
次号の文京アカデミーSQUAREは2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。

4月入学生募集！

平成28年12月1日（木）
～平成29年3月20日（月）

1/15（日）・2/5（日）・2/19（日）
入学相談会・大学説明会

16：30

大学説明会

無料きもの着付教室

古　美　術音　楽　教　室

文京アカデミー［スクエア］

QUARES月号

公益財団法人 文京アカデミー
〒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）

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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佐渡裕×シエナ・ウインド・オーケストラ 大ホール

東京フィルハーモニー交響楽団
「響きの森クラシック・シリーズ」 大ホール

スラットキン指揮デトロイト交響楽団
feat. 小曽根 真

文京アカデミー Square2 平成29年1月号（通巻第193号） QUARES

設立103年の歴史を誇るアメリカオーケストラ界の雄「デト
ロイト交響楽団」が19年ぶりに日本ツアーを敢行。2008年
に同オーケストラの音楽監督に就任した巨匠レナード・スラッ
トキンが率いて初来日となる今回、シビックホールではアメ
リカとのゆかりも深く、日本を代表するピアニスト小曽根真
をソリストに迎え、バーンスタイン、ガーシュウィン、コープ
ランドなど、関東公演では唯一となるオール・アメリカン・プ
ログラムをおおくりします。

文京シビックホールを拠点に活動し、吹奏楽ファンに高い人気
を誇るプロ吹奏楽団、シエナ・ウインド・オーケストラと、首席指
揮者・佐渡裕のコンビが2年ぶりにシビックホールに帰ってきます！ 

“躍動感”と“愉しさ”を持ち味とするシエナの魅力を存分に引
き出す佐渡裕の指揮と、佐渡シエナ公演ではおなじみの名物コー
ナー“音楽のおもちゃ箱”には、バリトン歌手キュウ・ウォン・ハン
が登場し、クリスマスシーズンにぴったりの名曲を歌い上げます。
何が飛び出すか、お楽しみに！！

【指  揮】 佐渡裕
【ゲスト】 キュウ・ウォン・ハン
           （バリトン）

毎回、人気実力派アーティストが気さくなトークを交え
ながら名曲の数々をおおくりする室内楽シリーズ「夜ク
ラシック」（通称＝夜クラ）。4年目のシーズンもピアノ、ヴァ
イオリン、チェロ、クラリネット、ギターなど多彩な編成で
ウイークエンドの夜をゴージャスにそしてしとやかに彩
ります。少し遅めの開演時間（19時30分開演）だから余
裕をもってご来場いただけます。お得な4公演セット券
も好評発売中。

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２回はシルクロー
ドを通じて広く分布する琵琶とその仲間の楽
器を特集します。

文京シビックホール主催の子ども向け公演が、来年
度リニューアルされます。一年を通してお楽しみい
ただけるよう、さまざまなプログラムをご用意いたし
ました。どうぞご家族でお楽しみください。

2013年 東京フィル・親子で楽しむ“はじめてのオーケストラ”
音楽劇「アリとキリギリス」より

2017-2018公演ラインアップ発表！

響きの森きっずプログラム

夜クラシック2017-2018シーズン

今夏、訪れる怒涛のオール・アメリカン・プログラム！

週末は「夜クラシック」で癒しのひと時を―
人気アーティストの魅力が凝縮された90分

10年以上にわたり首席指揮者を務める
佐渡裕とのコンビで、
本拠地・文京シビックホールに登場！

伝統楽器
「琵琶」の歴史をひもとく

親子でお楽しみいただけるプログラムを一年を通してご用意

6月30日（金）、9月28日（木）、2018年1月25日（木）、3月16日（金）

詳しくは8面をご覧ください

詳しくは8面をご覧ください

7月17日(月・祝) 
12月13日（水） 

▪6月10日(土) 小ホール
音楽の絵本～アミーゴ～

▪7月29日(土)・30日(日) 小ホール
東京フィル・親子で楽しむ

“はじめてのオーケストラ”
▪8月26日(土) 小ホール

劇団かかし座
「魔法つかいのおとぎばなし」

▪10月22日(日) 大ホール
音楽の絵本～吹奏楽～

▪12月2日(土) 小ホール
栗コーダーのクリスマス
＠Bunkyo Civic Hall 2017

▪2018年
3月3日(土)・4日(日) 小ホール
フルーツの国のおんがくパーティー♪

文京シビック
ホール

大ホール

大ホール

日本の響き、世界の調べ 第２回 琵琶とシルクロード
～東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて～
１１月２５日（土） 

小ホール

小ホール

ダンサーの高度なテクニックと優雅な舞。壮大な舞台装置と美しく豪華な衣装。チャイコフ
スキーの音楽と見事に融合した夢のような舞台を心ゆくまでお楽しみください。

クラシックバレエの最高峰「眠れる森の美女」を上演！

牧阿佐美バレヱ団「眠れる森の美女」
10月7日（土）、8日（日） 

大ホール

大ホール

ⒸMark Bouhiron

ⒸHisao Suzuki 

©飯島隆

2015年、メンバーの体調不良により
公演中止となった“ラ・クァルティーナ”
の文京公演。2年の時を経て、パワー
アップした4人のチェロマイスターが
シビックホールに帰ってきます。バロッ
ク、タンゴから一世を風靡した伝説の
ロックまで、かつてない斬新なライン
アップをおおくりします！

ラ・クァルティーナ in Bunkyo 2017

新たなる境地へ ―クラシックから伝説のロックまで―
11月24日（金） 　

小ホール

ラ・クァルティーナ
（藤森亮一、藤村俊介、銅銀久弥、桑田歩）

©Norikatsu_Aida

２００２年から続く人気シリーズ
「響きの森クラシック・シリーズ」。
２０１７－２０１８シーズンはシリー
ズ１５周年を記念して、東京フィ
ル名誉音楽監督で世界的指揮者
チョン・ミョンフンが登場！さらに“シ
リーズの顔”小林研一郎はもち
ろん、“天才マエストロ”バッティ
ストーニなど、トップ・アーティス
トが勢揃い！ 

一流アーティストが
奏でる、選りすぐりの
名曲を堪能できる
人気シリーズ

詳しくは8面をご覧ください

Ｖｏｌ.６0  ５月２０日（土）
【指揮】 アンドレア・バッティストーニ  【ピアノ】 外山啓介
Ｖｏｌ.６１  ９月１６日（土）

【指揮】 チョン・ミョンフン　【ピアノ】 イム・ジュヒ
Ｖｏｌ.６2  ２０１８年１月１３日（土）

【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
Ｖｏｌ.６3  2018年2月3日（土）　【指揮】 小林研一郎

ピアノ
福間洸太朗

小曽根 真

レナード・スラットキン

佐渡 裕

キュウ・ウォン・ハン

©上野隆文©ヴィヴァーチェ©満田聡

小林研一郎 チョン・ミョンフン
アンドレア・
バッティストーニ

ヴァイオリン
郷古 廉

ピアノ
仲道郁代

ギター
荘村清志

Ⓒ得能通弘 CHROME

Ⓒ鹿摩隆司

ⒸKiyotaka Saito

ⒸHikaru.☆

ⒸYuji Hori

Ⓒ大杉隼平

ⒸNiko Rodamel

この他にも、今回紹介しきれなかった多数の公演を実施予定！最新の公演情報、チケット発売情報は、スクエア誌面、ホームページ等で随時公開いたします。
※都合により出演者、演目等が変更される場合がございます。



