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次号の文京アカデミーSQUAREは12月5日発行です

2018-2019シーズン
シリーズセット券いよいよ発売!!

最高の指揮者、演奏陣による極上のひととき…。
「響きの森クラシック・シリーズ」年間4公演を
同じお席でお楽しみいただけるシリーズセット券を
お求めやすいチケット価格でご用意しました。

4回とも同じ席で鑑賞ができる
あなただけの「指定席」をご用意！

小林研一郎

アンドレア・バッティストーニ

ミハイル・
プレトニョフ

辻 彩奈
吉田 南

前橋汀子

幸田浩子 ジョン・健・ヌッツォ

©上野隆文 ©満田聡

©大杉隼平©上野隆文©篠山紀信©Yoshihiro Yoshida

詳しくは
2面をご覧
ください。

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。

※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

古　美　術

ショップ
併設

造 形 教 室介護付き有料老人ホーム

◎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）
１１月１８日（土） 
「サウジアラビアを中心とする中東情勢」
講師：森 伸生（拓殖大学イスラーム研究所長） ほか　
　
◎人文科学研究所公開講座 開催時間13:00～14:30
受講料：1,000円（当日支払） 定員：250名(申込不要）
１２月 ２日（土） 「坪内逍遙『小説神髄』
を読む」 －日本近代小説の誕生－
講師：佐野 正俊（拓殖大学外国語学部教授）

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）

発行部数／100,000部　区内新聞折込

月号
平成29年11月5日発行
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　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、2017年で17
年目を迎えた人気のクラシック・シリーズ。
　“シリーズの顔”としておなじみの小林研一郎、今や絶大な人気を得ている東京フィ
ル首席指揮者のアンドレア・バッティストーニが登場。さらにロシアの名ピアニストであり、
名指揮者の東京フィル特別客演指揮者ミハイル・プレトニョフがシリーズ初登場。ベテ
ランから若手まで豪華ソリスト陣と白熱の名演をお届けします。
　馴染みのある定番の名曲を、年4回、同じ席でお聴きいただくシリーズセット券で、
クラシック音楽に包まれる極上のひとときをお楽しみください。管弦楽／東京フィルハーモニー交響楽団

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）
	 ヴァイオリン＝辻	彩奈
曲目 	チャイコフスキー／
	 　弦楽四重奏曲第1番より
	 			「アンダンテ・カンタービレ」（弦楽合奏版）
	 　ヴァイオリン協奏曲
	 　交響曲第6番『悲愴』

出演 	指揮＝小林研一郎
	 ヴァイオリン＝前橋汀子
	 ソプラノ＝幸田浩子
	 テノール＝ジョン・健・ヌッツォ
曲目 	メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲
	 J.シュトラウス2世／ワルツ『春の声』
	 オペラアリア	ほか
	

※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した都合上、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。

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

2017年12月3日（日）10：00～19：00

2018年 5月26日（土） 15：00開演 2019年 1月12日（土） 15：00開演

土・日・祝休日も受付。
但し12/28〜1/5は休業

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）

シビックチケットで電話予約のみ受付

￥5,000OFF!!

￥4,000OFF!!

￥2,500OFF!!

03-5803-1111t

※他プレイガイドでの取扱はございません。

2017年12月17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

シビックチケット

※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。

2018年
3月18日（日）

まで

4公演��26,000円のところ ➡ 21,000円（税込）
［1回券］	 Vol.64 	5,000円	 Vol.65 	4,000円	 Vol.66 	9,000円	 Vol.67 	8,000円		計26,000円

4公演��22,000円のところ ➡ 18,000円（税込）
［1回券］	 Vol.64 	4,000円	 Vol.65 	3,000円	 Vol.66 	8,000円	 Vol.67 	7,000円	計22,000円

4公演��18,500円のところ ➡ 16,000円（税込）
［1回券］	 Vol.64 	3,000円	 Vol.65 	2,500円	 Vol.66 	7,000円	 Vol.67 	6,000円	計18,500円

首席指揮者バッティストーニの
チャイコフスキー・プログラムⅡ

豪華キャストと多彩なラインアップで贈る
“響きの森ニューイヤー・コンサート”

平成３０年文京アカデミー生涯学習フェア�参加団体募集
区内で活動されている、生涯学習団体のみなさんの紹介イベントを開催します。文京シビックホー
ル小ホールや展示室で、日頃の成果を発表しませんか。新規会員獲得の場としても絶好のチャ
ンスですので是非ご参加ください。※展示点数、発表時間は制限させていただくことがあります。
日 �平成３０年２月１４日（水）１０：００～１７：００、２月１５日（木）１０：００～１７：００（予定）
会 �文京シビックホール�小ホール、ギャラリーシビック、アートサロン�ほか
内  サークル紹介、作品展示、ステージ発表 ほか
対  主にアカデミー文京・地域アカデミーで活動する団体のうち、下記のいずれかに該当するもの
 ●文京区社会教育関係団体に登録している団体
 ●上記の登録を目指している団体で、文京アカデミーが特に認めた団体

