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詳しくは2・3面をご覧ください

次号の文京アカデミーSQUAREは7月5日発行です

本紙に掲載されている広告についてのご不明な点は広告主へお問合せください。

都 市 対 抗 野 球

※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
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介 護 付 有 料 老 人 ホ ー ム

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

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

♪楽しくアンサンブルを 
みんなでやってみませんか！
弦楽・合唱（初心者OK）・管楽・ジュニア
当教室の受講生でなくてもOKです。

文京区本駒込6-15-2山口ビル2Ｆ  山手線 南北線 駒込駅至近
六義園隣接  染井門そば   火曜日定休  営業時間11時～19時

お見合い結婚へのサポート
結婚相手との出会いのきっかけ
その一つが“お見合い”です。

お気軽にご相談ください。お待ちしています。

ジェイ・エム・エー駒込
結婚相談所

電話 03-3945-5771
URL http://beloved.jp/

ご来所予約を
是非！！

◎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）
６月１７日（土）「今考える
　　　　　　 防衛庁長官坂田道太」
講師：佐瀬昌盛（元拓殖大学海外事情研究所長）
　
◎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）
７月１日（土）「あなたはアフリカを
　　　　　  知っているか？」
講師：甲斐信好（拓殖大学国際学部教授）

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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文京アカデミーでは毎年、夏休みの子ども向けプログラムを企画しています。
今年の夏休みも、「観る」「体験する」「学ぶ」をテーマに、趣向をこらした多彩なプログラムをご用意しました。

夏休みの楽しい思い出を、文京アカデミーでたくさんつくってください。

この夏は、“音楽と歌で楽しむ音楽劇「アリとキリギリス」”と
“影絵で楽しむ《魔法つかい》のお話”2つの公演をお届けします♪
どちらの公演も0歳からご入場いただけます。　

文京シビックホール バックステージツアー

響きの森 きっずプログラム

《響きの森きっずプログラム》 29年度公演スケジュール

昨年好評だった、“劇団かかし座”が演目を変
えて再び登場！影絵を織り交ぜて、魔法つかい
が登場する不思議で楽しい２つのお話を上演
します。お話のほかに、あら不思議！ みんなの
手がキツネや鳥になる、手影絵体験コーナーも。
14時の回は公演終了後、バックステージツアー
も開催。影絵のしくみを知って影絵劇の舞台裏
を体験ください。

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オペラ歌手による、歌と生
演奏で楽しむ“音楽劇”。今年は2013年に上演し
好評をいただいた「アリとキリギリス」が新しくなっ
て帰ってきます！ 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。
毎年大人気の指揮者体験コーナー「目指せ世界のマエストロ！」や、オーケストラ
の楽器がわかる「オーケストラのひみつ！」など盛りだくさんのプログラムをお楽
しみください。

毎年大好評の夏休みバックステージツアーを今年も開催します！
いつも見ているステージに上がってみたり、舞台の裏側にあ
る楽屋を覗いてみたり、舞台の下に何があるのか歩いてみた
り、様々な角度で文京シビックホールを楽しんでみませんか。
ぜひ皆様のご参加をお待ちしております！

申 	往復はがきまたはメールに①〜④を明記し下記へ
 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（区内在勤者は勤務先も）
 ③氏名（ふりがな）・年齢（区内在学者は学校名・学年も）
 ④電話番号
  〒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
 ※返信用にも申込をされる方の郵便番号・住所・氏名を忘れずにご記入ください。
	 ※6月1日より郵便料金が改定されました。
	 　往信面・返信面とも62円分の切手を貼付してください。
  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 	7月28日（金）　※はがきは当日消印有効、メールは必着。
	 ※応募者多数の場合は抽選（区内在学・在住・在勤者優先）。抽選結果は8月上旬までに発送。
	 ※不備があるはがきは、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
 03–5803–1100（9：00〜17：00）

日  8月22日（火） ①午前の部 10:30〜（予定）  ②午後の部 14:00〜（予定）
	 ※所要時間1時間を予定。時間は変更となる可能性があります。
会  文京シビックホール 大ホール
対 	小学生以上　
	 ※小学生は保護者の同伴が必要です。
	 ※車イスご利用の方は、
	 　事前にお問合せください。　
定 	各回30名
　（１グループ4名まで。抽選の場合、
 区内在学・在住・在勤者優先）　
￥ 	100円（保険料込）

1年を通して楽しんでいただけるように、右の一覧
のとおり、年間6つの公演をご用意しました。お気
に入りの公演をみつけて、ぜひ、シビックホールへ
お越しください！

影絵を織り交ぜた、楽しいお話のはじまりはじまり♪「アリとキリギリス」をリニューアル上演！！

応募者多数の場合は抽選（区内在学・在住・在勤者優先）。抽選結果は8月上旬までに発送。

指揮 水戸博之 ソプラノ 赤星啓子 テノール 高橋 淳

管弦楽  東京フィルハーモニー
 交響楽団のメンバーによる
　　　ミニオーケストラ
全席指定  3,000円
Pコード  324-331

7/29（土）・30（日） 各日11：00開演 シ メ ぴ e+  

 シビックチケット ☎03-5803-1111
（10:00〜19:00 土・日・祝休日も受付）

チケットの
お求め

東京フィル・親子で楽しむ“はじめてのオーケストラ” 劇団かかし座「魔法つかいのおとぎばなし」

影絵を織り交ぜた、楽しいお話のはじまりはじまり♪

8/26（土） 

出　演  劇団かかし座
Pコード  457-027

全席指定  2,500円

小ホール シ メ ぴ①11：00開演
②14：00開演

★各公演とも2つのお話を上演します。
　　　  「魔法つかいビーストと少年ウィリー」
　　　  「魔法の呪文、ムタボール」

小ホール

推奨年齢

3歳～
推奨年齢

3歳～

観る

体験
する

0歳から
入場OK!!

