳　庸
【主催】 文京区日本舞踊普及会（後援：文京区、協力：公益財団法人文京アカデミー）
日  11月27日（日） ①13：00開演　②16：30開演　会  文京シビックホール 小ホール
￥  全席自由：大人3,000円、小学生2,000円、親子券（大人1名・小学生1名）4,000円 ※未就学児は無料
 チケットのお取り扱い　シビックチケット　TEL 03-5803-1111（10：00～19：00）
問  文京区日本舞踊普及会事務局　TEL 03-3941-1627

文京区日本舞踊普及会発足25周年記念公演

文京坂名所踊図

第５５回 文京区観光写真展 開催

スコットランドの伝統的ダンス、ケイリーの第一人者Vivanco
氏の指導を英語で受け、音楽に合わせて楽しく踊りましょう。
日  11月19日（土）14：00～15：30　定  30名（先着順）　￥  無料
会  跡見学園女子大学文京キャンパス　TEL 03-3941-7420
対  区内在住・在学者（中学生以上）
申  問  event@atomi.ac.jp へ氏名・住所・（学校名）・電話番号を
メールで送付

日本・スコットランド交流親善事業
－英語で楽しくケイリーダンス－

※開花状況は文京区ＨＰで公開します。

日  11月20日（日） 13：30～　会  スポーツセンター
対  小学生以上の文京区内在住・在勤・在学の男性お
よび文京区相撲連盟の認
めた者（小学生の部は女
子の参加も可）

 小学生の部（各学年別）、
中学生の部、一般の部
（年齢制限なし）

￥  無料　申  当日12：00～13：00に直接会場へ
問  文京区相撲連盟・澁谷　TEL 090-4050-5019
※参加者はまわしを着用（本部で用意）
※女子は、運動着上下で腰にさらし（各自用意）

区民相撲大会

発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
10月号出題分の答え　B ジャズ

次回のクイズ
は1月号です。



文京アカデミー　　　　

文京シビックホール スケジュール 平成28年11・12月上旬（10月20日現在）

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11月号（通巻第191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。

11
月

5
（土）

～

6
（日）

大 2016 第22回
日本管楽合奏コンテスト全国大会
5日（土） 高等学校A部門　9：45開演
6日（日） 高等学校B部門 前半の部 9：45開演
  高等学校B部門 後半の部 14：35開演
   ※前後半入替制
全席自由/ A部門　2,500円
  B部門　2,000円（各回）
問  公益財団法人日本音楽教育文化振興会

03-3814-2977（平日 10：00～19：00）

5
（土）

小 ザファインアーツフィルハーモニック
秋のコンサート10
18：30開場　19：00～21：00
全席自由/500円
問  ザ・ファインアーツ・フィルハーモニック

090-1469-7255（9：00～21：00）

7
（月）

大 カリブ海ミュージック・クルーズ
GUACO
18：00開場　18：30～20：30
全席指定/S席6,500円　A席6,000円
問  MIN-ON

03-3226-9999（平日 10：00～17：30）

8
（火）

小 第20回文京区青少年関連団体交流会
講演 ヨーコ・ゼッターランド氏
12：30開場　13：30～15：00
全席自由/入場無料
問  文京区保護司会（時田）

090-3681-7544（平日 9：00～17：00）

10
（木）

大 中村勘九郎　中村七之助
錦秋特別公演 2016

詳細は7面をご覧ください
問  サンライズプロモーション東京

0570-00-3337（10：00～18：00）

10
（木）

～

13
（日）

小 真夏座第132回定期公演
「銀河鉄道の夜」

詳細は8面をご覧ください
問  現代劇センター真夏座 03-3816-4029
（月･土･日 12：00～17：00）

11
（金）

大 夜クラシックVol.10
詳細は8面をご覧ください

問  シビックチケット
03-5803-1111（10：00～19：00）

12
（土）

～

13
（日）

小 演劇グループ“ザ・シビック”
ワークショップ卒業公演「銀河鉄道の夜」

詳細は8面をご覧ください
問  シビックチケット

03-5803-1111（10：00～19：00）

13
（日）

大 SPECIAL CONCERT
13：00開場　13：30～15：30
全席自由/入場無料
問  ナイトウ・フレンズ・オーケストラ（鈴木）

090-8744-4478

16
（水）

～

17
（木）

大 第80回全国学校歯科保健研究大会
16日（水） 11：45開場　12：30～17：30
17日（木） 9：30開場　10：00～13：00
全席自由/3,000円
問  一般社団法人 東京都学校歯科医会　