申  指定の参加申込書を下記へＦＡＸ、郵送または持参
 地域アカデミー窓口でも提出可
 提出先：〒１１２-０００３文京区春日１-１６-２１　文京シビックセンター２階
 公益財団法人文京アカデミー　管理課施設管理係　ＦＡＸ：０３（５８００）２２３０ 

※参加申込書はアカデミー文京及び地域アカデミーにて配布
 ＊HPからもダウンロード可（http://www.b-academy.jp/）
￥  無料　〆  １１月２7日（月）17時必着
問  〈ステージ発表〉 施設管理係　TEL03-5803-1100
    〈作品展示〉 学習推進係　TEL03-5803-1119

アンドレア・
バッティストーニ

小林研一郎

小林研一郎

辻 彩奈

吉田 南

前橋汀子

幸田浩子 ジョン・健・ヌッツォ

2018-2019シリーズセット券のご案内

64
vol

66
vol

出演 	指揮＝小林研一郎
	 ヴァイオリン＝吉田	南
曲目 	ベートーヴェン／ヴァイオリン協奏曲
	 	 交響曲第７番

2018年 9月8日（土） 15：00開演

“炎のマエストロ”コバケンによる
ベートーヴェン・プログラム！65

vol

出演 	指揮＝ミハイル・プレトニョフ
	 （東京フィル特別客演指揮者）
曲目 	調整中

2019年 3月23日（土） 15：00開演

ロシアの名宝プレトニョフが贈る
ロシア音楽の真髄67

vol

ミハイル・プレトニョフ
©上野隆文©満田聡

©満田聡

©大杉隼平©Takafumi Ueno

©篠山紀信

©Yoshihiro Yoshida

日 	日時　会 	会場　師 	講師　対 	対象　定 	定員　￥ 	費用　申 	申込先　〆 	締切
文京アカデミー�Square2 平成29年11月号（通巻第203号） QUARES



3平成29年11月号（通巻第203号）文京アカデミー　　　　
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

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）

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）を制作し、文京区内の視覚障害の方
に無料で配付しています。
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

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

17 初めての方でも楽しめる有酸素ストレッチ 現代舞踊協会会員
村田 恵

1/16・23、2/6・20・27、
3/6 火 10：30～

12：00 6 15 2,000円 ― アカデミー文京
レクリエーションホール

18 美と健康のための顔ヨガ 顔ヨガインストラクター　ＡＩＫＯ 1/17・31、2/21、
3/7・14 水 10：30～

12：00 5 30 1,000円 ― アカデミー文京 学習室

19 岩崎彌太郎
―日本の経営史上、最もエネルギッシュだった男 三菱史アナリスト　成田 誠一 1/26、2/2･9･16

※2/23は希望者のみオプショナルツアー 金 10：30～
12：00 4 30 1,000円 ― アカデミー文京 学習室

20 文京区の木、花の魅力を再発見
〜枯れないアレンジメント講座〜 フラワーデザイナー　佐藤 俊輔 2/2・16、3/2・16 金 10：00～

12：00 4 15 2,000円 6,000円 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。

29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  12月4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