お話❶

お話❷

文京シビックホ
ールの

キッズ向け公演
が

リニューアル！

夏休みは、文京アカデミーに集合！文京京
観て！ 体験して！ 学んで！！！

推奨年齢

3歳～
推奨年齢

5歳～

※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。

公演名 公演日 会場 チケット発売予定
音楽の絵本～アミーゴ～ 6月10日（土） 小ホール 完売
東京フィル・親子で楽しむ“はじめてのオーケストラ” 7月29日（土）／30日（日） 小ホール 好評発売中
劇団かかし座　「魔法つかいのおとぎばなし」 8月26日（土） 小ホール 好評発売中
音楽の絵本～吹奏楽～ 10月22日（日） 大ホール 8面をご覧ください
栗コーダーのクリスマス＠Bunkyo Civiｃ Hall 2017 12月	2日（土） 小ホール 8月頃を予定
フルーツの国のおんがくパーティー♪ 3月	3日（土）／4日（日） 小ホール 11月頃を予定

みんな
きてね！

往復はがきの場合

メールの場合

年間通して
お楽しみ

いただけます！

日  日時　 会  会場　 内  内容　 師  講師　 対  対象　 定  定員　 ￥  費用　 申  申込先　 〆  締切　 問  問合せ先
2 平成29年6月号（通巻第198号） 文京アカデミー　　　　



29年度 夏休み子どもアカデミア

子どもアカデミア講座×
文の京ミュージアムネットワーク

29年度夏休み子どもアカデミア講座受講生募集

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。

今年の子どもアカデミア講座は区制
70周年を記念して、文の京ミュージ
アムネットワークとコラボした講座を
実施します！ 「本駒込」エリアの六義園・
東洋文庫、「湯島・本郷」エリアの東京
大学総合研究博物館の2講座をご用
意しました。ミューズネット施設をめぐ
りながら、文京区の文化や歴史の魅
力にふれてみましょう。この夏だけの
特別な体験ができるかも…。

「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「学びのポイントラリーフェスティバル」に招待されます。

詳しい内容についてのお問い合わせは下記へ
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  ＦＡＸ03-5841-3919
http://www.chiiki-manabi.org/

夏休み子どもアカデミアは、子どもの感性を育てたり、知識を広げたり、
どの講座も夏休みの思い出として貴重な体験ができるものばかりです。ぜひご参加ください。

対 	文京区内在住・在学者（詳細は講座一覧をご覧ください。）
〆 	6月26日（月）必着
申 	往復はがきに
 ①講座名（※3、4、5、10、11の講座はAかBいずれかを選択）
 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
	 ※6月1日より郵便料金が改定されました。往信面・返信面とも62円分の切手を貼付してください。
 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）。
	 ※複数講座お申し込みの場合は、往復はがき1枚につき1講座1名分（保護者同伴の場合は2名1組）でお申込みください。
	 ※定員を超えた場合は抽選。　※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
区制70周年記念
文京ミューズネット
六義園・東洋文庫講座

「歴史と香りの世界旅行！」

六義園職員／
東洋文庫学芸員／
ユニットMHC 224

7月25日 火 9:30～12:30 1 15組 小学4～6年生と
保護者 なし 2,300円 六義園・東洋文庫

2
区制70周年記念
文京ミューズネット 東大博物館講座

「東大の博物館を
のぞいてみよう」

東京大学総合研究博物館特任助教
小髙 敬寛／久保泰／
小藪大輔

8月4日 金 14：00～15：30 1 15組 小学3～6年生と
保護者 なし なし 東京大学

総合研究博物館

3 ぴかぴか
どろだんごを作ろう

土絵作家
三木 きよ子

A	7月22日
	B	8月9日

A	土
B	水 10：00～12：00 1 各20 小学1～4年生 1,100円 1,100円 アカデミー文京

レクリエーションホール

4 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23日 日 A	10：00～12：00
	B	13：30～15：30 1 各30

小学1～3年生
※1、2年生は
保護者同伴

500円 3,000円 アカデミー文京
レクリエーションホール

5 ペットボトルで顕微鏡を
作ろう

お茶の水女子大学特任講師
堀田 のぞみ 7月24日 月 A	13：30～14：30

	B	14：45～15：45 1 各
15組

小学1～6年生と
保護者 800円 なし お茶の水女子大学

6 君も研究者になって
みませんか　Part Ⅶ

日本医科大学大学院教授
金田 誠　ほか

7月25日
		～26日

火
水 13:00～16:00 2 20

小学5～6年生
及び
中学1～2年生

なし 1,000円 日本医科大学
基礎医学大学院棟

7 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 水 13：00～16：00 1 30 小学3～6年生 なし なし りそな銀行東京営業部

8 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31日 月 10：00～12：00 1 30 小学1～6年生 400円 500円 貞静学園短期大学

9 不思議なはり絵で
ランプシェード

こどものアトリエぱぴえ
キッズインストラクター
鈴木 智子　ほか

7月31日 月 13：30～15：30 1 20 小学1～6年生 1,000円 1,000円 アカデミー文京
レクリエーションホール

10 南極くらぶ
〜南極を知ろう、見よう、触ろう！〜

NECネッツエスアイ
株式会社 8月2日 水 A	10：00～11：30

	B	13：30～15：00 1 各20 小学1～6年生 なし なし アカデミー文京
レクリエーションホール

11 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3日 木 A	9：30～11：30

	B	13：30～15：30 1 各30 小学1～6年生 400円 100円 貞静学園短期大学

12 ヒューマンビートボックスに
挑戦！

Beatbox Lab. 代表
ZU-nA（ズーナ） 8月3日 木 13：30～15：30 1 20 小学1～6年生 500円 なし アカデミー文京

レクリエーションホール

13
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 金 13：00～14：30 1 30 小学1～3年生 なし 500円 文京学院大学

女子中学高等学校

14 百人一首と楽しく対決
〜オリジナルの楽しい歌を作ろう〜

跡見学園女子大学教授
岩田 秀行 8月8日 火 14：00～15：30 1 15組 小学3～6年生と

保護者 1,400円 なし 跡見学園女子大学
文京キャンパス

29年度夏休み子どもアカデミア講座受講生募集

〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京 学習推進係
	 ※6月1日より郵便料金が改定されました。往信面・返信面とも62円分の切手を貼付してください。