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29年1月号（通巻第193号）文京アカデミー　　　　

※レストラン試食付見学会を開催します。
　ご予約後招待状を送付させていただきます。
　詳細につきましてはご招待状をご確認ください。

※レストラン試食付見学会を開催します。
　ご予約後招待状を送付させていただきます。
　詳細につきましてはご招待状をご確認ください。

24時間看護師常駐のシニア住宅

クラーチ・エレガンタ本郷

土地：一部所有一部借地、建物：事業主所有

11
    1     1

20
水 金

7

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

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
（平日 9：00～17：00）

申  このページに掲載されている事業の申込先（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

文の京・最先端生命科学講座第１７回
東京医科歯科大学難治疾患研究所で行われている最先端の研究を分かりやすく説明します。
日  ２月１７日（金） １９：００～２１：００　会  スカイホール（文京シビックセンター２６階）
第１部「ゲノムの多様性と医療：組織適合性抗原と移植、自己免疫病、感染症、アレルギー、
  ワクチンとの関わり」
師  東京医科歯科大学難治疾患研究所　教授　木村 彰方　
第２部「ゲノムビッグデータと人工知能による未来の医療」
師  東京医科歯科大学難治疾患研究所　教授　角田 達彦
対  15歳以上（中学生を除く）　定  ９０名（抽選）　￥  無料　〆  ２月６日（月）必着
申  往復はがきに①「最先端生命科学１７」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へ

※公益財団法人文京アカデミーＨＰ（http：//www.b‐academy.jp/）からも申込可
※手話通訳あり。詳細はお問い合わせください。
※受講は当選者ご本人に限ります。

大学プロデュース特別公開講座
（東洋学園大学学長講演会）
受講者募集

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  2月25日（土） 14：30～16：00
会  東洋学園大学本郷キャンパス フェニックスホール
（文京区本郷1-26-3）

師  東洋学園大学学長　原田 規
き
梭
さ
子
こ

内  テーマ「演劇が心を動かすとき～演劇の楽しみ方～」
 国境を越え多くの人々の心をつかんだ蜷川幸雄。演劇は心を解放し、人生を振り返らせ
ます。ときに人の生きる指針となります。さぁ、劇場に行きましょう。

対  どなたでも　定  12０名（抽選）　￥  無料　〆  2月13日（月）必着
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

シビックシネマサロン
「ぶんきょうゆかりの文人たち－観潮楼をめぐって－」
 （38 分／カラー／ 1987 年）
「絵図に偲ぶ江戸のくらし」（33 分／カラー／ 1977 年）
日  1月20日（金） 13：30～15：00
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。

メセナ講演会
「南極越冬隊体験談～南極を知ろう、触ろう！～」
受講生募集

第 37 次越冬隊員として南極に行った講師が体験談をお話しします。南極の氷や防寒具に
触れることもできます。今回はメセナ講演会として、NECネッツエスアイ株式会社と公益
財団法人文京アカデミーとの協働で開催します。
※講演会風景の写真や動画撮影があります。
日  2月23日（木） 14：00～15：30
会  スカイホール（文京シビックセンター26階）
師  NECネッツエスアイ株式会社　釘光信一郎
対  区内在住、在勤、在学者（15歳以上、中学生を除く）
定  ７０名（抽選）　￥  無料　〆  2月10日（金）必着
申  往復はがきに①「メセナ講演会」②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番号⑥在勤の方
は勤務先名・所在地・電話番号、在学の方は学校名と、返信用にもあて先を明記し上記へ

※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
※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

魚のおろし方教室
区内の魚屋さんが、親切・丁寧に魚のおろし方を教えます。
日  2月19日（日） 10：30～12：30
会  アカデミー茗台（文京区春日2-9-5）
師  東京魚商業協同組合の文京区内4支部（富坂・大塚・本富士・駒込）の魚屋さん
定  16名（抽選）　￥  受講料2,000円　教材費2,000円
対  区内在住・在勤・在学者（15歳以上、中学生を除く）　〆  1月31日（火）必着
申  往復はがきに①「魚のおろし方教室」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上記へ

※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
※受講は当選者ご本人に限ります。

正解者の中から抽選で、
弥生美術館・竹久夢二美
術館「ペア入館券」と「竹
久夢二一筆はがき」のセッ
トを10名様にプレゼント
次回の「クイズ 温故知新」は
平成29年4月号に掲載予定問題

2017年7月17日、文京シビック大ホールで
アメリカオーケストラの雄「○○○○○交響
楽団」が19年ぶりに日本での公演を行いま
す。さて、○の中に入る5文字はA～Cのど
れでしょうか？

【応募方法】 はがきに、①クイズの答え ②住所 ③氏
名 ④文京アカデミーSquareで特集してもらいたい
事やご感想を明記して下記へお送りください。
〒112-0003 文京区春日1-16-21
公益財団法人文京アカデミー「文京温故知新」係
【締切】 1月20日（金）（当日消印有効）
【発表】 賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※お預りした個人情報は当選賞品発送のために使用し、第
三者に開示することはありません。

※クイズのご応募はお一人1通までとさせていただきます。

答え
A ラスベガス　B アトランタ　C デトロイト

パソコン講座（エクセル入門）受講生募集
表計算ソフト「エクセル」の基本操作を学びます。ビジネスでもご家庭でも役立つ便利な
表やグラフを作成します。
［使用OS：Windows10、使用ソフト：Excel2013］
日  3月15日（水）～17日（金） 
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エクセル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  2月10日（金）必着

スクエア音声版の配付について
文京アカデミーでは、「スクエア」音声版（デイジー版）を平成２９年１月号から制作し、文京区
内の視覚障害の方に無料で配付します。
ご希望の方は、スクエア編集部までお問い合わせください。
スクエア編集部　TEL ０３-５８０３-１１１９　　E-mail　gakusyu_suisin@b-academy.jp



4 平成29年1月号（通巻第193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 心理教育相談所 Tel 03-3944-8151

心理教育相談所主催
日常の「こころ」をテーマとした講習会

跡見学園女子大学教授　
山口 豊一　ほか

2/2～2/25
全4回 10：40～12：10 各40名 無料

お茶の水女子大学 会 お茶の水女子大学　問 公開授業担当 Tel 03-5978-5162

公開授業
「防災・危機管理～レジリエンスサイエンスと未来社会～」

香川大学特任教授
金田 義行

2/13（月）・
  14（火） 9：45～17：25 50名 500円

（資料代）

順天堂大学 会 文京シビックホール小ホール　問 順天堂医学会事務局 Tel 03-5802-1586

第39回都民公開講座「大人にも子どもにも重要な睡眠時
無呼吸症候群：イビキをなくして元気で安全に」

順天堂大学大学院公衆衛生学教授
谷川 武　ほか 2/18（土） 13：00～16：00 300名

（申込順） 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
「ブラジルの多彩文化と言語」（ブラジル・ポルトガル語）