03-3261-1675（平日 10：00～17：00）

19
（土）

大 シエナ・ウインド・オーケストラ feat.清水和音
マーチ＆ジャズ セレクション

詳細は8面をご覧ください
問  シビックチケット

03-5803-1111（10：00～19：00）

19
（土）

小「区民と医師会のつどい」
講師 順天堂医院院長 天野篤氏
13：30開場　14：00～16：00
全席自由/入場無料
問  小石川医師会・文京区医師会

03-3947-0411（平日 9：00～17：00）

小 益田正洋ギターリサイタル
18：40開場　19：00～21：00
全席自由/3,000円
問  コルソ・レント
益田正洋ギターリサイタル実行委員会（佐藤）
053-435-4053

20
（日）

大 SuperOrchestra2016
13：15開場　14：00～16：00
全席自由/1,000円
問  スーパーオーケストラ（山口）

090-8312-3919（土・日 10：00～17：00）

小 グループ２１ピアノコンサート
18：30開場　18：45～21：30
全席自由/入場無料
問  グループ２１ピアノコンサート

03-3813-1755（平日 16：00～19：00）

21
（月）

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

22
（火）

大 第49回看護学生看護研究学会
11：00開場　12：00～16：00
全席指定/1,000円
問  公益社団法人 東京都看護協会

03-5229-1731（平日 8：45～17：15）

23
（水）

大 第194回定期研究発表演奏会
東邦音楽大学管弦楽団
13：30開場　14：00～16：00
全席自由/1,500円
問  東邦音楽大学 地域連携・演奏センター

049-235-2157（月～土 9：00～17：00）

小 第8回みんなの体操フェスティバル
13：00開場　13：30～16：00
全席自由/入場無料
問  NPO東京都ラジオ体操連盟（広報部堀内）

03-3942-9202（9：00～21：00）

小 改ざん！「フィガロの結婚」
ホウツキ・カゲキ団公演
19：00開場　19：30～21：00
全席自由/1,000円
問  宝槻美代子

03-3816-3461（9：00～20：00）

26
（土）

大 0歳からのオーケストラコンサート
詳細は7面をご覧ください

問  サンライズプロモーション東京
0570-00-3337（10：00～18：00）

27
（日）

大 日本IBM管弦楽団第２８回定期演奏会
13：15開場　14：00～16：00
全席自由/2,000円
問  日本IBM管弦楽団事務局

080-3207-8967（10：00～18：00）

小 文京区日本舞踊普及会25周年記念公演
①12：30開場　13：00～15：00
②16：00開場　16：30～18：30
全席自由/大人3,000円　小学生2,000円
  親子（大人・小学生）4,000円
問  文京区日本舞踊普及会（若柳）

03-3941-1627（9：00～22：00）

28
（月）

小 古代丹波歴史研究所所長講演会
海部氏系図に秘められた卑弥呼
13：30開場　14：00～16：00
全席自由/1,500円
問  古代丹波王國研究会（佐藤）

029-857-6416（10：00～18：00）

29
（火）

小 特別版マタニティひろばハロー赤ちゃん！
～妊娠授乳期の栄養を知ろう！～
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）

小 伊藤政則の『遺言』Vol.4
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）

30
（水）

小 第27回日本ドイツ歌曲コンクール（本選）
15：10開場　15：40～19：00
全席自由/2,000円
問  一般財団法人 ドイツ歌曲普及協会

03-3249-6788

12
月

2
（金）

大 LATIN&JAZZFESTA-EASTvs.WEST
15：15開場　16：00～18：30
全席指定/前売 S席6,000円　A席5,000円
  　　 B席4,000円
  当日 S席6,500円　A席5,500円
  　　 B席4,500円　
問  一般社団法人日本ポピュラー音楽協会