区制7
0周年

記念

学ぶ

学びの
ポイントラリー
とは？

夏休みは、文京アカデミーに集合！

観て！ 体験して！ 学んで！！！

子どもアカデミア講座×

文の京ミュージアムネットワーク
（略称：文京ミューズネット）とは？

文京区内の個性豊かな博物館・美術館と緑あふれる
庭園など、37の文化施設により構成されたネットワー
クです。「小石川」「江戸川橋・護国寺」「春日・後楽園」
「本駒込」「根津・千駄木」「湯島・本郷」のエリアから
なっています。

日  日時　 会  会場　 内  内容　 師  講師　 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6月号（通巻第198号）文京アカデミー　　　　
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日  日時　会  会場　内  内容　師  講師　対  対象　定  定員　￥  費用　申  申込先　〆  締切　問  問合せ先

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  NPO日本健康食品評価認証機構 Tel 03-3565-6649

2017 FFF健康食品フォーラム
～健康寿命と栄養～ 全4講座

順天堂大学医学部教授
長岡 功　ほか

①6/29②7/20
③9/28④10/26
木曜日 全4回

18：30～20：00 40名 各3,000円
（一括割引有）

拓殖大学 会  拓殖大学文京キャンパス　問  研究支援課 Tel 03-3947-7166
政治経済研究所公開講座
「ドイツ憲法の苦労と奮闘」～近代は遅れて来たのか？～

拓殖大学政経学部准教授
髙橋 雅人 6/17（土） 13：00～14：30 250名 1,000円

（当日支払）
国際講座
「今考える 防衛庁長官坂田道太」

元拓殖大学海外事情研究所長
佐瀬 昌盛 6/17（土） 10：30～12：00 250名 1,000円

（当日支払）
経営経理研究所公開講座
「世界シェア７０％を誇る中小企業の話」

拓殖大学商学部教授
今村 哲 7/1（土） 13：00～14：30 250名 1,000円

（当日支払）

東京医科歯科大学 会  東京医科歯科大学湯島キャンパス　問  総務部総務秘書課広報係 Tel 03-5803-5833
医学・歯学の世界をのぞいてみよう！
中学生医療体験教室

東京医科歯科大学教授
清水 重臣　ほか 8/10（木） 10：00～16：00

（予定） 30名 無料

東京大学 会  東京大学（本郷）伊藤謝恩ホール　問  バリアフリーセンター Tel 03-5841-1406
家族・支援者に役立つ『発達障害』理解の最前線
－利用しやすい最新支援サービスの提供に向けて－

東京大学臨床心理学コース教授
下山 晴彦　ほか 7/2（日） 13：30～17：00 300名

（申込順） 無料

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
クラシックとポップス
～クラシック歌唱とポップス・ミュージカル歌唱の違いに
ついて学びましょう～

声楽家・CSE JAPAN代表
稲 幸恵

7/1・15
土曜日 全2回

10：30～15：30
（昼食休憩1時間） 10名 9,000円

ハイドンのピアノ作品 東邦音楽短期大学教授
國谷 尊之 7/29（土） 10：00～12：00 100名 3,000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
ぶらり探訪 江戸文化
メディアとしての浮世絵

国際浮世絵学会常任理事
藤澤 茜

7/8～9/2
土曜日 全5回 14:00～15:30 20名 12,900円

（別途費用あり）
通訳案内士
英語受験対策講座 夏コース

通訳案内士（英語）
根岸 正

7/5～8/9
水曜日 全6回 19:00～20:30 10名 18,000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  東京文京学習センター Tel 03-5395-8688
公開講演会
「教育の新しい波 ～英語・特別支援・アクティブラーニン
グについて考える～」

放送大学教授
岩永 雅也 7/9（日） 14：00～15：30 200名 無料

本紙に掲載されている広告についてのご不明な点は広告主へお問合せください。

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。区内大学講座・講演会予定

文京アカデミアサポーター養成講座　
受講生募集

No. 開講日 曜日 会場 内容

1 6月30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～

2 7月4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～

3 7月7日 金 シビックホール会議室 百聞は一見にしかず ～講座運営を体験（1）～

4 7月11日 火 学習室 今日からあなたもサポーター ～講座運営を体験（2）～

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（サポーターとして担当）

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
にサポーターとして従事すること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  6月30日（金）、7月4日（火）・7日（金）・11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
師  明治学院大学教授 坂口 緑（6月30日）、文京アカデミーサポーター（7月4日・7日・11日）
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　〆  6月16日（金）必着
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
 ※6月1日より郵便料金が改定されました。往信面・返信面とも62円分切手を貼付してください。
※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
「ベートーベンの生涯」（日本語吹替）（85分／モノクロ／1980年）

ベートーベンの生き様を描いた映画。
音楽総監督：ルードルフ・ケンペ　出演：アルトゥール・ニキシュ／アルトゥーロ・トスカーニ ほか
日  6月16日（金） 13:30～15:10
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から会場で整理券を配付。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以前に整理券を配付する場合があります。入場開始は13:10です。

アカデミー文京 学習推進係
K03-5803-1119
（平日 9：00～17：00）

文京アカデミーの催し
（生涯学習関連）
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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　「岩田専太郎展」
◆ミニコーナー展：書籍『鳴門秘帖』他
開催中（9/17（日）まで）

会  文京区千駄木1-11-16

問  03-3824-4406（金土日のみ）
休  月～木

金土日館
岩田専太郎コレクション

◆「花菖蒲を楽しむ」 6/3（土）～6/18（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
 ※入園は閉園の30分前まで