拓殖大学言語文化研究所講師
浜岡 究 1/21（土） 13：00～14：30 150名 無料

（申込不要）

国際講座
あなたはなぜ拉致されなかったのか

拓殖大学海外事情研究所教授
荒木 和博 1/28（土） 10：30～12：00 250名 1,000円

（当日支払）

知的好奇心への誘い
「スペイン語圏の言語状況と文化」（スペイン語）

拓殖大学言語文化研究所長
小池 和良 1/28（土） 13：00～14：30 150名 無料

（申込不要）

国際講座
総括講演：これが日本の生きる道

拓殖大学海外事情研究所長
川上 高司 2/18（土） 10：30～12：00 250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  エクステンションセンター Tel 03-3946-9667

平田紀子の生き生き歌える！歌唱伴奏法 東邦音楽大学講師
平田 紀子 2/18（土） 13：00～15：00 30名 2,000円

音楽の都ウィーンと作曲家たち
～W.A.モーツァルト編～

東邦音楽大学講師
浦川 玲子 2/18（土） 14：00～16：00 50名 3,000円

小林沙羅　特別講座
「歌曲・オペラにおける親子愛の世界」

声楽家・ソプラノ
小林 沙羅 2/22（水） 14：00～16：00 110名 3,000円

東京医科歯科大学 会  東京医科歯科大学3号館　問  学務部学務企画課 Tel 03-5803-5073

学際生命科学東京コンソーシアム第１１回市民講演会
「大切な命を守る科学」～環境・疾患を考える～

東京医科歯科大学教授
石川 欽也　ほか 1/28（土） 13：30～17：00 170名 無料

（申込不要）

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

家族臨床アドバイザー傾聴講座
～役に立つカウンセリングをめざす～テーマ（Ｃ）コース

子ども家庭教育フォーラム代表
富田 富士也　ほか

2/22～3/29
水曜日 全4回 18：45～20：15 20名 12,400円

（別途費用あり）

お江戸ルほーりー　特別講座
～新選組、最後の戦い～

江戸文化歴史検定１級合格
堀口 茉純

2/25～3/18
土曜日 全3回 10：30～12：00 40名 7,800円

（別途費用あり）

日本の伝統色に親しむ
～四季を愛で、自然を慈しむ色を学ぶ～

色彩活用研究所 サミュエル講師
長澤 陽子

3/4・18
土曜日 全2回 10：00～12：00 20名 6,600円

（別途費用あり）

放送大学 会  放送大学東京文京学習センター　問  広報課公開講座担当 Tel 043-298-4288

公開講演会
「人のこころは読めるのか？～自己認識と他者認識との関係性～」

放送大学教授　
森 津太子 2/4（土） 14：00～15：30 200名 無料

アカデミー湯島 ＴＥＬ：03-3811-0741（9:00～21:00） アカデミー音羽 ＴＥＬ：03-5976-1290（9:00～21:00） アカデミー茗台 ＴＥＬ：03-3817-8306（9:00～21:00）

文京区内で活動する生涯学習サークルの活動が見学・体験できます。公益財団法人文京アカ
デミーホームページ（http://www.b-academy.jp/）にも詳細を掲載してあります。
※会場および活動日の頻度、時間等は各団体もしくは各地域アカデミーまでお問合せください。
※当日自由入場のものは、直接会場にお越しください。

※すべて動きやすい服装でご参加ください。

日程 主催・教室内容 時間 参加方法 活動日

1/28
（土）

詩吟國暠会
詩吟を楽しむ

13:00～
17:00 当日自由入場 火・土

文京美術研究会　
静物画に挑戦

13:00～
16:00

事前申込
03-3837-7712（川端）
持ち物：水彩絵の具

土・日

1/31
（火）

女声合唱ディアナ
女声コーラス体験

10:30～
12:15 当日自由入場 火

2/1
（水）

かこう会
水彩画を描く

13:00～
16:00

当日自由入場
持ち物：水彩道具 水

文京混声合唱団　
混声合唱体験

18:30～
21:00 当日自由入場 水

2/3
（金）

文京篆刻教室
印を彫る（名前等）

13:00～
15:00

事前申込
03-3203-3470（原） 金

文韻書道会
希望の書を添削指導

18:30～
20:30

事前申込
03-3941-7918（春名）
持ち物：書道具

金

2/5
（日）

チェスサロン・サークル
チェスボードを使用した
もう一つのゲーム（ドラ
フツ）体験

14:00～
15:00

事前申込
090-1406-4041
（川口）

日

アカデミー千石
問  文京アカデミー施設管理係
ＴＥＬ：03-5803-1100（9:00～17:15）
日程 主催・教室内容 時間 参加方法 活動日

1/27
（金）

そろばんサークル
そろばん体験

10:00～
11:00
15:00～
16:00

事前申込
080-3722-3544
（永元）
持ち物：えんぴつ

火・水・
木

2/3
（金）

千石書道会
毛筆による基礎練習

13:00～
16:00 当日自由入場 金

日程 主催・教室内容 時間 参加方法 活動日

1/26
（木）

新婦人文京支部むぎ班小組
太極拳・民踊体験

10:30～
12:00 当日自由入場 水・木

東京バラライカアンサンブル
音羽グループ
ロシア民族楽器
バラライカに触れ、
簡単な奏法を学ぶ

14:00～
16:00 当日自由入場 木・日

2/1
（水）

手織の会
手織の作品づくり見学

13:30～
16:30 当日自由入場 水

日程 主催・教室内容 時間 参加方法 活動日
1/26
（木）

３Ｂ体操レディス
健康体操

9:00～
12:00

事前申込
090-6183-1519 （疋田） 木

1/28
（土）

レオの会　
若がえり体操

10:00～
12:00 当日自由入場 土

1/30
（月）

エアロすみれ
高齢者向けエアロビックス

10:00～
11:00 当日自由入場 月

ヨーガ無心の会
ヨーガ体験

13:30～
15:00

当日自由入場
※五本指ソックスか素足に
　なれる状態、タオル持参

月

1/31
（火）

文京フラフレンズ
エレガントフラ、ロケラニ

10:00～
12:30 当日自由入場 火

ハッピー太極拳教室「如月」
太極拳体験

13:00～
17:00 当日自由入場 火

2/1
（水）

エアロたんぽぽ
高齢者向けエアロビックス

10:00～
11:30 当日自由入場 水

弥生会太極茗拳クラブ
太極拳の体験教室

13:30～
15:15 当日自由入場 水

ヨーガ菩提樹
ヨーガ体験

13:30～
15:00 当日自由入場 水

2/2
（木）

あすなろ
社交ダンスレッスン

10:00～
15:00

当日自由入場
※昼休憩あり12時～13時 木

2/3
（金）

ピアノeclub　
音楽de健康『リズモ』

10:00～
11:30 当日自由入場 金

１・２
月



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。

     1月14日( 土 )
10:30~12:20

入  試  説  明  会 ＜小学生・保護者・塾 対象＞

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

平成 29年度入試  直前対策

ご来場者全員に昨年度一般・特別入試の過去問題集をお渡しします。

個別相談・校内見学

【内容】
学校紹介【開催日】

【時　間】

学　校　説　明　会 介護付有料老人ホーム

入居一時金 1,560万円
Aタイプ居室（18.10㎡）、プランBの場合

月額 245,000円～

5平成29年1月号（通巻第193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　休  休館（園）日

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 文化事業係
K03-5803-1120

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　1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。