03-3585-3903（10：00～18：00）

3
（土）

大 まらしぃ marasy piano live tour 
2016追加公演
16：00開場　17：00～19：00（予定）
全席指定/前売4500円　当日5,000円
問  サンライズプロモーション東京

0570-00-3337（10：00～18：00）

小 クリスマス☆コンサート2016
音楽の絵本～JIVE～
①10：30開場　11：00～12：30
②14：30開場　15：00～16：30
 完売御礼
問  シビックホール ホール事業係

03-5803-1103（平日9：00～17：00）

8
（木）

小 平成28年度B地区学校保健協議会
13：30開場　14：00～16：30
全席自由（一部指定を除く）/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 8：30～17：00）

10
（土）

小 日中文化交流フェスティバル
18：00開場　18：30～21：00
全席自由/前売2,000円　当日2,500円
問  稲葉（賈）

080-3243-7521（9：00～21：00）

10
（土）

～

11
（日）

大 井上バレエ団12月公演
「くるみ割人形」

詳細は7面をご覧ください
問  井上バレエ団

03-3416-3656（月～土 10：00～17：30）

介護付有料老人ホーム

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。

♪音楽出張♪
音楽家派遣

料金 税込1万円より
（演奏者1名：1時間：交通費実費）

（株）コモド TEL 090-1116-3321
FAX 03-3828-5640 友部（ともべ）
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日  日時　 会  会場　 内  内容　 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
チケットのお求め お問合せ

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。

文京アカデミー　　　　

シビックチケット予約専用電話
K03-5803-1111

シビックホール ホール事業係
K03-5803-1103

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

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。

牧阿佐美バレヱ団創立60周年記念公演シリーズⅧ

「くるみ割り人形」

こどもバレエ・ワークショップ

出　演   金平糖の精／ 青山季可（17日昼）、日髙有梨（17日夜）、織山万梨子（18日）
  王子／ 菊地研（17日昼）、ラグワスレン・オトゴンニャム（17日夜）、清瀧千晴（18日）
 雪の女王／ 茂田絵美子（17日昼）、佐藤かんな（17日夜）、阿部裕恵（18日）
 ほか　牧阿佐美バレヱ団

指　揮  アレクセイ・バクラン　　 管弦楽  東京オーケストラＭＩＲＡＩ
演出・振付  三谷恭三（プティパ／イワノワ版による）
全席指定  S席 10,800円　A席 8,000円　B席 5,000円
 S席ペア 20,000円　A席ペア 15,000円
 B席ペア 9,500円　（ペア席は2階席のみ）
Pコード 	 453-705

お問合せ  牧阿佐美バレヱ団公演事務局 
 03-3360-8251 (平日10:00～18:00)

12/17（土）		①14:00開演②18:30開演・18（日）		14：00開演大ホール シ メ 
ぴ 楽

	 A　「くるみ割り人形」親子鑑賞教室 （参加費：無料）  
　　対象：左記公演チケットをご購入の小学1～3年生と保護者	 	
B　はじめてのバレエ・レッスン （参加費：1組　1,000円） 	
　　対象：バレエがはじめての4歳～未就学児と保護者	 	
　　※	ワークショップBはチケットご購入者でなくても可、動きやすい服装でお越しください。

日  12月18日（日）10:30〜11:30 （ワークショップA、Bともに）
	 A　文京シビックセンター3階 会議室 

B　文京シビックセンター地下1階 レクリエーションホール
定 	各講座15組30名（応募者多数の場合は抽選）
	 往復はがきに以下の項目を記入の上、返信用にもあて先を記入し、下記へお申込みく
ださい。	 	
①参加希望ワークショップ名（AまたはB）　②参加希望者の氏名（フリガナ）・年齢　
※往復はがき1通につき保護者１名と対象年齢のお子様１名　③郵便番号、住所、電
話番号　④A講座ご希望の方のみ、チケットをご購入された公演日と座席番号	
［申込先］	〒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 「こどもバレエ・ワークショップ」担当
〆 	 11月25日（金）必着　※結果は12月2日（金）頃までに郵送にて通知します。