小石川後楽園

◆TWS-Emerging 2017 【第1期】
6/10（土）～7/9（日）

　黒石美奈子、黒田恭章、神 祥子、3名の若手作家による個展を開催し
ます。

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迄）

トーキョーワンダーサイト本郷

①貸美術館催事「“大墨開元・同息文明”
－大禅藝術世界巡回賞展」
6/1（木）～8（木） （主催：北京最元文化傳播有限公司）

②主催催事「薪火の相伝－景徳鎮現代工芸作品展」
6/15（木）～7/5（水） （主催：（公財）日中友好会館 初日は15：00から）

会  文京区後楽1-5-3

問  ①会期中 03-3813-9145
②03-3815-5085　　　

休  ①催事期間中は無休　②月曜日
開館時間：10：00～17：00

日中友好会館美術館

◆創立90周年／
　前身校開校100周年シリーズ4
　「創立期の東洋女子歯科医専II ―初の女子歯科医専、女子初の文部大
臣指定校」　開催中（11/17（金）まで）

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

◆「平成29年度国立近現代建築資料館
収蔵品展」　6/10（土）～9/10（日）

 2つの新規収蔵資料と3つの建築プロジェクトに着目した資料展示。建
築家たちの挑戦の軌跡を、建築アーカイブズが蓄積してきた建築資料
を通して紹介します。

会  文京区湯島4-6-15

問  03-3812-3401

休  会期中無休
詳細　
http://nama.bunka.go.jp/

文化庁
国立近現代建築資料館

◆特集展示
　「紙と墨にこめたメッセージ６
　─井上円了の書─」
　6/15（木）～9/30（土）

会  文京区白山5-28-20 

問  03-3945-8764

休  日・祝、6/1～14
 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

◆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：「彌太郎、西へ征く―安政六年、長崎への旅―｣ 
開催中（2018年3月末までを予定）

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

◆夏季展「細川護立と近代の画家たち
　－横山大観から梅原龍三郎まで－」
　6/17（土）～9/10（日）
永青文庫の設立者・細川護立は日本近代美術の支援者として知られています。
コレクションと共に、画家たちとの交流のエピソードを紹介します。（展示替あり）

永青文庫 会  文京区目白台1-1-1 

問  03-3941-0850

休  月（7/17は開館、7/18は休館）
開館時間：10：00～17：00
（入館は16：30迄）

 ※夏季展期間中、延長開館します

文京区の催し
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
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

日  ７月３０日（日） 14：00～
会  文京シビックセンター２６階 スカイホール
内  今年度は文京区において20年あまりを過ごした幸田露伴
に焦点をあて、パネルを中心とした企画展「幸田露伴―蝸
牛庵が紡ぐもの―」を開催いたします。

 開催にあわせて露伴研究で著名な東海大学准教授の出
口智之氏をお招きし、講演会を開催します。

対  どなたでも　〆  ７月３日（月）必着
￥  無料　定  １００名（事前申込制。定員を超えた場合は抽選）
申  往復はがきに、「７/３０幸田露伴
講演会」・申込者全員（１通で２
名まで申込可）の氏名（ふりが
な）・郵便番号・住所・電話番号
を明記し、返信用に宛先を明記
の上、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

区制70年周年記念事業、幸田露伴生誕150年、没後70年
記念講演会
 「明治の露伴、小石川を歩く―その文学と遊び―」

～宝生能楽堂で謡ってみませんか～
日  9月2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（1グループ1番、超えた場合は抽選）
￥  1番500円　〆  6月20日（火）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またはHP掲載の申
込書・出演者名簿にご記入の上、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　〒113-0031 文京区根津1-4-1　文京区謡曲連盟　石野
 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

平成29年度（第66回）
文京区謡曲大会出演者募集

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  開催中（6月29日（木）まで）
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

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、
歌人・山梨県立文学館館長の
三
さい

枝
ぐさ

昻
たか

之
ゆき

氏を招き、「現代に生き
る啄木」と題した講演のほか、石川
啄木記念館の森

もり

義
よし

真
まさ

館長と「啄木
再発見！」と題した対談を行います。
日  7月7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12日（月）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

文
ふみ

の京
みやこ

 文化発信プロジェクト
 「啄木学級 文の京講座」

三枝昻之氏

スポーツ振興課　スポーツ振興係

日  7月9日（日） 12：00～
　 （ウォーミングアップ11：00～）
会  総合体育館
対  文京区内在住・在勤・在学者
内  種目：右表のとおり
￥  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17日（土）・6月18日（日）12：30～16：00に参加
費を添えて直接総合体育館へ（電話申込は不可）

問  文京区水泳連盟・井上　TEL 090-3215-4801

区民水泳大会 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）。
　（　）内の年齢はチームの合計。
※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。
※1人1種目まで（リレーは除く。ただし、リレーの申込は個人種目申込者に限る）

あなたのデザインがポスターに !!
文京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を募集します。
〆  11月10日（金）必着
対  16歳以上の文京区内在住・在勤・在学者、区内の学
校を卒業した方

 活動の拠点となる所在地が文京区内にある団体
応募デザイン：下記事業のデザインを募集します。
（1）民謡大会（2）謡曲大会（3）吟剣詩舞道大会（4）秋の
文化祭（華道展・茶会／書道展／絵画展）（5）合唱のつどい
（6）三曲のつどい（7）日本舞踊のつどい（8）民踊のつどい
※日本の伝統芸能に興味・関心を持ってもらうことを目
的としたデザインであること。

申  応募用紙と作品を下記へ郵送または持参
応募用紙配布場所：アカデミー推進課、各地域活動セン
ター、各地域アカデミー（区ホームページにも掲載）
表彰等：最優秀賞　各1点、優秀賞　各2点程度
審査方法：外部審査員による選考
選考結果：受賞者に通知し、区ホームページ等で公表
※応募用件等の詳細は作品募集案内を参照。

文京区ポスコン
～伝統文化をもっと知ろう！～

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  6月10日（土）～18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、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。また、まつり期間中には、あじさいが咲き誇る富士塚が9：00
～17：00まで公開されます。
※開花状況は文京区ＨＰで公開しています。

アカデミー推進課　観光担当

文京花の五大まつり
第33回 文京あじさいまつり 開催

区内で活動する民謡民舞愛
好者の皆さんが、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  ６月２5日（日）
 10:30～17:30
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