◆竹久夢二の春・夏・秋・冬
　― 四季の抒情 夢二絵ごよみ ―
　開催中～3/26

会  文京区弥生2-4-2

問  03-5689-0462

休  1/10（火）・16（月）・23（月）・
30（月）

竹久夢二美術館

◆第11回企画展
　「縁の下で身体を支える腎臓」　開催中～4/9
◆常設展
　「近代から現代への医学の歩み －医学部と附属病院の150年－」
　※詳細は、http://mhm.m.u-tokyo.ac.jp/

会  文京区本郷7-3-1  

問  03-5841-0813（開館時間内）

休  毎週月、12/28～1/4、1/14、15

東京大学医学部・医学部附属病院
健康と医学の博物館

◆水滴くん福袋配布＆初春江戸あそび
　1/7～1/9
◆水道写真展　開催中～1/31
◆ワークショップ「江戸の名水と飲み物」　1/14　14：00～15：00
◆講演会「武蔵野台地の地形・地質と水」　1/21　14：00～15：30

会  文京区本郷2-7-1

問  03-5802-9040

休  毎月第４月
（祝日の場合は翌日休）
 1/23（月）  

東京都水道歴史館

◆常設展示：ファーブルや昆虫、自然に
　関する展示　（生家を再現）
　昆虫観察・採集会、昆虫標本作製教室、「昆虫塾」などＨＰ参照

会  文京区千駄木5-46-6

問  03-5815-6464（開館時間内）
休  月～金
　　開館時間 13：00～17：00

ファーブル昆虫館
「虫の詩人の館」

◆博物館実習Ⅰ①コース　実習成果展示
　（1/18～5月予定）

会  文京区白山5-28-20 

問  03-3945-8764

休  日・祝、～1/17
 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

◆コレクション展
　「賀古鶴所（かこつるど）という男／
　一切秘密無ク交際シタル友」　開催中～1/29（日）
◆ミニ企画　没後100年上田敏「海潮音の韻

ひびき
－上田君と僕」

　開催中～4/2（日）

会  文京区千駄木1-23-4 

問  03-3824-5511

休  1/24（火）、30（月）、31（火）
 開館 10：00～18：00
（入館は17:30まで）

文京区立森鷗外記念館

◆「ロマノフ王朝展」 
　─日本人の見たロシア、
　ロシア人の見た日本─　1/7～4/9

会  文京区本駒込2-28-21 

問  03-3942-0280

休  火、～1/7、1/14（イベント貸切）
 開館 10：00～19：00
（入館は18:30迄）

東洋文庫ミュージアム

◆超絶入魂！時代劇画の神
　平田弘史に刮目せよ！
　開催中～3/26（日）

会  文京区弥生2-4-3

問  03-3812-0012

休  1/10（火）・16（月）・23（月）・
30（月）

弥生美術館

◆鏡開式　1月8日（日） 10：00～
　講道館伝統の鏡開式。形の演技や
　しるこ会が行われます。
　見学・参加可（申込み不要）
◆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

講道館柔道資料館・図書館 会  文京区春日1-16-30 

問  03-3818-4562

休  土・日・祝、～1/4
 開館時間 10：00～17：00 

スポーツ振興課　スポーツ振興係

日  3月4日（土） 9：00～
会  総合体育館
対  文京区内在住・在勤・在学者（小学生以上）
￥  １チーム500円（保険料）
内  ①小学校低学年の部②小学校中学年の部
 ③小学校高学年の部④一般の部（中学生以上）
定  ①②各8チーム、③④各12チーム
※小学生は８名以上・一般は６名以上でお申し込みください。
申  電子申請または申込書に必要事項を記入し、郵送または
FAXで下記へ

 〒112-8555 文京シビックセンター
 文京区スポーツ振興課　FAX 03-5803-1356
 ▷申込書配布：スポーツセンター、総合体育館、江戸川橋
体育館、小石川運動場、スポーツ振興課（文京区ホーム
ページにも掲載）

〆  1月25日（水）

みんなで楽しく
ドッヂビー大会

ドッヂボールゲームをやわらかいディスクを使って行います。
ぜひご参加ください。日  ２月５日（日） １０：３０～19：３０

会  文京シビックホール小ホール
内  日本舞踊　対  どなたでも
定  ３２５名（全席自由）
￥  無料　申  当日直接会場へ

第６０回
文京区日本舞踊のつどい

区内で日本舞踊の稽古をされている皆様による発表会です。
どうぞご来場ください。

日  １月６日（金）～２９日（日）
会  シビックセンター地下１階
 吹きぬけ周囲
内  本郷で創立された女子美術大学短期大学部の卒業生と
美術界で活躍を続ける画家の作品が一堂に会する師弟の
研究発表展です。

￥  無料

アートウォール・シビック
第14回美it展

若手芸術家の創作活動の発表の場です。

日  2月15日（水） 14：00～15：30
会  文京シビックセンタースカイホール
師  黒岩直樹氏
（日本テレビスポーツ局次長）

対  どなたでも
定  90名（先着順）
￥  無料
申  当日直接会場へ

スポーツ振興講演会
「ジャイアンツと東京ドーム」
－観るスポーツの楽しみ方

文京区とゆかりの深いジャイアンツと東京ドームをテーマに、
長年スポーツ番組を担当してきた講師が、テレビの前でのス
ポーツ観戦をより楽しむコツをお伝えします。王選手や長嶋
選手の貴重な映像も見られる予定です。

黒岩直樹氏

文京区ポスコン
～伝統文化をもっと知ろう！～

文京区ポスターコンクール最優秀デザインが決
定しました！！
区が主催する文化事業（各種つどい・大会）の事業周
知ポスターのデザインについて、審査員による選考を
行った結果、次のとおりデザインおよび受賞者が決定し
ました。入賞されたデザインにつきましては、今後開催
する文化事業（各種つどい・大会）の事業周知ポスター
として採用する予定です。

第55回 文京区合唱のつどい
区内で活動する合唱サークルの皆さんが、日頃の練習の成
果を発表します。どうぞご来場ください。
日  1月15日（日）
 11：00開演（10：30開場） 19：00終演（予定）
会  文京シビックホール大ホール
内  文京区内で活動する合唱サークルの発表
￥  無料　申  当日直接会場へ

民謡大会　大作 萌

合唱のつどい　安井 満美子

秋の文化祭　齋藤 ひな

日本舞踊のつどい　横山 翠南

携帯版
電子申請用



文京アカデミー　　　　

文京シビックホール スケジュール
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29年1月号（通巻第193号）

平成29年1・2月上旬（12月20日現在）
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。

23
（月）

小 伊藤政則の『遺言』Vol.5
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）

24
（火）

小 Circle A Sax!!　第2回演奏会
18：30開場　19：00～21：00
全席自由/一般3,000円　大学生以下2,000円
問  Circle A Sax（野原）
 090-1948-9409

25
（水）

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）

26
（木）

小 公益社団法人日本火災学会
講演討論会
12：00開場　13：00～16：30
入場無料/全席自由 ※テキスト代1,500円
問  公益社団法人 日本火災学会
 03-3813-8308（平日 9：00～17：00）