内

会

申

参加者募集！4歳から
入場OK！

2017年　1/14（土）		15：00開演大ホール シ メ
ぴ

日本を代表するアーティスト陣が
新年を華やかに彩る、好評の

“響きの森ニューイヤー・コンサート”
新しい年の幕明けを祝う、
多彩なラインアップをお楽しみください。

指　揮  尾高忠明　 ヴァイオリン  南 紫音(＊)　
ソプラノ  佐藤しのぶ(＊＊)　 テノール  錦織 健(＊＊＊)
管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団
曲　目  モーツァルト／歌劇「フィガロの結婚」序曲、 ロンド K.373(＊) 

 ベートーヴェン／ロマンス第2番(＊) 
J.シュトラウス2世／喜歌劇「こうもり」序曲 
ロッシーニ／歌劇「セビリアの理髪師」より “空はほほえみ”(＊＊＊) 
ドニゼッティ／歌劇「愛の妙薬」より“人知れぬ涙”(＊＊＊) 
プッチーニ／歌劇「蝶々夫人」より “ある晴れた日に”(＊＊)　 
グノー／歌劇「ファウスト」より“宝石の歌”（＊＊）　ほか

全席指定  S席 9,000円　　　 A席 8,000円　B席 7,000円　
Pコード  305-397

残席僅少

ニューイヤー・コンサート2017
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12/21（水）〜12/25（日）大ホール シ メ ぴ e+ 
L  セ ス

鼓童 ワン・アース・ツアー2016 〜 螺旋
創立35周年記念

日　時  12月21日（水）　18:30開演　　
 12月22日（木）～25日（日）　14:00開演 

演　出  坂東玉三郎　 出　演  太鼓芸能集団 鼓童
全席指定  S席 7,000円　A席 5,000円
Pコード 	 307-070　 Lコード 	35877

お問合せ  チケットスペース 03-3234-9999
 （月～土 １０:００～１２：００／１３：００～１８:００）

創立以来 35 年、太鼓の無限の可能性を追い
求めてきた鼓童。
心地よい響き、緻密に制御された太鼓の音色。
坂東玉三郎氏のもとで取り組んできた改革と
芸術は「螺旋」を描き昇華する。
過去、現在そして未来へと広がる鼓童の世界が
そこにある。

“コバケン”の「新世界より」とピアノ界の至宝＝
小山実稚恵によるグリーグ、ピアノ協奏曲！

2017年　2/4（土）		15：00開演大ホール シ メ ぴ 
e+ L

指　揮  小林研一郎　 ピアノ  小山実稚恵（＊）
管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団
曲　目  グリーグ／ピアノ協奏曲（＊）

 ドヴォルザーク／交響曲第9番「新世界より」
全席指定  S席 5,000円　　　A席 4,000円
 B席 3,000円
Pコード 	 307-696　 Lコード 	32149

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）

残席僅少

残席僅少
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小林研一郎 小山実稚恵
ⓒ満田聡 ⓒND CHOW

2017年　2/17（金）		19：00開演小ホール シ メ
 ぴ

文京シビック寄席

春風亭一之輔
独演会
小ホールが笑いに揺れる！
若手真打の中でも人気・実力ともに
トップクラスの落語家 春風亭一之輔が
文京シビック寄席に登場！

出　演  春風亭一之輔
Pコード 	 453-983

全席指定  3,500円 ©キッチンミノル

2017年 2/11（土・祝）		15：00開演大ホール シ メ ぴ 
e+ L

指　揮  ヤン･ヴァン・デル・ロースト　 演　奏  シエナ･ウインド･オーケストラ
曲　目  委嘱作品（世界初演）、 カンタベリー･コラール

 交響詩「モンタニャールの詩」　ほか
全席指定  S席 4,500円　A席 3,500円　B席 2,500円
 ※学生は各500円引（シエナ事務局のみ取扱い）
Pコード 	 307-533　 Lコード 	33363