第２8回 ぶんきょう民謡大会

昨年の開催風景

出口智之氏

６月１日より郵便料金が改定されました。郵送での
申込時は料金不足にならないようご注意ください。



文京アカデミー　　　　
日  日時　会  会場　出  出演　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。
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平成29年6・7月上旬（5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。

文京シビックホール スケジュール
17
（土）

小 順天堂大学第40回都民公開講座
「漢方治療の現状と課題」

12：30開場　13：00～16：00
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 9：00～12：00、13：00～17：00）

小 NJBP Live! #8 "Re: Stage I"
18：40開場　19：00～21：00
全席自由/ 一般3,000円
  学生1,500円（数量限定）
問  新日本BGMフィルハーモニー管弦楽団

090-3099-5306（10：00～18：00）

18
（日）

大 Soul Sonority 
第15回記念定期演奏会
13：30開場　14：00～16：15
全席自由/入場無料
問  Soul Sonority

080-1109-0706（8：00～20：00）

小 ホウツキ声楽教室発表会
13：30開場　14：00～20：00
全席自由/入場無料
問  健康おもいっきりコーラス

03-3816-3461（9：00～21：00）

19
（月）

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）

20
（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39回東京大学医師会公開講座
ここまで進んだ！ 肝炎治療
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）

23
（金）
〜
28
（水）

大 宝塚歌劇宙組公演「A Motion」　
各開演の30分前開場
23日（金） 　13：00～
24日（土） ①11：00～　②15：00～
25日（日） ①11：00～　②15：00～
26日（月） 　13：00～
27日（火） ①11：00～　②15：00～
28日（水） ①11：00～　②15：00～
公演時間は約3時間（予定）
全席指定/S席8,800円　A席6,000円
問  阪急電鉄 歌劇事業部

03-5251-2071（月曜定休 10:00～18:00）

24
（土）

小 フルート・パル発表会
11：30開場　12：00～16：30
全席自由/入場無料
問  宇津木

03-3941-2884

25
（日）

小 ぶんきょう民謡大会
10：00開場　10：30～17：30
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）

29
（木）
〜
7
月
2

（日）

小 現代劇センター真夏座
第134回公演
「老貴婦人の訪問」

6月29日（木） 18：30開場　19：00～
6月30日（金） 18：30開場　19：00～
7月 1日（土） 12：30開場　13：00～
  16：30開場　17：00～
7月 2日（日） 13：30開場　14：00～
※公演時間は約2時間（予定）
全席指定／3,800円
問  現代劇センター真夏座

03-3816-4029（月・土・日 13：00～17：00）

30
（金）

大 夜クラシック Vol.13
福間洸太朗・吉田誠
18：45開場　19：30～21：00
全席指定/S席3,000円　A席2,000円
問  シビックチケット

03-5803-1111（10：00～19：00）

7
月

1
（土）

大 ベネッセの英語コンサート
FUN FUN SUMMER ADVENTURE
①11：00開場　11：30～12：45
②13：30開場　14：00～15：15
③16：00開場　16：30～17：45
全席指定/3,120円
問  サンライズプロモーション東京

0570-00-3337（10：00～18：00）

4
（火）

大 石神井バレエアカデミー公演　
トリプルビル
出演：吉田 都　酒井はな 他
17：45開場　18：30～20：45
全席指定/ S席10,000円　A席8,000円
  B席6,000円
問  石神井バレエ・アカデミー

03-3996-9041（10：00～17：00）

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）

6
（木）

小３Ｂ体操のつどい
9：40開場　10：00～11：30
全席自由/入場無料
問  （公社）日本３Ｂ体操協会東京東支部（佐々木）

090-7805-8211（8：00～20：00）

8
（土）

大 LATIN&JAZZ FESTA EAST VS WEST
15：00開場　16：00～18：30
全席指定/ 前売券　S席6,000円　A席5,000円
  　　　　B席4,000円
  当日券　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（平日 10：00～18：00）

本紙に掲載されている広告についてのご不明な点は広告主へお問合せください。

6
月

7
（水）

大 ウィーン少年合唱団
18：30開場　19：00～21：00
全席指定／ S席7,000円
  A席5,500円
  B席4,000円
問  ジャパン・アーツぴあ

03-5774-3040（10：00～18：00）

小「7カ国語で話そう。」親子で一緒に！
楽しく身につく多言語
9：45開場　10：00～11：30
全席自由/入場無料
問  言語交流研究所ヒッポファミリークラブ

0120-557-761（9：00～17：30）

小 第13回 三K辰文舎 落語＆ライブ
18：30開場　19：00～21：15
全席指定/3,500円
問  サンケイリビング新聞社事業部

03-5216-9235（平日 10：00～17：00）

8
（木）

小 文京区「歯と口の健康づくり2017」
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 8：30～17：00）

10
（土）
〜
11
（日）

大 牧阿佐美バレヱ団「ドン・キホーテ」
10日（土） 14：15開場　15：00～17：35
11日（日） 13：45開場　14：30～17：05
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階席限定）
※当日券がある場合、A・B席のみ学生割引あり
問  牧阿佐美バレヱ団公演事務局

03-3360-8251（平日 10：00～18：00）

10
（土）

小《響きの森きっずプログラム》
音楽の絵本～アミーゴ～
① 10：30開場　11：00～12：30
② 14：30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）

11
（日）

小 瀬戸章子ピアノ教室ピアノのつどい
12：15開場　12：30～16：20
全席自由/入場無料
問  瀬戸章子ピアノ教室

03-5976-7102（9：00～15：00）

13
（火）

大 第4回おふろ甲子園《決勝大会》
11：30開場　12：00～16：30
全席自由/ 前売券 一般5,000円
   温浴施設従事者4,000円
   学生1,000円
  当日券　5,000円
問  （一社）ニッポンおふろ元気プロジェクト

070-3999-5455（月～土 10：00～17：00）

17
（土）

大 シエナ・ウインド・オーケストラ
第44回定期演奏会
14：20開場　15：00～17：00
全席指定/ S席5,000円　A席4,000円
  B席3,000円　学生席2,000円
問  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）