口での支払いとなります（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 文

ふみ
の 京

みやこ
十八の町物語を聞く

―音羽・本駒込・大塚編―
『音羽通』編集人
茂原 久司　ほか 3/3・10・17 土 10：30～

12：00 3 20 1,500円 ― アカデミー文京 アトリエ

文
学

2 太宰治『人間失格』を読む 清泉女子大学教授
有光 隆司

1/30、2/20・27、
3/6・20 火 10：30～

12：00 5 40 3,200円 ― シビックホール 会議室　ほか

3 諸子百家を読む 成城大学民俗学研究所研究員
森 和 1/31、2/7・21・28、3/7 水 10：30～

12：00 5 40 2,900円 ― アカデミー文京 学習室

歴
史・社
会

4 北欧と日本・くらし学入門 武蔵野美術大学名誉教授
島崎 信　ほか 1/29、2/5・19・26 月 14：00～

16：00 4 30 3,200円 ― アカデミー文京 学習室

5 西ローマ帝国の滅亡 電気通信大学講師
倉橋 良伸 1/30、2/6・20・27、3/6 火 10：00～

12：00 5 40 3,000円 ― アカデミー文京 学習室

6 江戸期・女たちの旅 女性史研究家
柴 桂子　ほか 2/9・16、3/2・9・16 金 14：00～

15：30 5 40 3,000円 ― アカデミー文京 学習室

芸
術

7 アンチエイジングボイトレ
ー歌う筋肉を鍛える

YUBAメソッド認定インストラクター
清水 安基子 1/26、2/2、3/9・16・23 金 10：30～

12：00 5 22 5,300円 ― アカデミー文京
レクリエーションホール　ほか

8 ダ・ヴィンチとミケランジェロ 明治学院大学講師
塚本 博 1/29、2/5・19、3/5 月 10：00～

11：30 4 40 2,500円 ― アカデミー文京 学習室

9 初歩からの水墨画 日本墨画協会理事長
松井 陽水 1/29、2/5・19、3/5・19 月 14：00～

15：30 5 15 5,000円 3,500円 アカデミー文京 アトリエ

10 音楽の都ウィーンとその文化 横浜市立大学名誉教授・
元ウイーン大学客員教授　河野 純一 2/8・22、3/1・15 木 14：00～

15：30 4 40 1,500円 200円 アカデミー文京 学習室

11 木曽檜でつくる仏像
〜円空仏への挑戦〜 彫刻師　林 雄一 3/1・8・15 木 13：30～

16：00 3 12 5,000円 2,000円 アカデミー文京 アトリエ

く
ら
し

12 ふだんのご飯で薬膳入門 日本中医食養学会理事・
国際中医薬膳師　都築 陽子 1/26、2/9、3/9 金 10：30～

13：00 3 16 4,500円 4,500円 国立北京中医薬大学日本校
調理室　

13 私も書ける「“かな”に挑戦！（２）」 跡見学園女子大学兼任講師
伊藤 亜美 2/14・21・28、3/7・14 水 14：30～

16：30 5 24 4,200円 700円 跡見学園女子大学
文京キャンパス

語
学 14 イタリア語会話入門 多摩美術大学教授

松浦 弘明
1/26、2/2・9、
3/2・9・16・23 金 13：30～

15：00 7 20 4,600円 2,600円 アカデミー文京 アトリエ

健
康・

ス
ポ
ー
ツ

15 SAM（TRF）監修の健康イージーダンス ダレデモダンス認定インストラクター
Ｍａｙｕ 1/15、2/5・19、3/5・12 月 13：30～

15：00 5 25 4,000円 ― 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

16 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

1/22・29、2/5・19・26、
3/5・12・19 月 14：00～

15：30 8 20 3,000円 ― 東洋学園大学 本郷キャンパス

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。

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 英語スピーキング上達法 語学講師　アントニー・ウィンガム 1/17・24・31、
2/7・21・28、3/7・14 水 19：00～

20：30 8 20 15,000円 ― アカデミー文京 アトリエ

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8日（金）発送予定です。

文京アカデミア講座

公益財団法人文京アカデミー

2017 後期Ⅱ平成

年度
29

「平成30年1月からはじまる講座」のご案内

P3 地域
  文学
   歴史・社会
P4 芸術
P5 くらし
  語学
  健康・スポーツ
P6 外国人おもてなし英会話講座
  文京アカデミア講座（中級）
P7 区民プロデュース講座

12月4日（月）必着申込期限

文京アカデミア講座の申込方法

●受講対象
文京区内在住・在勤・在学者（15歳以上、中学生を除く）

●受講料・教材費
各掲載ページ参照

●受講通知の発送
12月8日（金）頃に通知

●お申込みの際のお願い
❶必ず講座日程、内容の確認をお願いします。
お申込みの際は、講座日程・内容・受講に必要な要件等を、必ず本冊子または
公益財団法人文京アカデミーホームページでご確認の上、お申込みくださ
い。（講座の内容は、現在掲載できるものだけを掲載していますので、各回の
内容が入っていない講座もあります。）
❷講師の都合等により、日程・内容を変更する場合があります。
❸定員に満たない場合は開講しない講座もあります。
❹当選後の受講のキャンセルにはご注意ください。
申込者数の多い講座は、抽選で当選・落選を決定しています。当選が確定し
た後はキャンセルされないようご協力ください。当選通知が届いた時点で、
やむを得ず受講を取消す場合は速やかに電話にてご連絡ください。

●受講料・教材費の納入
受講の当選通知が届きましたら受講料・教材費をお支払いください。お支払い
は、口座振込またはアカデミー文京窓口（文京シビックセンター地下１階）支払
いとさせていただきます。振込の場合、期日までに指定の銀行口座へ、お振込
をお願いいたします。振込手数料は、ご負担をお願いいたします。アカデミー
文京窓口でのお支払いは振込期間中の平日19時まで（土曜日は17時まで）と
させていただきます。指定の期日までに納入がない場合は、受講いただけない
ことがありますので、ご注意ください。（振込先・納入期日は当選通知に記載し
ます。）なお、教材は講座の初回以降にお渡しいたします。

●受講の取消
受講料・教材費は原則としてお返しいたしません。ただし、転居や病気等やむを
得ない事由で、講座開始7日前までに受講の取消をされた方に限りお返しいた
します。それ以降の取消については、お返しできませんのでご了承ください。
（ご連絡は、平日9時から17時までの受付となります。）