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）

シエナ・ウインド・オーケストラ 第43回定期演奏会
～オール ヴァン・デル・ロースト プログラム～

０歳からの
オーケストラ
コンサート
聞いて歌ってやってみよう！

11/26（土）		①11：00開演　②14：15開演大ホール シ メ ぴ 
e+ L  

0 歳から親子で気軽に楽しめる
コンサート。
オーケストラの演奏にあわせ、
歌ったり体を動かしたりする体験も。

指　揮  志村健一　 歌  ドリーミング　 管弦楽  東京室内管弦楽団
曲　目  おもちゃの交響曲、アンパンマンのマーチ　ほか

全席指定   S 席 2,500円　 S 席ペア（2階席） 4,800円　A席 1,500円
 ※ 0歳から入場可。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）
Pコード 	 305-576　 Lコード 	32436

お問合せ  サンライズプロモーション東京  0570-00-3337 （10:00～18:00）

11/10（木）		①12:00開演　②16:00開演大ホール シ メ ぴ  
e+ L  サ

出　演  中村勘九郎、 中村七之助、 中村鶴松 ほか
演　目  歌舞伎塾、 汐汲、 女伊達

全席指定  S席 8,000円　A席 6,500円　B席 5,000円
 ※12：00の回 A・B席は完売
Pコード 	 451-736　 Lコード 	35838

お問合せ  サンライズプロモーション東京	0570-00-3337（10：00～18：00）

脈々と引き継がれる中村屋の心、
そして兄弟公演の新境地を
お楽しみください。

中村勘九郎
中村七之助
錦秋特別公演 2016

中村七之助 中村勘九郎

12/10（土）		18：00開演
12/11（日）		14：00開演大ホール シ メ

 ぴ

井上バレエ団１２月公演
「くるみ割人形」全二幕

クリスマスシーズンの風物詩、 チャイコフスキー
三大バレエの名作「くるみ割人形」。
大人から子どもまで楽しめる
ファンタジックな世界観をご堪能ください。

演出・振付  関 直人
指　揮  御法川 雄矢　 演　奏  ロイヤルチェンバーオーケストラ

全席指定  S席 8,500円　A席 7,500円　B席 5,500円　C席 3,000円
 親子Ｓ席 15,000円　親子A席 13,000円
 学生席 2,000円(中学生以上、お席はお選びいただけません)
Pコード 	 454-126

お問合せ  井上バレエ団　03-3416-3656（月～土 １０：００～１７：３０）
※３歳未満の方の入場はご遠慮願います。　※親子Ｓ・Ａ席及び学生席の取扱いは井上バレエ団のみ

今年で15回目を迎える、区民の合唱団・オーケストラによる「文の京」の
第九。今年もお見逃しなく。

年末の恒例となった区民による「第九」演奏会
にご招待します。

「文
ふ み

の京
みやこ

」の第九演奏会

「文
ふみ
の京
みやこ
」の第九演奏会

― ご招待 ―

指　揮  大井剛史　 管弦楽  SHOBIシンフォニーオーケストラ
曲　目  ベートーヴェン/交響曲第９番「合唱付」ほか

全席指定  A席 2,000円 　B席 1,000円　 Pコード  302-289
お問合せ  「文の京」の第九実行委員会　03-3814-2813（平日9:00～17:00）

12/20（火）		19：00開演	大ホール シ メ 
ぴ

日  12月２0日（火）１9:00開演　
会 	文京シビックホール	大ホール
定 	50組100名	（超えた場合は抽選）
対 	区内在住・在勤・在学者（未就学児を除く）
	 往復はがき（お一人様1通のみ）に	①住
所	②氏名（ふりがな）	③年齢	④電話番
号	⑤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

〆  11月16日(水)必着
問  「文の京」の第九実行委員会
	 ０３－３８１４－２８１３
	 (平日9:00～17:00)

申

今月は、尚美ミュー
ジックカレッジ専門学
校の学生による透き
通ったヴォーカルアンサンブルをお届けしま
す。懐かしい曲、美しいメロディに心癒される
ひとときをゆったりお過ごしください。

11月の
シビックコンサート

日  11月30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 	宮川	泰／若いってすばらしい
	 三木たかし／心の瞳
￥  無料（直接会場へお越しください。）