残席僅少

残席僅少

残席僅少

残席僅少

完  売

7面を
ご覧くだ
さい

7面を
ご覧くだ
さい

7面を
ご覧くだ
さい

お知らせ
　このたび“「文の京」の第九”を、諸般の事情によ
り終了する運びとなりました。
　区民参加による年末の一大イベントとして、こ
れまで多くのみなさまにご参加やご支援をいただ
き、またみなさまに愛されて演奏会を続けること
ができましたこと、心より御礼申し上げます。

「文の京」の第九実行委員会
☎ 03-3814-2812
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日  日時　 会  会場　 内  内容　 師  講師　 対  対象　 出  出演　 曲  曲目　 期  講習期間　 定  定員　 ￥  費用　 申  申込先　 共  共催　 〆  締切　 問  問合せ先

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　　　　

チケットのお求め お問合せ
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）

文京アカデミーの催し
（コンサート等、イベント関連）

「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“隠れ家”サロンです。オープンして12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
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、1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♪

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。

キャスト   オーロラ姫 /ヌーツァ・チェクラシヴィリ（ジョージア国立バレエ団、7日）、 中川 郁（8日） 
フロリモンド王子 / フィリップ・フェドゥーロフ（ジョージア国立バレエ団、7日）、 菊地 研（8日） 
牧阿佐美バレヱ団総出演

指　揮   デヴィッド・ガルフォース　 管弦楽  東京オーケストラMIRAI　 作　曲  ピョートル・チャイコフスキー
演出・振付  テリー・ウエストモーランド（マリウス・プティパ原振付による）　 美　術  ロビン・フレーザー・ペイ
全席指定  S席 11,000円　A席 8,000円　B席 5,000円　C席 3,000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）
 ※ 学生割引（A席5,000円・B席3,000円）は6月27日（火）よりシビックチケットでのみ受付
Pコード   458-874

公演後の「眠れる森の美女」の舞台裏を見学してみませんか？ 壮大な手の込んだ舞
台装置、美しい衣裳の一部を解説付きでご覧いただきます（所要時間約30分を予定）。

壮大な舞台装置、豪華な衣裳、高度なテクニックの舞―クラシックバレエの最高峰と謳われる
「眠れる森の美女」。様々な童話の主人公達も登場し、夢のような舞台が繰り広げられます。
7日公演主役には、あのニーナ・アナニアシヴィリが絶賛する注目の2人をジョージア国立バレエ団より
招聘、ご期待ください！

バックステージツアー参加者募集！

10/7（土） 15：00開演　10/8（日） 14：30開演大ホール シ メ ぴ 
e+ 牧

日  10月7日（土） 19：00　大ホール入口集合　
師  牧阿佐美バレヱ団　バレエ・ミストレス 挾間祥子　
対  「眠れる森の美女」チケットご購入の方（中学生以上）
定  20名（多い場合は抽選）
￥  無料
申  往復はがき（※）に ①バックステージツアー参加希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年
齢 ⑤電話番号 ⑥人数（2名まで） ⑦購入したチケットの公演日・座席番号（2名の場合は2
席）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 文京シビックホール ホール事業係「眠れる森の美女」担当
　 ※ 6月1日より郵便料金が改定されました。往信面・返信面とも62円分の切手を貼付してください。
〆  9月2日（土）当日消印有効　※結果は9月中旬頃までに通知します。

本公演（7日・8日）チケット購入者限定

©鹿摩隆司

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・イン・ブルー(＊)、 コープランド／交響曲第3番
全席指定  プレミアムシート 16,000円 (公演プログラム付)
  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　　
Pコード  319-061

完　売

完　売 完　売

創立103年の歴史を誇るアメリカオーケストラの雄「デトロイト交響楽団」が
19年ぶりに日本ツアーを敢行。
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迎え、
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送りします ！

スラットキン指揮
デトロイト交響楽団 feat. 小曽根 真

※学生割引あり（S・A席各50％引） シビックチケットでのみ受付

7/17（月・祝）  15：00開演大ホール

レナード・スラットキン 小曽根 真
©Niko Rodamel ©Shumpei Ohsugi

シ メ
 ぴ e+

明るく情熱的なスペインを舞台にした人気演目。
高度なテクニック満載の舞台は必見。

6/10（土）  15：00開演
6/11（日）  14：30開演大ホール

牧阿佐美バレヱ団「ドン・キホーテ」

キャスト  キトリ／ 青山季可（１０日）、 阿部裕恵（１１日）
 バジル／ 菊地 研 （１０日）、 清瀧千晴（１１日）
 ほか　牧阿佐美バレヱ団

指　揮  デヴィッド・ガルフォース
管弦楽  東京オーケストラMIRAI

演出・振付  アザーリ・Ｍ・プリセツキー、ワレンティーナ・サーヴィナ 
（プティパ、ゴルスキー版に基づく）

作　曲  レオン・ミンクス
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階席限定）
 ※ 当日券がある場合、A・B席のみ学生割引あり
 ※ 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）

残席僅少 残席僅少

残席僅少

残席僅少

楽
牧

4歳から
入場OK！

4歳から
入場OK！

出　演  太鼓芸能集団 鼓童
演　目  千里馬、大太鼓、屋台囃子　ほか

全席指定  2,500円
Pコード  635-641

※ 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。

ぶんきょう交流公演

文京シビックに
�“鼓童”がやってくる！

9/9（土）  13：30開演小ホール シ メ  
ぴ

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！

©岡本隆史

９月９日（土）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！ 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！
日  9月9日（土）11:15～12:00（11:00開場）
会  小ホール　師  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
申  往復はがき（※）に ①郵便番号・住所 ②全員の氏名（ふりがな）・年齢 ③電話番号  
④購入したチケットの座席番号（人数分）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 
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