●保育つき講座について
「保育つき」の講座では、3歳から6歳の未就学児の保育を行います。保育希望
の方は、朱書きで「保育希望」、幼児の氏名（ふりがな）・性別・年齢をはがきに記
入してください。ホームページからのお申込の場合は「保育希望欄」に入力して
ください。（保育・無料）

●手話通訳つき講座について
「手話通訳つき」の講座について、手話通訳を希望される方は「手話通訳希望」
とはがきに朱書きしてください。ホームページからのお申込の場合は「手話通
訳希望欄」に入力してください。（手話通訳・無料）

●往復はがきでお申込みの際の注意点
往復はがき1枚につき1講座1名分でお申込みください。

●二次募集について
締切後、定員に余裕がある講座は、二次募集を行います。詳しくは下記へお問
い合わせください。

受講のお申込みの前に必ずご確認ください。

インターネットで

公益財団法人文京アカデミーホームページ
http://www.b-academy.jp/

〒112-0003 文京区春日1-16-21
アカデミー文京 学習推進係

「文京アカデミー」トップページ／画面上部「まなびと出会う」

各講座紹介ページから、申込フォームへ
必要事項を入力し、お申込みください

申込受付中講座一覧

電子メールで当選・落選をお知らせします 返信はがきで当選・落選をお知らせします

納入確認ができた時点で受講を確定し、受講名簿に登載します

当選の場合は受講料・教材費を納入してください（振込先・納入期日は、当選通知に記載します）

往復はがきで

受講当日
※受講料の振込領収証を持参してください

12月11日（月）までに通知が届かない場合はお問い合わせください！

定員を超えた場合は、抽選で当選・落選を決定します（受講は当選者ご本人に限ります）

申込期限　12月4日（月）必着　インターネットでは同日の23時59分まで受付！

往復はがきに
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（在勤者は勤務先名・所在地・電話番号、在学者は学校名も）
返信用にもあて先を明記し、下記へお送りください。

※お申し込みいただいた皆様の個人情報は平成29年度後期Ⅱアカデミア講座の
目的以外には使用いたしません。

■お問い合わせ
　公益財団法人文京アカデミー
　アカデミー文京 学習推進係　TEL：5803-1119

新しい世界への扉を
開いてみませんか。

文京アカデミア講座2017後期2.indd   1 2017/10/10   9:59

10月号出題分の答え
答え　B 西洋

当選者の発表は、賞品（東洋文庫ミュージアム「ペ
ア入館券」と「オリジナル栞」のセット／10名様）の
発送をもってかえさせていただきます。
●次回のクイズは1月号です。



4 平成29年11月号（通巻第203号） 文京アカデミー　　　　
日  日時　 会  会場　 師  講師　 対  対象　 定  定員　 ￥  費用　 申  申込先　 〆  締切　 問  問合せ先

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。

入試説明会･クラブ見学会

 1 1月 1 1日 ( 土 )
13：00～16：00

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

入試体験会

1 1月1 9日 ( 日 )

 11月以降の
説　 明 　会

【内　容】 【内　容】各入試の体験、説明会、校内見学、個別相談等を実施

ナイト 説 明 会　　     11/17(金)・1/19(金) 開催
入  試  説  明  会　　　12/  2(土)・1/13(土) 開催

新入試の説明、在校生の校内見学・個別相談を実施

要予約 要予約

中　学　校　説　明　会

8：30～（終了は参加する内容によって異なります）

0120-15-9780

●空調・セキュリティ万全 ●24時間出し入れ自由 ●月額3,000円台～

茗荷谷店、新大塚店、白山店、本駒込店

トランクルーム
「キュラーズ」

8年連続 顧客満足度1位 オリコン日本顧客満足度ランキング2017
（トランクルーム：レンタル収納スペース）

キリトリキリトリ

※左記店舗にて有効 ※2018年3月31日迄有効

初期
費用
初期
費用

文京アカデミースクエア読者限定

キュラーズ 検索検索

ト ラ ン ク ル ー ム

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

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  A グローバル協力センター Tel 03-5978-5546　B サイエンス＆エデュケーションセンター Tel 03-5978-2085
A アフガニスタン女子教育支援15周年記念
 公開シンポジウム

公益財団法人日本国際教育支援協会理事長
井上 正幸　ほか 11/29（水） 15：00～17：30 事前登録制 無料

B 理科教育支援者養成プログラム お茶の水女子大学サイエンス＆
エデュケーションセンター　里 浩彰

11/25～12/9 
土曜日 全3回
※別途検定あり

10：30～16：10 20名
28,000円

※別途検定費用
15,000円

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  マネジメント学部研究室「大学院セミナー係」 Tel 048-478-4110
大学院・マネジメント研究科・秋期セミナー
「経営学、文化経営学、保健医療経済学の専門家５名から
みた近年の動向・トピック」