入場
無料！！

2017―2018
シーズンセット券
詳細は 2 面 をご覧ください。

完売御礼
※当日券の販売はございません

曲　目  シューベルト／夜咲きすみれ、夜と夢、子守歌、月に寄せて 
マンシーニ／ムーンリバー　 
ハーライン／星に願いを　ほか

全席指定  S席 3,000円　A席 2,000円　 Pコード  289-365

曲　目  シューマン／幻想小曲集
 ブラームス／チェロソナタ第１番　ほか
全席指定  S席 3,000円　A席 2,000円　 Pコード  289-366

「月」にまつわる数々のプログラムでお届けします !　リリカ
ルな歌声とピアノの音色に身をゆだねて、日常を抜け出し
てみませんか？

次代をリードする二人の俊英による魅力的な演奏を存分に
お楽しみください。今シーズンを締めくくるにふさわしい、
心ときめく一夜をお贈りします。

2017年
1/27（金）		19：30開演

2017年
3/17（金）		19：30開演大ホール 大ホールシ メ ぴ 

e+ 文 
シ メ ぴ 
e+ 文 

夜クラシック Vol.11 夜クラシック Vol.12

チェロ　横坂源
ピアノ　河原忠之

ピアノ　北村朋幹

ⓒ三浦興一
ソプラノ　幸田浩子

実力派アーティストが数々の名曲を気さくなトークを交えながら
お届けする大好評の室内楽シリーズ。開演は19：30、お仕事
帰りに余裕をもってご来場いただけます。シリーズ

クリスマス☆コンサート
2016

音楽の絵本
～ＪＩＶＥ～

アカペラ・コーラス
〜心をつなぐ うたごえ〜

ⓒ鹿摩隆司

尾高忠明

錦織 健

ⓒMartin Richardson

ⓒ大八木宏武（都恋堂）

南 紫音
ⓒShuichi Tsunoda

佐藤しのぶ
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公 演 間 近 ！

文京アカデミー　　　　

●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）
サ サンライズプロモーション東京 http://sunrisetokyo.com
楽 楽天チケット http://ticket.rakuten.co.jp/

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!!

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。

間 も な く 発 売 ！ ！

ヴァイオリン・親子リトミック・東邦中学/高校受験コース

フルート・ウクレレ・オカリナ・リコーダー
アコースティックギター・おもしろ打楽器

①耳ツボの刺激によって、食欲を徐々に正常に向かわせ、目標体
　重実現をめざします。
②やつれず若々しく、健康的な減量方法を指導しています。
③代謝を良くし、太りにくい体質への改善をめざします。
④痩身のプロとの二人三脚で楽しく続けられます。
⑤終了後もリバウンドしにくい体質になるようフォローします。

「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

「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

豊島区南大塚2-7-2（丸ノ内線新大塚駅より3分）

新大塚店
新大塚

完全予約制

お子様連れ歓迎です。 針は使わないので安全安心です。

日本痩身医学協会会員　　健康管理士一般指導員　　健康管理能力検定一級

千川駅前店 03-3957-5868

耳 ツ ボ 健 康 サ ロ ン イ  ベ  ン  ト

曲　目 	モリコーネ／ニュー・シネマ・パラダイス、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、タンゴの歴史　ほか
全席指定 	 S席	３，０００円		A席	２，０００円　　　 Pコード 		289-364残席僅少

ヴァイオリンとギター、躍動感あふれる
情熱のデュオ。
数々の国際コンクールで最高位を
獲得し、多方面で活躍する二人の
スリリングな競演をご堪能ください！

11/11（金）  19:30開演

2017年　2/19（日）  14：00開演 2017年　2/12（日）  11：00開演 2017年　3/4（土）  15：00開演
2017年　3/5（日）  14：00開演

大ホール

大ホール 大ホール 大ホール

シ メ 
ぴ

ギター　村治奏一ヴァイオリン　川久保賜紀
©Yuji Hori ©大野智嗣

〈Vol.10〉

11/19（土）  １５：00開演

指　揮 	山下一史　 ピアノ 	清水和音(＊)　ナビゲーター 	朝岡	聡
演　奏 	シエナ・ウインド・オーケストラ
曲　目 	歌劇「アイーダ」より“凱旋行進曲”、行進曲「威風堂々」第1番
	 〈リクエストコーナー〉ラデツキー行進曲、帝国のマーチ　ほか
	 ラプソディ・イン・ブルー（＊）、シング・シング・シング　ほか
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）シビックチケットでのみ受付
Pコード 	291-102