小 第38回東京大学医師会
公開講座「高齢者の食事療法」
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）

27
（金）

大 夜クラシックVol.11
詳細は7面をご覧ください

問  シビックチケット
03-5803-1111（10：00～19：00）

小 セミナー「介護ロボット、ICTの活用で
拓く介護事業の未来」
13：15開場　13：30～16：30
全席自由/入場無料
問  （公財）介護労働安定センター東京支部
 03-5901-3061（平日 9：30～17：00）

小 文京らくご会第四回
「柳家三三独演会」

18：45開場　19：15～21：15
全席指定/3,300円
問  オフィス10
 03-6304-8545（10：00～18：00）

29
（日）

大 文京区民オーケストラ
第27回定期演奏会
13：30開場　14：00～16：00
全席自由/1,000円
問  文京区民オーケストラ
 090-9804-0980

29
（日）

小 文京区青少年委員会×b-lab
第23回コミュニティプラザ
12：00開場　12：30～16：30
全席自由（一部指定）/入場無料
問  青少年委員会
 090-8463-7146

30
（月）

～

31
（火）

大 神韻2017日本公演
1/30（月） ①13：15開場 14：00～16：20
  ②18：15開場 19：00～21：20
1/31（火） 13：15開場 14：00～16：20
全席指定/ SS席20,000円
  S席16,000円　A席12,000円
  B席10,000円　C席8,000円
  D席6,000円
問  一般社団法人 古典芸術振興会
 03-6907-3288

2
月

4
（土）

大 響きの森クラシックシリーズ
Vol.59

詳細は7面をご覧ください
問  東京フィルチケットサービス

03-5353-9522（平日 10：00～18：00）

小 ちゃいれっく新大塚駅前保育園
生活発表会
9：30開場　9：45～11：45
全席指定/入場無料
※事前申込制、2月1日〆切
問  ちゃいれっく新大塚駅前保育園
 03-5940-3866（9：00～18：00）

小 介護に疲れた時、心が軽くなるヒント
18：45開場　19：15～21：15
全席自由/3,000円
問  介護者のメンタルケアを考える会

070-5654-8541（平日 13：00～18：00）

5
（日）

小 文京区日本舞踊のつどい
10：00開場　10：30～19：30
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）

9
（木）

大 平成28年度 障害者雇用促進セミナー
12：30開場　13：30～16：10
全席自由/入場無料 ※事前申込制
問  文京区障害者就労支援センター

03-5805-1600（平日 9：00～18：00）

10
（金）

小 第30回 文肢協音楽の集い
～旅立ち～
18：00開場　18：30～21：00
全席自由/1,000円
問  文京区心身障害福祉団体連合会

03-5803-1115（平日 9：15～17：00）

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。

「今年こそ痩せる！」と
真剣に思っているあなた！
耳ツボダイエットで身体も心も
軽くなってみませんか？

「今年こそ痩せる！」と
真剣に思っているあなた！
耳ツボダイエットで身体も心も
軽くなってみませんか？

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

こんな方に最適です！
●絶対に痩せたい方、真剣に痩せようと思う方
●医師から痩せるように指示されている方
●代謝が悪く、痩せにくいと感じている方
●食欲をどうやっても抑えられない方
●肩こり、頭痛、生理不順、不眠等不調を感じている方

こんな方に最適です！
●絶対に痩せたい方、真剣に痩せようと思う方
●医師から痩せるように指示されている方
●代謝が悪く、痩せにくいと感じている方
●食欲をどうやっても抑えられない方
●肩こり、頭痛、生理不順、不眠等不調を感じている方

1
月

5
（木）

～

7
（土）

大 第23回全国高等学校選抜
オーケストラフェスタ
5日（木） 12:00開場　12：30～18：10
6日（金） 10:40開場　11：10～18：10
7日（土） 10:40開場　11：10～17：40
一部自由／入場無料
問  全日本高等学校オーケストラ連盟事務局

03-6452-9017（平日 9：30～17：30）

9
（月）

小 ルナ クリスタ新春コンサート
13：30開場　14：00～16：00
全席自由/3,000円
問  ルナ クリスタ
 080-4137-3130

10
（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

13
（金）

小 MION・未来へつなぐ音
第2回公演
18：30開場　19：00～21：00
全席自由/4,000円
問  文京楽器
 03-5803-6969（10：30～19：00）

14
（土）

大 響きの森クラシックシリーズVol.58
ニューイヤー・コンサート2017

詳細は7面をご覧ください
問  シビックチケット

03-5803-1111（10：00～19：00）

小 シビックシアター☆トークショー
「母と暮せば」

12：30開場　13：00～16：30
全席自由/入場無料 ※事前申込制
問  アカデミー文京 学習推進係

03-5803-1119（平日 8：30～17：15）

15
（日）

小 文京区合唱のつどい
10：30開場　11：00～19：00
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）

16
（月）

小 アジア学生パッケージデザイン
AWARDS
10：00開場　10：30～17：45
全席自由/入場無料
問  アスパック事務局
 03-3815-2723（平日 13：00～17：00）

19
（木）

小 ママ・クラシック
～プレママ＆ママへ贈るお昼のConcert～

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）

20
（金）

小 防災対策シンポジウム
13：00開場　13：30～16：30
全席自由/入場無料
問  文京区防災課
 03-5803-1179（平日 8：30～17：15）

21
（土）

小 及川音楽事務所ニューイヤー
ガラコンサート
13：00開場　13：15～16：30
全席自由/2,500円
問  及川音楽事務所

03-3981-6052（9：30～22：00）

日  ３月１６日（木） １９：００ ※所要時間1時間程度
会  文京シビックホール 大ホール
対  高校生以上で、階段の昇降が可能な方(応相談)
定  30名（抽選）（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で①参加者全員（4名まで）の住所
（在勤者は勤務地・社名） 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、返信先にもあて先を明記し下記へ

 〒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

  〈メール送付先〉 
 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）
〆  2月24日（金）　※はがきは当日消印有効、メールは必着
 ※抽選結果は3月上旬までに発送
 ※住所、氏名等の記入事項に不備がある場合は、返信でき
ない場合があります。

問  公益財団法人文京アカデミー 施設管理係
 TEL 03-5803-1100（9：00-17：00）

文京シビックホール バックステージツアー！

広告募集
発　行　日　毎月5日
発 行 部 数　100,000部
　※区内全域の朝日・毎日・読売・日経・東京・サン
ケイの6紙朝刊に90,000部を折込み

　※当財団および区の関係施設、区内一部地下
鉄駅、区内大学、美術館、博物館等にて配布

広 告 料 金
　1面…43,800円　中面…29,200円 
　8面…37,800円
　※1枠6cm×6cm、消費税込
　※詳しくは、財団ホームページをご覧ください。
　　http://www.b-academy.jp/
お問合わせ先 公益財団法人文京アカデミー
 学習推進係 ☎03-5803-1119
  （平日 9:00～17:00）

幅広い世代に読まれています！スクエア



©Disney, ©Disney/Pixer

2/4（土）  15：00開演 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

残席僅少

Vol.
59

1/14（土）  15：00開演大ホール シ メ
ぴ

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
	 	ベートーヴェン／ロマンス第2番(＊)
	 プッチーニ／	歌劇「蝶々夫人」より	