跡見学園女子大学マネジメント研究科教授
イシカワ カズ　ほか 11/25（土） 13：00～14：00 50名 無料

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
経営経理研究所公開講座
「旅行産業の役割と観光人材の育成」

拓殖大学商学部准教授
太田 実 11/11（土） 13：00～14：30 250名 1,000円

（当日支払）
国際講座
「サウジアラビアを中心とする中東情勢」

拓殖大学イスラーム研究所長
森 伸生　ほか 11/18（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
公開講座
《ベートーヴェンの音楽とラブレター》

東邦音楽大学専任講師
浦川 玲子 12/2（土） 14：00～16：00 50名 3,000円

公開講座
《チャイコフスキーの時代のロシアオペラと歌曲》

声楽家・バリトン
ヴィタリ・ユシュマノフ 12/9（土） 15：00～17：00 100名 3,000円

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
「プロデューサーの仕事とは何か」

株式会社ジェンコ代表取締役
映画プロデューサー　真木 太郎 11/15（水） 18：00～19：30 200名 無料

現代経営研究会
「従業員のモチベーション・マネジメント」

株式会社リンクアンドモチベーション
代表取締役会長　小笹 芳央 12/6（水） 18：00～19：30 200名 無料

日本薬科大学 会  日本薬科大学お茶の水キャンパス１号館　 問  A お茶の水キャンパス事務室 Tel 03-5812-9011　Ｂ さいたまキャンパス総務課 Tel 048-721-6129
A 第3回公開講座
  「おなかに効く漢方」

日本薬科大学 ビジネス薬科学科
橋本 寛子 12/2（土） 10：30～12：00 80名

（先着順） 無料

B 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構（AMED）
 市民公開講座 「日本と世界における統合医療の現状」

金沢医大 腫瘍内科学教授
元雄 良治　ほか 12/3（日） 15：10～17：00 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
私のメンタルヘルス強化術！
～上手なストレスマネジメント～

シニア・カウンセラー
野坂 哲夫

12/2～3/10
土曜日 全3回

13：00～16：15
（2/17は10：30～12：00） 20名 13,000円

（別途費用あり）

使える英語のための発音講座 YWCイングリッシュゼミナール代表
高山 千穂子

11/18～12/2
土曜日 全3回 13：30～15：30 20名 10,200円

（別途費用あり）

パソコン講座受講生募集
（エクセル入門）

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。
日  1月16日（火）～18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3,400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。
＊HPからも申込ができます。→http://www.b-academy.jp/
〆  12月1日（金）必着

シビックシネマサロン
「くちづけ」
（123 分／カラー／2013 年）

監督： 堤 幸彦
出演： 貫地谷しほり、竹中直人、
 宅間孝行 ほか

日  11月17日（金） 13：30～15：50
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
理券を配付することがあります。

 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 文京シビックセンター地下1階 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17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
※投句用紙配布：アカデミー文京及び地域アカデミー
　HPからもダウンロード可→http://www.b-academy.jp/
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、財団HPに

掲載します。
・入選20句　財団HP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

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。

［使用 OS：Windows10、使用ソフト：Excel2013］
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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

申  大学プロデュース特別公開講座の申込先（はがき宛て先）　〒112-0003 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター地下1階 アカデミー文京 学習推進係

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…文京区内の歴史・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。

◆「秋の一日を楽しむ」　11/3（金・祝）
◆「深山紅葉を楽しむ」　11/18（土）～12/3（日）
　詳細はホームページやお電話にて。
◆庭園ガイド （土･日･月）　11:00、14:00
　11/18（土）～12/7（木）の期間中は、11/21（火）・22（水）・24（金）を除く毎日
　※雨天中止
◆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

◆川合玉堂と東京画壇の画家たち展
　開催中（～12/17（日）まで）

会  文京区関口2-11-30 

問  03-3945-0947

休  月・火 

講談社野間記念館

◆神農祭と記念講演会
　神農祭11/23（木・祝）　13：30～14：30
　年に一度の神農像公開。
　記念講演会　14：30～15：30
　講師は東亜医学協会理事長 秋葉哲生先生。詳細は湯島聖堂ＨＰにて

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

休  なし 
大成殿は土・日・祝日の公開。

史跡 湯島聖堂

◆開館５周年記念・文の京ゆかりの
　文化人顕彰事業
　特別展「明治文壇観測―鷗外と慶応３年生まれの文人たち」
　開催中（～平成30年1/8（月・祝）まで）

会  文京区千駄木1-23-4 

問  03-3824-5511

休  11/28（第4火曜日）

文京区立森鷗外記念館

◆秋の紅葉ライトアップ～ひごあかり～
　11/25（土）～12/3（日）
　17：30～21：00　参加費：300円（未就学児無料）
　普段は公開していない夜間の日本庭園開放です。
　モミジや雪吊りのライトアップの他、ゆかりのある熊本の竹あかりや観光PR
コーナーで、震災復興を応援します。