  ※ 6月1日より郵便料金が改定されました。往信面・返信面とも62円分の切手
を貼付してください。

  【注意】応募は往復はがき1通につき1組のみ。
〆  7月31日（月）必着 ※結果は8月中旬頃までに通知します。

親子で楽しむ
太鼓ワークショップ

参加者
募集！

野村万作・萬斎 狂言の夕べ
人間国宝・野村万作と、
テレビ・現代劇等で幅広く
活躍する野村萬斎による
人気の狂言公演

10/26（木）  19：00開演大ホール シ メ 
ぴ

出　演  野村万作、野村萬斎、 
 万作の会メンバー

番　組  川
かわ

上
かみ

、仁
に

王
おう

全席指定  Ｓ席 5,000円
 A席 4,000円
 B席 3,000円
Pコード  458-616野村万作 野村萬斎

8/4（金）  19：00開演

6/10（土）  ①11：00開演
②15：00開演

小ホール

小ホール

文京シビック寄席

林家たい平独演会

7/29（土）・30（日）
11：00開演

8/26（土）  ①11：00開演
②14：00開演

小ホール

小ホール

シ メ  
ぴ e+

シ メ  
ぴ

東京フィル・親子で楽しむ
“はじめてのオーケストラ”

劇団かかし座
「魔法つかいのおとぎばなし」

前回完売した演奏会が
再び―
人気作曲家スパークが
再登場！ 今回のために
リアレンジした

「ドラゴンの年」や
「宇宙の音楽」の再演も。
お聴きのがしなく！

6/17（土）  15：00開演大ホール

シエナ・ウインド・オーケストラ
第 44 回定期演奏会 ～オール スパーク プログラム～

指　揮  フィリップ・スパーク　ファゴット  鹿野智子（＊）
演　奏  シエナ･ウインド･オーケストラ
曲　目  三つのワシントンの彫像、 ドラゴンの年（新編曲）  

ウィンド･イン･ザ･リーズ（＊）、宇宙の音楽　ほか
全席指定  Ｓ席 5,000円　A席 4,000円　B席 3,000円
 学生席 2,000円
 ※6/12以降はシエナ事務局のみ取扱い
Pコード  319-477　 Lコード  33971

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）

完　売

シ メ ぴ 
e+ L

フィリップ・スパーク 鹿野智子

©188.CORPORATION 
⊕500G

詳しくは1・2面をご覧ください

響きの森きっずプログラム

完売御礼 ※ 当日券の販売はございません

音楽の絵本 ～アミーゴ～

きらめくサックスサウンド！
さわやかなサクソフォーンの
アンサンブルをお楽しみください。
皆さまよくご存知の曲や、
クラシックの名曲を盛り込んで
お届けします！

第247回
シビックコンサート

日  6月28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）
￥  無料（直接会場へお越しください。）
出  SHOBI DIPLOMA スーパーサックスアンサンブル 
（尚美ミュージックカレッジ専門学校 
 コンセルヴァトアールディプロマ科）

入場
無料！！

サクソフォーン・
アンサンブル
コンサート

チョン・ミョンフン イム・ジュヒ

シリーズ15周年を飾る、 世界的マエストロによるベートーヴェン！
マエストロからの信頼もあつい16歳の俊英ピアニスト、イム・ジュヒとの共演にも
ご期待ください。

9/16（土）  15：00開演大ホール シ メ 
ぴ

指　揮  チョン・ミョンフン（東京フィルハーモニー交響楽団 名誉音楽監督）
ピアノ  イム・ジュヒ(＊)　 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3番(＊)、交響曲第3番『英雄』

全席指定  S席 9,500円　A席 8,500円　B席 7,500円　 Pコード  326-246

Vol.61

©ヴィヴァーチェ

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「眠れる森の美女」(全幕)

郷古 廉

田村 響

～音楽の都ウィーンとザルツブルクで
 研鑽を積んだ実力派デュオ～

若手ヴァイオリニストのなかでも抜群の音楽性
で注目の郷古廉（ごうこすなお）と、夜クラシック
Vol.6に出演し、再登場を熱望されていた田村響
が満を持して登場！ フランスものを中心としたプ
ログラムをお届けします。

9/28（木）  19：30開演大ホール シ メ 
ぴ e+

ヴァイオリン  郷古 廉　 ピアノ  田村 響
曲　目  ドビュッシー／月の光、 ヴァイオリン・ソナタ

 ショーソン／詩曲
 バッハ／無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番より「シャコンヌ」
 フランク／ヴァイオリン・ソナタ
全席指定  S席 3,000円　A席 2,000円
Pコード  318-211

©武藤章

©Hisao Suzuki

Vol.14

パリ国立高等音楽院（コンセルヴァトワール）を
はじめ、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！

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 

ショパン／ノクターン第2番、華麗なる円舞曲 
ミヨー／協奏的二重奏曲 
サティ（福間・吉田 編曲）／ジュ・トゥ・ヴ 
サン＝サーンス／クラリネット・ソナタ　ほか

全席指定  S席 3,000円
 A席 2,000円
Pコード  317-749

6/30（金）  19：30開演大ホール シ メ 
ぴ e+ 

福間洸太朗
©Mark Bouhiron

吉田 誠
©RamAir.LLC

Vol.13

本公演チケット購入者限定同日開
催
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間 も な く 発 売！！

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）

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/
楽 楽天チケット http://r-t.jp/ambt
キ キョードー東京 ☎︎0570-550-799
牧 牧阿佐美バレヱ団公演事務局 ☎︎03-3360-8251 http://ambt.jp
サ サンライズプロモーション東京 ☎︎0570-00-3337(10:00～18:00)   
    http://sunrisetokyo.com

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!!