“ある晴れた日に”(＊＊)
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

完　売 残席僅少

残席僅少

ニューイヤー・コンサート2017

Vol.
58

南	紫音尾高忠明

錦織	健佐藤しのぶ

ⓒMartin	Richardson ⓒShuichi	Tsunoda

ⓒ大八木宏武（都恋堂）

7平成29年1月号（通巻第193号）

日 	日時　会 	会場　内 	内容　師 	講師　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。

文京アカデミーの催し❷
チケットのお求め お問合せ

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）　※12/28（水）〜1/4（水）は休業 （平日 9：00〜17:00）

次代をリードする二人の俊英によ
る魅力的な演奏を“夜クラシック”
ならではのトークを交えながらお楽
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。
曲　目 	ドビュッシー/月の光
	 ヤナーチェク/おとぎ話
	 バッハ/無伴奏チェロ組曲	 	

	 第1番より“プレリュード”
	 シューマン/	トロイメライ、	 	

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

3/17（金）  19：30開演大ホール シ メ ぴ 
e+ 文 

夜クラシック Vol.12夜クラシック Vol.11

チェロ　横坂 源 ピアノ　北村朋幹

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

デュマの「三銃士」をバレエ化。
イケメン剣士達が所狭しと駆け回り、
手に汗握るハラハラ・ドキドキシーン
が満載！ 日本では牧バレヱ団だけが
上演している、痛快な冒険物語です。

舞台は中国・北京。美しくも冷酷なトゥーランドット姫をめぐる謎解き
の物語。アリア「誰も寝てはならぬ」が有名なプッチーニの代表作を
お届けします！

今回のチラシ・ポスターのイラストは、	
東京都立工芸高等学校デザイン科3年	
遠井りなさんの作品を採用しました。

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 	ナマセ・ラプソディ、 カンタベリー・コラール、 交響詩「スパルタクス」	

委嘱作品（新作）、 クレデンティウム、 交響詩「モンタニャールの詩」
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～

2/12（日）  11：00開演大ホール

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
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！

吹奏楽関係者にはお馴染みの作曲家、
ヤン・ヴァン・デル・ローストが
自身の作品を指揮！
この演奏会のために委嘱した新曲も
世界初演します。

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）
Pコード  312-555
お問合せ 	ジャズ＆ポップスコンテスト事務局　
	 ０９０－３０９８－９２１２

シ メ
 ぴ

2/19（日）  14：00開演大ホール

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」
〈原語上演・字幕付〉

指　揮 	松岡	究
演　出 	中村敬一
キャスト 	トゥーランドット／乾	ひろこ	

アルトゥーム皇帝／伊達英二	
ティムール／畠山	茂	
カラフ／馬場	崇	
リュー／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
Pコード 	313-976●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。

シ メ
 ぴ

©TAKUMI JUN

今月は、尚美ミュージッ
クカレッジ専門学校の学
生のみなさんによるパー
カッションアンサンブル・
コンサートです。明るく
陽気なマリンバの魅力を
お楽しみください。

1月のシビックコンサート

日 	1月25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  J・シュトラウスⅡ／ワルツ「春の声」ほか
￥ 	無料（直接会場へお越しください。）

入場
無料！！

パーカッション 
アンサンブル・コンサート

完 売 御 礼
※当日券の販売はございません

2/17（金）
19：00開演小ホール

文京シビック寄席

春風亭一之輔
独演会

3/4（土）  15：00開演
3/5（日）  14：00開演大ホール

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」

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）
	 コンスタンス／青山季可（4日）、太田朱音（5日）　
	 ミレディ／日髙有梨（４日）、	中川 郁（５日）　
	 三銃士／清瀧千晴、ラグワスレン・オトゴンニャム、坂爪智来（4日）、濱田雄冴（5日）
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。
Pコード  455-065
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)

シ メ
 ぴ 楽

©鹿摩隆司

第2回こどもバレエ・ワークショップ
「はじめてのバレエ・レッスン」

公演チケットのご購入がなくてもお申し込みいただけます。
〈日時および対象年齢〉
　　〈レッスンA〉 4歳〜未就学児と保護者 2月5日（日）10：00〜11：00
　　〈レッスンB〉 小学1〜３年生と保護者 2月5日（日）11：３0〜12：３0
会  文京シビックホール 多目的室 （文京シビックセンター地下1階）
￥ 	 1,000円（1組につき）
師 	牧阿佐美バレヱ団	阿部友喜、中嶋織葉
定 	各回15組30名（応募者多数の場合は抽選）
	 往復はがきに	①参加希望レッスン名（AまたはB）	②参加者（お子様と保護者）の氏名
（ふりがな）・年齢・性別	③郵便番号・住所	④電話番号を記入の上、	返信用にもあて
先を記入し、下記へ申込み	 	
［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

	 ※応募は1通につき保護者1名と対象年齢のお子様1名
〆 	 1月17日（火）必着
	 ※結果は1月23日（月）頃までに通知します。

申

参加者
募集！

ヤン･ヴァン・デル・ロースト

4歳から
入場OK！

曲　目 	シューベルト／夜と夢	
	 アヴェ・マリア、月に寄せて	
	 マンシーニ／ムーンリバー	
	 ヴ	ェルディ／オペラ「椿姫」

より“ああ、そは彼の人
か～花から花へ”	

	 ハーライン／星に願いを	
	 沼	尻竜典／	 	

オペラ「竹取物語」より	
“かぐや姫のアリア”

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

「月」にまつわる珠玉のプログラム
をおおくりします !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？

1/27（金）  19：30開演大ホール シ メ ぴ 
e+ 文 

ピアノ　河原忠之
ⓒ三浦興一

ソプラノ　幸田浩子

ⓒ満田聡

小林研一郎 小山実稚恵
ⓒND	CHOW

演　奏 	川越奏和奏友会吹奏楽団
	 東京都立片倉高等学校吹奏楽部
	 ヤマハ吹奏楽団
	 松戸市立第四中学校吹奏楽部
	 神奈川大学吹奏楽部
全席指定 	SS	席	2,500円　（前売のみ）
	 S	 席	2,000円　（当日２,５００円）
	 A 席	1,500円　（当日２,0００円）
Pコード  314-717
お問合せ 	“21世紀の吹奏楽”実行委員会	事務局
	 090-8685-3028

Dear BEATLES 2017 ディズニー・ライブ！
「ミッキーの
 フォーエバーマジック！」

FINAL JAPAN TOUR

21世紀の吹奏楽第20回 “響宴”
3/12（日）  17：00開演3/19（日）  14：00開演 4/6（木）～9（日）大ホール大ホール 大ホールシ メ ぴ 

e+ L
シ メ 
ぴ

シ メ ぴ e+ 
L  セ 楽 キ

出　演 	杉	真理、 坂崎幸之助	(THE	ALFEE)、 リッキー	(Revolver)	
上田雅利	(TULIP)、伊豆田洋之　ほか

全席指定 	6,000円 （当日6,500円）
Pコード  313-940　 Lコード  77066
お問合せ 	TBSサービス	03-3505-7710（平日10：00～17：00）