会  文京区目白台1-1-22

問  03-3941-2010

休  なし
 開園時間：9：00～16：30 
（通常開園）

 ※ライトアップ時は
　　　17：30～21：00も開園

肥後細川庭園

◆特別展
　「季節のうた―歌人 窪田空穂　生誕140年・没後50年―」
　開催中（～12/3（日）まで）
　ミニ企画「露伴最初の弟子、朗月亭羅文」
　開催中（～12/24（日）まで）

会  文京区本郷4-9-29

問  03-3818-7221

休  月 
開館時間 10：00～17：00

文京ふるさと歴史館

◆企画展示：「紙の上の建築　日本の建築
　ドローイング1970sー1990s」
　会期10/31（火）～平成30年2/4（日）
　1970年代から90年代に自らの建築への想像力を紙の上に託した

11の建築家たちによる建築ドローイングを紹介します。

会  文京区湯島4-6-15

問  03-3812-3401

休  11/25（土） 
開館時間 10：00～16：30 
詳細 http：//nama.bunka.go.jp/

文化庁
国立近現代建築資料館

◆「紅葉と大名庭園のライトアップ」　
11/18（土）～12/6（水）
　期間中は21：00まで開園します（最終入園は20：30）
　ライトアップは日没からです。
　日常とは異なる幻想的な姿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：
　企画展「キンダーブックの９０年」展
　開催中（～平成30年1/14（日）まで）
◆P&Pギャラリー：「現代日本のパッケージ２０１７」展
　開催中（～11/26（日）まで）

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　文化事業係

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8日（金）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 会　名 演　目
平成30年1月20日（土） 12：00開演 五

ご
雲
うん

会
かい

弓
ゆみ

八
や

幡
わた

、源
げん

氏
じ

供
く

養
よう

、小
こ

鍛
か

冶
じ

2月17日（土） 12：00開演 五
ご

雲
うん

会
かい

田
た

村
むら

、東
とう

北
ぼく

、野
の

守
もり

源氏供養
アカデミー推進課　観光担当

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（水）～２３日（木・祝）
会  湯島天満宮（文京区湯島3-30-1）
問  文京菊まつり実行委員会事務局（湯島天満宮内） TEL ０３-３８３６-０７５３
※開花状況は文京区ＨＰで公開します。

文京花の五大まつり
第３9回 文京菊まつり 開催

文京区観光写真コンクールの入賞作品等を展示します。今
年度の「文京、元気！」をテーマとした作品のほか、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から、文
京区の持つ魅力を再発見しませんか。ぜひご来場ください。
日   １１月１0日（金）～１3日（月） 

１０：00～18：00（１3日は15：00まで）
会  文京シビックセンター1階 ギャラリーシビック
問  文京区観光協会事務局　TEL 03-３８１１-３３２１

第５６回 文京区観光写真展 開催

文京区の催し 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  １月２７日（土） 14：00～
会  文京シビックセンター２６階 スカイホール
師  永青文庫副館長 橋本麻里氏
内  今年度、区では「かるたの街文京」を発信

するため、かるたに関する展示、体験イベ
ントを行います。それにあわせ、百人一首
の注釈書「幽斎抄」の著者である細川幽斎
と百人一首の関係について、講演会を開
催します。

対  どなたでも　 ¥  無料
〆  １２月２２日（金）必着
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「１/２７百人一首講演会」・申込者全員（２名まで）の住所・

氏名（ふりがな）・電話番号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
 ※当落の通知は平成30年1月上旬発送予定

“かるたの街文京”を発信！
「細川家と百人一首」講演会 
参加者募集

橋本麻里氏

日  開催中（12月6日（水）まで）　 会  文京シビックセンター地下１階吹きぬけ周囲
内  障害を持つがゆえに言葉では伝えられないおもいを書や写真、絵画で表現しています。
￥  無料

アートウォール・シビック 悠友会作品展
「言葉のかわりに…」

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。

書 「咲」 山
やま
田
だ
結
ゆ
香
か

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。

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－

スコットランドの伝統的なダンスを現地から招いたプロの講
師が英語で指導します。音楽に合わせて楽しく踊りましょう。
日  11月25日（土） 14：00～15：30
会  跡見学園女子大学 文京キャンパス（文京区大塚1-5-2）
対  区内在住・在学者（中学生以上）
定  30名（先着順）　 ¥  無料
申 問  氏名・住所（学校名）・電話番号をメールで送信

（event@atomi.ac.jp）もしくは電話で申込み（TEL 
03-3941-7420）

内   「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？（募集の詳細は応募要項かHPをご参照ください）
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、搬入搬出等にかかる費用は出品者負担
申  直接または郵送で右記へ。〒１１２-８５５５（住所不要）文京区アカデミー推進課文化事業係
〆  平成30年1月31日（水）  ※応募要項・申込書の配布はアカデミー推進課窓口、または区HPからダウンロード