完　売

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。〈リクエストコーナー〉では、
多数リクエストで決定したマーチ曲を演奏します。

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.☆
©K.Miura

清水和音

CITTADINO歌劇団第16期生公演より

12/11（日）  17：00開演小ホール シ メ 
ぴ 

日本の楽器と世界の楽器をトークを交えて紹介するコンサートシリーズ。
第１回は韓国編。日本では生演奏を聞く機会が少ない韓国の楽器の魅力
を存分にお楽しみください！

出　演 	タンソ、テグム／パク・ヒドク　カヤグム／イ・ミョンヒ　チャンゴ／イ・チャンソプ
	 尺八／川瀬庸輔　箏／篠塚	綾、澤村祐司　司会／薦田治子
	 協力／筑波大学附属視覚特別支援学校音楽科
全席指定 	3,000円　 Pコード  307-947

日本の響き、世界の調べ
第1回  日本と韓国

〜東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて〜

「銀河鉄道の夜」

ママ・クラシック
～プレママ＆ママへ贈るお昼のConcert～

区民参加オペラCITTADINO歌劇団 第17期生
プッチーニ作曲　歌劇

「トゥーランドット」
第５回

シンフォニックジャズ＆ポップス
コンテスト全国大会

牧阿佐美バレヱ団 創立６０周年記念公演シリーズⅨ

「三銃士」
吹奏楽の新たな可能性を
求めて――
故	真島俊夫が大会総監督を
務め、作曲家の天野正道が
大会代表を務める
シンフォニックジャズ＆ポップス
コンテスト全国大会！

出産前のママや
子育て中のママに
リラックスしていただく
コンサートです。
（妊婦さんやお子さま連れ
でない方もご入場いただ
けます。）

原語上演・
字幕付

現代劇センター真夏座
第132回公演

文京シビックホールの呼びかけで集まった演劇ワークショップ	
受講生の卒業公演。
現代劇センター真夏座主宰・演出家	池田一臣氏指導のもと、4月
から稽古を重ねてきた31名のメンバーが、月組と星組の2組にわ
かれ、名作「銀河鉄道の夜」を演じます。

銀河鉄道に乗って、宇宙へ飛び出した二人の少年。
彼らは、地球と人間を新たな目で見つめ始めます。
150ステージの上演を重ねた真夏座の代表作！

原　作  宮沢賢治　 演出・上演台本  池田一臣

11/10（木）～13（日）小ホール

日　時 	11月12日（土）19:00開演　月組	
11月13日（日）12:00開演　星組

出　演 	ワークショップ受講生31名、池田一臣	ほか
全席指定 	700円　※3歳未満入場不可。3歳以上の方はチケットが必要です。

日　時 	11月10日（木）	19:00開演　11日（金）	①15:00開演	②19:00開演	
	 	 12日（土）	13:00開演　13日（日）	16:00開演	
出　演 	池田一臣、	江口ふじ子、	斎藤友子、	岩﨑幸代、	高藤香織	
	 五十嵐京子、	河野智香、	山田ひろえ、	羽藤雄次　ほか
全席指定 	3,800円　※シビックチケットの販売は終了しました。
お問合せ 	現代劇センター真夏座　03-3816-4029	
	 月・土・日12:00～17:00	
	 http://www.manatsuza.com/

ヴァイオリン 	坂口昌優
ピアノ 	鶴見	彩
全席指定 	800円
	 親子券 1,000円
	 （未就学児1名と大人1名）
※3歳以上はチケットが必要です。
※0歳からご入場いただけますが、お子様が泣いてしまっ
た場合などには一旦ロビーにでるなどご配慮をお願
いします。
共　催 	一般財団法人地域創造
制作協力 	一般社団法人日本クラシック	