日　時 	４月６日（木）11:00開演／14:00開演
	 ４月７日（金）11:00開演／14:00開演／17:00開演
	 ４月８日（土）13:00開演／16:00開演
	 ４月９日（日）10:00開演／13:00開演／16:00開演
※	開場は各公演開演の45分前／公演時間は休憩含む約90分
全席指定 	土日　S席 5,200円　A席 3,800円
	 平日　S席 4,900円　A席 3,500円
※	2歳以下のお子様は保護者1名につき、1名まで膝上に限り無料。	
但しお席の必要な場合は有料。
お問合せ 	キョードー東京	0570-550-799	（平日11:00～18:00　土日祝10:00～18:00）

THE	BEATLESを
敬愛してやまない
ミュージシャン達による、
1年に1度の
トリビュートライブ！

邦人作曲家による、
未出版・未発表作品を多数発表します！

さあ、 みんなもミッキーたちと一緒に魔法使いに
なろう！ ミュージック！ ダンス！ そしてマジック！

文の京コミュニティコンサート
東洋文庫ミュージアム
フルート＆ハープ デュオコンサート

日 	2月11日（土・祝）　開演13時00分（開場12時30分） ※満席になり次第ご入場をお断りする場合がございます。
会  東洋文庫ミュージアム　文京区本駒込2-28-21　TEL	03-3942-0280
	 JR・東京メトロ南北線「駒込駅」徒歩８分　都営地下鉄三田線「千石駅」徒歩7分	
都営バス上58系統・茶51系統「上富士前」徒歩1分

出 	フルート/斎藤和志　ハープ/宮原真弓
曲 	チャイコフスキー／バレエ音楽「くるみ割り人形」より
	 ビゼー／歌劇「カルメン」より“間奏曲”
	 モーツァルト／フルートとハープのための協奏曲より	
	 宮城道雄／春の海　ほか	
￥ 	一般	900円　65歳以上	800円　大学生	700円　中・高校生	600円　小学生	290円	
（ミュージアム入館料のみ、 コンサートは無料）
申 	事前申込みは必要ありません。当日直接会場へお越しください。
共 	公益財団法人	東洋文庫　http://www.toyo-bunko.or.jp/

文京シビックホールがお届けする区内施設でのコンサートシリーズ“文の京コミュニティコンサート”
2月は東洋文庫ミュージアムでフルートとハープによるデュオコンサートを開催いたします。

斎藤和志 宮原真弓 昨年のシビックコンサートの模様

大ホール

チケット発売
シ メ ぴ e+
L  セ 楽 キ
1/14(土)
Pコード	455-495
Lコード	37702

10：00～

ⓒキッチンミノル



シリーズセット券、Vol.13 のご案内
Vol.13 〜 16 の 4回分のセット券とVol.13 の 1回券を	
販売しております。いずれかをお選びください。

シリーズセット券、Vol.60 のご案内
Vol.60 〜 63 の 4 回分のセット券と Vol.60 の 1 回券
を販売しております。いずれかをお選びください。

響きの森 クラシック・シリーズ

8 平成29年1月号（通巻第193号）

間 も な く 発 売 ＆ 好 評 発 売 中 ！

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
※12/28（水）～1/4（水）は休業

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）

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）

楽 楽天チケット http://ticket.rakuten.co.jp/
キ キョードー東京 ☎︎0570-550-799

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。

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

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

4月8日（土）・9日（日）
会員以外の参加可能（ご相談下さい）
文化シヤッターBXホール（春日・後楽園）
入場無料

第17回発表会開催第17回発表会開催

音　楽　教　室

レンタルルーム グランドピアノ付16帖 他大小8室

無料体験レッスン

リトミックコース開講！
様々な楽器レッスンが受けられる
音楽教室ならではのカリキュラム

音楽を身近に感じられる親子向け
コンサートを定期的に開催予定

1月18日（水）11時～12時
1月20日（金）11時～12時
詳しくはお問い合わせください。

補　聴　器

◎国際講座 開催時間10:30～12:00
受講料：1,000円（当日支払） 定員：250名（申込不要）
１月28日（土）「あなたはなぜ拉致されなかったのか」
講師：荒木 和博（海外事情研究所教授）
2月18日（土）総括講演：「これが日本の生きる道」
講師：川上 高司（海外事情研究所長）

◎知的好奇心への誘い 開催時間13:00～14:30
受講料：無料 定員：150名（申込不要）
１月21日（土）「ブラジルの多彩文化と言語」（ブラジル・ポルトガル語）
講師：浜岡 究（言語文化研究所講師）
1月28日（土）「スペイン語圏の言語状況と文化」（スペイン語）
講師：小池 和良（言語文化研究所長）

※	その他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。

※	シビックチケットで電話予約・窓口販売のみ受付
※	他プレイガイドでの取扱はございません。

※	本公演をシリーズ年間セット
券として販売しているため、
お席の希望に添いかねる場
合がございます。あらかじめ
ご了承ください。

4公演とも同じお席でお楽しみいただけます。

５月２０日（土）１５：００開演
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／ピアノ協奏曲第1番（＊）、交響曲第5番　ほか
９月１６日（土）１５：００開演
指　揮 	チョン・ミョンフン（東京フィル名誉音楽監督）
ピアノ  イム・ジュヒ（＊）
曲　目 	ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第3番（＊）、 交響曲第3番《英雄》
2018年１月１３日（土）１５：００開演
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 	プッチーニ／歌劇「ラ・ボエーム」より“私が街を歩くと”（＊＊）	

歌劇「ラ・ボエーム」より“冷たい手を”（＊＊＊）
	 サン=サーンス／序奏とロンド・カプリチオーソ（＊）　ほか
2018年２月３日（土）１５：００開演
指　揮 	小林研一郎　 曲　目  スメタナ／連作交響詩「わが祖国」全曲

Vol.60

Vol.61

Vol.62

Vol.63

指　揮 	レナード・スラットキン　 ピアノ  小曽根	真(＊)　 管弦楽  デトロイト交響楽団
曲　目 	バーンスタイン／「キャンディード」序曲　バーバー／弦楽のためのアダージョ
	 ガーシュウィン／ラプソディー・イン・ブルー(＊)　コープランド／交響曲第3番
全席指定 	 S席	13,000円　A席	11,000円　B席	9,000円　C席	7,000円　D席	5,000円
	 プレミアムシート	16,000円 (公演プログラム付)
	 ※学生割引あり（S～B席各50％引）	2/22（水）より、シビックチケットでのみ受付

関東公演で唯一となるオール・アメリカン・プログラムと小曽根真の「ラプソディー・イン・ブルー」をお楽しみください。

スラットキン指揮 デトロイト交響楽団
feat. 小曽根 真

7/17（月・祝）  15：00開演大ホール

アンドレア・
バッティストーニ

外山啓介

小林 研一郎 チョン・ミョンフン

アンドレア・バッティストーニ

あなただけの「指定席」をご用意！

M
yung-W

hun Chung
2017-2018

Vol.60-63

2017-2018
シーズンシリーズセット券

いよいよ発売!!