平成３０年度展示者募集中　※展示期間は30年4月～31年3月のうち1ヶ月間

昨年の入賞作

大学プロデュース特別公開講座　文京学院大学学長講演会
「『共生』を考える～細胞の造る社会と人間社会の類似点～」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。今回は、多種多様な人々が集まった私たちの社会と同様、人体における細胞同士も共生社会を造り上げていることを解説
しながら、その類似点について考えていきます。
日  12月2日（土） 14：00～15：30
会  文京学院大学 本郷キャンパス B館8階ウィングホール（文京区向丘1-19-1）
師  文京学院大学学長　工藤 秀機
対  どなたでも（15歳以上、中学生を除く）　 定  ２００名（抽選）　 ¥  無料　 〆  11月20日（月）必着
申  往復はがきに（1枚につき1名）①「文京学院学長講演会」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。
＊HPからも申込ができます。→http://www.b-academy.jp/ 工藤秀機学長
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日  日時　 期  期間　 会  会場　 出  出演　 師  講師　 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11・12月上旬（10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
16
（木）

小 特別公開講座 
「歴史資料で訊ねる文の京」

13：30開場　14：00～16：00
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 9：00～17：00）

18
（土）

大 ゴスペルジョイント2017
15：00開場　16：00～19：30（予定）
全席自由/前売券2,160円　当日券2,700円
問  一般財団法人ヤマハ音楽振興会 

03-5773-0892（平日 9：00～17：45）

小 区民と医師会のつどい
13：30開場　14：00～16：00
全席自由/入場無料
問  文京区生活衛生課管理計画係 

03-5803-1223（平日 8：30～17：15）

19
（日）

大 第61回学習院輔仁会音楽部 
定期演奏会
14：00開場　15：00～17：00
全席指定/前売券500円　当日券1,000円
問  学習院輔仁会音楽部 

090-1262-3131（12：00～15：00）

20
（月）

小 3人の歌仲間
14：30開場　15：00～17：00
全席指定/前売券4,200円　当日券4,500円
問  株式会社　エフ・エー・ブイ 

03-3263-6612（平日 11：00～17：00） 

23
（木）

大 第200回定期研究発表演奏会 
東邦音楽大学ウインドオーケストラ
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（9：00～17：00）

小 まがりかど　演奏会　新作初演 
うたものがたり「なめとこ山の熊」
16：30開場　17：00～19：00
全席自由/2,000円
問  まがりかど 

080-1347-9115

24
（金）

小 ラ・クァルティーナ in Bunkyo 2017
18：30開場　19：00～21：00
全席指定/3,800円
問  シビックチケット 

03-5803-1111（10：00～19：00）

25
（土）

小 東京2020応援プログラム 
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～
16：30開場　17：00～19：00
全席指定/3,000円
問  シビックチケット 

03-5803-1111（10：00～19：00）

27
（月）

小 かんぽフォーラム 2017
13：30開場　14：00～16：20
全席自由/入場無料　※事前申込制
問  公益財団法人かんぽ財団 

03-6801-5105

28
（火）

大 第50回看護学生看護研究学会
10：40開場　12：00～16：00
全席指定/2,000円
問  公益社団法人東京都看護協会 

03-5229-1731（平日 8：45～17：15）

残席僅少

28
（火）

小 日本ドイツ歌曲コンクール本選 
(前友愛ドイツ歌曲コンクール)
14：10開場　14：40～19：00
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（平日 9：00～19：00）

30
（木）

小 シビックシアター☆トークショー 
「舞姫」上映と篠田監督トークショー

12：30開場　13：00～16：30（予定）
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 9：00～17：00）

12
月

1
（金）

大 ロシア民族アンサンブル 
テレム・カルテット
18：00開場　18：30～20：30
全席指定/S席5,500円　A席5,000円
問  MIN-ONインフォメーションセンター 

03-3226-9999（平日 10：00～17：30）

2
（土）

小 栗コーダー＆ビューティフルハミングバード 
クリスマススペシャル
＜昼のおやこの部＞
13：30開場　14：00～15：00
全席指定/2,000円
※０歳から入場可。３歳以上はチケットが必要
＜夜のオトナの部＞
16：00開場　16：30～18：30
全席指定/3,800円
※未就学児入場不可
問  シビックチケット 

03-5803-1111（10：00～19：00）

3
（日）

大 バレエソフィア【くるみ割り人形】
15：00開場　15：30～17：30
全席指定/3,000円
問  バレエソフィア 

03-3818-2894（15：00～21：00）

4
（月）

小 第14回 三Ｋ辰文舎 落語＆ライブ
18：30開場　19：00～21：30
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）