本紙に掲載されている広告についてのご不明な点は広告主へお問合せください。

シ メ

出張パソコン修理 補　聴　器

仲道郁代 成田達輝 上野通明

ピアノクィーン・仲道郁代と
注目を集める若きストリングマイスター
の共演！

2018年 1/25（木）  19：30開演

10/22（日）  11：00開演

8/19（土）  19：00開演 9/9（土）  15：00開演 9/21（木）  19：00開演

大ホール

大ホール

大ホール 大ホール 大ホール

シ メ 
ぴ e+

シ メ 
ぴ e+

シ メ 
ぴ シ シ メ ぴ e+  

Ｌ 楽 サ

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 	ドビュッシー／月の光　ほか
全席指定 	 S席	3,000円　A席	2,000円
※	本公演はシリーズ年間セット券として販売したため、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。

Vol.15

シ  区民先行発売
7/9(日)　　　　
メ  メンバーズ先行
7/10(月)　　　
　　　〜11(火)	
チケット発売
シ  メ  ぴ

7/16(日)
Pコード	318-215

e+
7/17(月・祝)

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

10：00～

シ  区民先行発売
6/18(日)　　　　
メ  メンバーズ先行
6/19(月)　　　
　　　〜20(火)	
チケット発売
シ  メ  ぴ

6/25(日)
Pコード	331-751

e+
6/26(月)

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

10：00～

チケット発売
メ  ぴ  Ｌ e+
6/10(土)

Pコード	334-197
Lコード	70384

シ
6/11(日)

10：00～

10：00～

メ  メンバーズ先行
6/28(水)　　　
　　　〜29(木)	
限定S席	100席
チケット発売
シ  メ  ぴ  e+
 Ｌ 楽 サ
7/8(土)

Pコード・Lコードは
次号掲載

10：00

23：59

10：00～

©Kiyotaka Saito ©Hiroki Sugiura

11/25（土）  17：00開演

11/24（金）  19：00開演

8/27（日）  14：00開演

小ホール

小ホール

小ホール

シ メ 
ぴ 

シ メ 
ぴ 

シ メ 
ぴ 

琵琶は、日本の文学と深い関わりがあります。有名な『平家物語』は、琵
琶法師が弾き語りで全国に広めました。『源氏物語』にも、琵琶を弾く場
面がたくさん描かれています。『小倉百人一首』の蝉丸も、琵琶の名手だっ
たといわれています。楽器の起源は西アジアにあり、シルクロードを通じて
東西に広がりました。
今回の公演では、東は日本から西はヨーロッパまで、さまざまな琵琶の仲
間の楽器をわかりやすい解説を交えながら紹介します。生演奏を聴く機会
の少ない楽器の音色をたっぷりとご堪能ください。

「源氏物語絵巻」より

4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！

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。※ 18：15からロビーコンサートあり

ディズニーの名曲をフルオーケストラの
演奏とNYブロードウェイで活躍する
ヴォーカリストたちの歌声にのせて
お送りします。

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
立体怪談をどうぞお楽しみ
ください。

“音楽の絵本”でおなじみズーラシアンブラスとなかまたちによる
親子のための吹奏楽コンサート！

新たなる境地へ―クラシックから伝説のロックまで―

伝統楽器「琵琶」の歴史をひもとく──

司　会 	薦田治子
出　演 	薩摩琵琶／中村鶴城、 平家琵琶／田中奈央一
	 ウード／松田嘉子、 リュート／坂本龍右　ほか
曲　目 	平家琵琶「横笛」、薩摩琵琶「壇の浦」　ほか
全席指定 	3,000円

出　演 	藤森亮一・藤村俊介・銅銀久弥・桑田 歩
全席指定 	3,800円

指　揮 	高関	健　 クラリネット  近藤千花子（＊）
管弦楽 	東京ジュニアオーケストラソサエティ
曲　目 	スメタナ／歌劇「売られた花嫁」序曲
	 ウェーバー／クラリネット協奏曲第2番（＊）
	 ドヴォルザーク／交響曲第8番
全席自由 	一般	2,000円　学生	1,000円
お問合せ 	T.J.O.S.事務局	

03-5790-9759（平日10:00～17:30）

曲　目 	フォーレ／レクイエム、 プーランク／グローリア
指　揮 	松尾葉子
ソリスト 	隠岐彩夏（ソプラノ）、 駒田敏章（バリトン）
合　唱 	文京シビック合唱団
管弦楽 	アンサンブル・フォルテ
全席自由 	2,000円
お問合せ 	文京シビック合唱団・長谷川	

03-3812-0633

指揮・編曲 	ブラッド・ケリー
出　演 	THE	ORCHESTRA	JAPAN　ほか
全席指定 	S席	8,700円　A席	7,000円
※未就学児入場不可
※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。
お問合せ 	サンライズプロモーション東京	

0570-00-3337（全日１０：００～１8：００）

出　演 	一龍斎貞水	
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）

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 	クラリネットこわしちゃった、赤とんぼ協奏曲、天空の城ラピュ
タメドレー、おぼろ月夜、レイルロード・ファンタジー！　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）。

日本の響き、世界の調べ
第2回  琵琶とシルクロード

ラ・クァルティーナ
in Bunkyo 2017

オータサン ジャパンツアー2017
with クリスチャン・ファビアン

東京ジュニアオーケストラソサエティ
第18回定期演奏会

文京シビック合唱団
第15回定期演奏会

音楽の絵本 ～吹奏楽～

チケット発売
シ  メ  ぴ
7/2(日)

Pコード	333-812
10：00～

チケット発売
シ  メ  ぴ
7/2(日)

Pコード	332-216
10：00～

チケット発売
シ  メ  ぴ

6/11(日)
Pコード	334-089

10：00～

チケット発売
シ

7/8(土)10：00～

チケット発売
シ  メ  ぴ

6/14(水)
Pコード	458-614

10：00～

©相田憲克

0歳から
入場OK！ 11/7（火）  

8/29（火）  19：00開演

大ホール

小ホール シ メ ぴ  
e+ L

ウクレレ 	オータサン　 ベース 	クリスチャン・ファビアン
全席指定 	前売	6,000円　当日	6,500円
お問合せ 	トゥモローハウス	03-5456-9155	(平日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。

“ウクレレ界のレジェンド”オータサン。
ウクレレを自由自在に操る
巨匠ならではのパフォーマンス
をお楽しみいただけます！

中村勘九郎 中村七之助
特別公演 2017

区制70周年記念公演

２０１7 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 2017
Brillante 〜輝きの未来へ

コンサートツアーの幕開けを記念し、
〈プルミエ限定〉特製グッズ（非売品）を
ご来場者全員にプレゼント！！

ワークショップを同日開催！ 詳細は後日発表します。
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