©上野隆文

©ヴィヴァーチェ©満田聡

HIBIKINOMORI
Classic series

Andrea Battistoni

Kenichiro kobayashi

2017ー2018 シーズン シリーズセット券

4公演25,000円のところ
 ➡ 21,000円（税込）

S 席 4,000円
OFF

4公演21,000円のところ
 ➡ 18,000円（税込）

A 席 3,000円
OFF

4公演17,000円のところ
 ➡ 16,000円（税込）

B 席 1,000円
OFF

シリーズセット券
好評発売中！

1回券（Vol.60）は下枠を
ご覧ください。

期間限定
2017年

3月12日（日）
まで

バッティストーニによるオール
チャイコフスキープログラム！

指　揮 	アンドレア・バッティストーニ
ピアノ  外山啓介(＊)

来年度４公演を同じお席《あなただけの指定席》でお楽しみいただける、お得なシリーズセット券もいよいよ発売！
期間限定の発売ですので、お見逃しなく！

４公演セット券 全席指定 Ｓ席 ９，０００円
※セット券はS席のみ販売いたします。

※	１	回券（S席3,000円、A席2,000円）の発売日は確定次第、本紙
及びホームページ等でご案内いたします。

１回券 S席 3,000円 × 4公演 ＝ 12,000円
1公演分3,000円お得！

5/20（土）  15：00開演大ホール シ メ 
ぴ

管弦楽 	東京フィルハーモニー交響楽団
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
全席指定 	 S席	5,000円　A席	4,000円　B席	3,000円

Vol.
60

シ  区民先行発売
1/29(日)　　		　
電話予約のみ、1日限定

メ メンバーズ先行
1/30(月)　　　
　　　〜31(火)	

チケット発売
シ メ ぴ

2/12(日)
Pコード	319-056

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

シ  区民先行発売
1/22(日)

電話予約のみ、1日限定

メ メンバーズ先行
1/23(月)　　　
　　　〜24(火)	

チケット発売
シ メ ぴ
1/29(日)
Pコード	317-749

e+ 文
1/30(月)

10：00～

10：00

23：59

10：00～

10：00～

メ メンバーズ先行
1/10(火)　　　
　　　〜11(水)	

チケット発売
シ メ ぴ e+ L  文

1/16(月)
Pコード	316-452
Lコード	33988

10：00

23：59

10：00～

©上野隆文

©Yuji Hori

ママ・クラシック

夜クラシック2017－2018 シリーズセット券

2017

福間洸太朗＆吉田 誠
デュオリサイタル夜クラシックVol.13

～プレママ＆ママへ贈る
 お昼のConcert～

平日のお昼にクラシック音楽を聴いて
リラックス＆リフレッシュしませんか？
おなかの中の赤ちゃんが心地良くなれ
る曲もご用意してお待ちしております。
（妊婦さんやお子さま連れでない方も、
もちろんパパもご入場いただけます。）

3月31日を「オーケストラの日」として、
オーケストラ音楽をもっと身近に感じて
いただくために、首都圏全12楽団が集
まりオーケストラの魅力をお届けします！	

ヴァイオリン 	坂口昌優　 ピアノ  鶴見	彩
曲　目 	モーツァルト／メヌエット、	ベートーヴェン／ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」より第3、4楽章	

モンティ／チャルダッシュ　ほか
全席指定 	800円　親子券 1,000円　（未就学児1名と大人1名）　 Pコード  314-430
※親子券はシビックチケットでのみ取扱い。　※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出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 	現田茂夫　ヴァイオリン  スヴェトリン・ルセフ
管弦楽 	オーケストラの日祝祭管弦楽団	

（首都圏の全プロフェッショナル・オーケストラ
より集まる特別なオーケストラ）

曲　目 	シベリウス／交響詩「フィンランディア」	
ヴァイオリン協奏曲	

ストラヴィンスキー／バレエ音楽「火の鳥」組曲	
	 （1919年版）

全席指定 	一般 3,000円　ペア（2枚） 5,000円
　	 ジュニア（小～高校生） 1,000円
※コンサートは未就学児入場不可

無料イベント／文京シビックセンター各所で開催
子どもから大人まで、オーケストラがもっと楽しくなる無
料イベントも開催！
オーケストラ広場 大ホールロビー 11:00オープン
ゲネプロ公開 大ホール 12:00集合	

（4歳から入場可）
楽器体験 区民ひろば 11:00～14:30
ミニ・コンサート	
	 （全3回）

小ホール 1回目は11:30開始
（0歳から入場可）

バックステージツアー 大ホール 要事前申込
お問合せ 	日本オーケストラ連盟　０３-５６１０-７２７５	
	 （平日１０：００～１８：００）

1/19（木）  11：00開演小ホール シ メ 
 ぴ

坂口昌優

 昨年の公演の様子

福間洸太朗

吉田 誠

鶴見 彩

人気の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「夜クラシック」シリーズ。
パリ国立高等音楽院を始め、ヨーロッパで研鑽を積んだ若き国際派、	
ピアノの福間洸太朗とクラリネットの吉田誠が夜クラシックに初登場。
リサイタルや各著名オーケストラとの共演、音楽祭への参加、CDのリリー
スなど、意欲的な活動が著しい二人による大注目のデュオ！開演は 19時
30分なので余裕をもってご来場いただけます。

ピアノ 	福間洸太朗　 クラリネット  吉田 誠
曲　目 	ドビュッシー／月の光　サティ（福間・吉田編曲）／ジュ・トゥ・ヴ	

ショパン／ノクターン第2番	
サン＝サーンス／クラリネット・ソナタ	変ホ長調　ほか

全席指定 	 S席	3,000円　A席	2,000円

※	本公演をシリーズ年間セッ
ト券として販売している
ため、お席の希望に添いか
ねる場合がございます。あ
らかじめご了承ください。

6/30（金）  19：30開演

3/31（金）
15：00開演

大ホール

大ホール

シ メ ぴ 
e+ 文 

シ メ ぴ 
e+ L  文

©RamAir.LLC

©Mark Bouhiron

6月3０日（金）１9：3０開演
ピアノ 	福間洸太朗　 クラリネット  吉田	誠
曲　目 	ショパン／ノクターン第2番　ほか
９月28日（木）１9：3０開演
ヴァイオリン 	郷古	廉　 ピアノ  田村	響
曲　目 	バッハ／シャコンヌ　ほか
２０１８年１月25日（木）１9：3０開演
ピアノ 	仲道郁代　ヴァイオリン  成田達輝
チェロ  上野通明
曲　目 	未定
２０１８年3月16日（金）１9：3０開演
ギター 	荘村清志、 福田進一
ソプラノ  林 正子
曲　目 	タレガ／アルハンブラの思い出	ほか

Vol.13

Vol.14

Vol.15

Vol.16

好評
発売中！

成田達輝 福田進一田村 響
©武藤章 ©Hiroki Sugiura

シ  区民先行発売
1/15(日)

電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
1/16(月)　　　
　　　〜17(火)	

チケット発売
シ メ ぴ
1/22(日)

Pコード	319-061

e+ 文
1/23(月)

10：00～

10：00

23：59

10：00～

10：00～

シ メ

レナード・スラットキン 小曽根 真 デトロイト交響楽団
©Niko Rodamel ©大杉隼平

シ メ ぴ
e+ 文

期間限定
2017年

3月31日（金）
まで

好評
発売中！

1回券は
こちら