音楽事業協会

指　揮 	松岡	究　 演　出  中村敬一
キャスト 	乾ひろこ、	畠山	茂、	馬場	崇、	谷	明美　ほか
合　唱 	CITTADINO歌劇団合唱団
管弦楽 	CITTADINO歌劇団オーケストラ
全席指定 	3,000円　※未就学児の入場はご遠慮願います。

審査員 	天野正道（副審査員長）	
ほか

チケット 	SS	指定席	2,500円
	 （前売のみ）
	 S	 指定席	2,000円
	 （当日２,５００円）
	 A	自由席	1,500円
	 （当日２,0００円）
お問合せ 	ジャズ＆ポップスコンテスト事務局
	 ０９０－３０９８－９２１２

キャスト 	ダルタニヤン／
	 イヴァン・プトロフ（ゲスト・４日）
	 菊地　研（５日）
	 ミレディ／
	 日髙有梨（４日）
	 中川　郁（５日）
	 ほか　牧阿佐美バレヱ団
指　揮 	ウォルフガング・ハインツ
管弦楽 	東京オーケストラMIRAI
演出・振付 	アンドレ・プロコフスキー
全席指定 	Ｓ	席	 10,800円
	 Ａ	席	 8,000円
	 Ｂ	席	 5,000円
	 Ｓ	席ペア	20,000円
	 Ａ	席ペア	15,000円
	 Ｂ	席ペア	 9,500円
	 （ペア席はエリア限定）
＊	４歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。
お子様も一人一枚チケットをお求めください。
お問合せ 	牧阿佐美バレヱ団公演事務局
	 03-3360-8251
	 (平日10:00～18:00)

●CITTADINO歌劇団プロフィール
CITTADINO（チッタディーノ）とは、イタリア語で
「市民」という意味。2000年度より区民参加オペ
ラとしてキャストと合唱団を広く公募し、「オテロ」
「ラ・ボエーム」「カルメン」などの作品を上演。今
年度が第17期生で8月から稽古に励んでいる。

12日（土） 19:00開演　13日（日） 12:00開演
〈区民参加事業〉

演劇グループ “ザ・シビック” ワークショップ卒業公演

「銀河鉄道の夜」

申込方法 往復はがきに以下の項目を記
入の上、返信用にもあて先を記入し、下
記へお申込みください。
❶参加希望楽器名（「タンソ」または「尺八」）
❷氏名（フリガナ）・年齢
❸郵便番号・住所
❹電話番号
❺文京区内在勤者は通勤先名・所在地・
　電話番号、在学者は学校名
［申込先］
〒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

「楽器ワークショップ」担当
※応募は往復はがき1通につき1講座のみ1名まで
※往復はがき以外での応募は受付けません。

締 切 11月11日（金）必着
※結果は11月末頃までに郵送にて通知します。

日 時  12月11日（日）
「短簫にチャレンジしよう！」

「尺八にチャレンジしよう！」

10:30～11:30　
講師：朴喜徳

13:00～14:00　
講師：川瀬庸輔

場 所
文京シビックセンターB1F 多目的室

対 象 小学5年生以上で文京
区内在住・在勤・在学の方

定 員 各回15名
（応募者多数の場合は抽選となります。）

参加費  無料
※練習用楽器代実費負担あり（買取り）

各回1,000～2,000円程度

公演当日、楽器に触れることもできるワークショップを開催します。

2017年　1/19（木）  11：00開演小ホール シ ぴ
 メ 

シ ぴ
 メ 

シ メ
 ぴ

シ メ
 ぴ 楽

チケット発売
シ メ ぴ

11/20(日)　
Pコード	314-430

10：00～

チケット発売
シ メ ぴ

11/21(月)　
Pコード	313-976

10：00～

チケット発売
メ ぴ

11/12(土)　
Pコード	312-555

シ
11/23(水・祝)

10：00～

10：00～

©三浦　彩 シ  区民先行発売
11/23(水・祝)　
電話予約のみ、1日限定
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　　　〜25(金)	

チケット発売
シ メ ぴ 楽
11/30(水)
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10：00

23：59

10：00～

真島俊夫

坂口昌優
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