9
（土）
～
10
（日）

大 井上バレエ団12月公演 
「くるみ割人形」全二幕

9日 17：15開場　18：00～20：10
10日 14：15開場　15：00～17：10
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
 （親子席は2枚1組。小学生以下のお子様と保護者） 
 学生席 2,000円（座席選択不可）
※プレビュー公演あり（詳細は井上バレエ団まで）
問  公益財団法人 井上バレエ団 

03-3416-3656（月～土 9：30～17：30）

9
（土）

小 区制70周年記念 
「国内交流フェスタ2017」 
伝統芸能公演
12：30開場　13：00～16：00
全席指定/入場無料
※事前申込は終了。一部、当日整理券を配布
問  文京区区民課庶務係 

03-5803-1387（平日 8：30～17：15）

11
月

5
（日）

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Ⅺ
13：30開場　14：00～15：50
全席自由/500円
問  ザ・ファインアーツ・フィルハーモニック（潮見） 

090-1469-7255

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） 

6
（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

小 文京春日亭 桃月庵白酒独演会
18：30開場　19：00～21：00
　 完売御礼
問  サンケイリビング新聞社事業部 

03‐5216‐9235（平日 10：00～17：00）

7
（火）

大 区制七十周年記念公演 
中村勘九郎 中村七之助 
特別公演2017
①10：50開場　11：30～13：30
②14：50開場　15：30～17：30
S席8,500円　A席6,500円　B席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）

9
（木）
～
12
（日）

小 現代劇センター真夏座 
第135回公演

9日（木） 18：00開場　18：30～21：00
10日（金） 13：30開場　14：00～16：30
  18：00開場　18：30～21：00
11日（土） 12：30開場　13：00～15：30
12日（日） 14：30開場　15：00～17：30
全席指定/3,800円
問  現代劇センター真夏座 

03‐3816‐4029（月・土・日 12：00～17:00）

11
（土）

大 ベネッセ英語コンサート 
Happy Christmas Party
①12：00開場　12：30～13：45
②14：30開場　15：00～16：15
③17：00開場　17：30～18：45
全席指定/3,120円
問  英語コンサート事務局 

0570-00-8600（10：00～18：00）

12
（日）

大 文京区民オーケストラ 
第28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

13
（月）

小 田大成テノールリサイタル
14：00開場　14：30～16：30
全席自由/3,500円
問  田さんを応援する会（山岸） 

048-665-3204

小 伊藤政則の『遺言』Vol.9
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）

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。

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

7面を
ご覧くだ

さい

7面を
ご覧くだ

さい
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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）

懐かしい曲の数々を、若々しい歌声で、元気いっぱい
お届けします。どうぞお楽しみに。

第252回　
シビックコンサート

日  11月22日（水）12：15～12：45
会 	区民ひろば	（文京シビックセンター地下２階）
出 	 	SHOBI	VOCAL	ENSEMBLE	
（尚美ミュージックカレッジ専門学校ヴォーカル学科）

曲 	カントリー・ロード、ドレミの歌	
一週間、ふるさと　ほか

￥ 	無料（直接会場へお越しください。）

入場
無料！！

「アカペラ・コーラス」
〜こころをつなぐうたごえ

11/24（金）		19：00開演小ホール シ メ 
ぴ 

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
が文京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
インアップをお送りします！

新たなる境地へ ―クラシックから伝説のロックまで―

出　演  藤森亮一、藤村俊介、銅銀久弥、桑田 歩
曲　目  サン＝サーンス／チェロ協奏曲第一番（チェロ四重奏版） 

ビートルズ（斎藤ネコ編曲）／レット・イット・ビー、イエスタデイ 
クイーン（斎藤ネコ編曲）／ボヘミアン・ラプソディー（文京シビッ
クホール委嘱作品）ほか

全席指定  3,800円　　　 Pコード  332-216完　売

ラ・クァルティーナ in Bunkyo 
2017

©相田憲克

●�ミュージック・ワークショップ・フェスタ〈冬〉
会  文京シビックセンター 受付：地下１F練習室エリア
日  11/29（水）〜12/3（日）
￥  1ワークショップ　500円
チケット発売　文
問   東京文化会館 事業係 03-3828-2111（代表） 

 http://www.t-bunka.jp

●�井上バレエ団�12月公演「くるみ割人形」全二幕
会  大ホール　 日  12月9日（土）〜10日（日）
￥   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
※プレビュー公演あり（詳細は井上バレエ団まで）
チケット発売　シ メ ぴ
問   井上バレエ団 03-3416-3656（月〜土9：30〜17：30）

★チケット発売中の公演

曲　目  ピタゴラスイッチ オープニングテーマ 
ジングルベル、チビ笛メドレー　ほか

全席指定  2,000円　 Pコード  339-902
※０歳からご入場いただけます。 ※３歳以上はチケットが
必要です。(３歳未満は膝上鑑賞に限り無料)

栗コーダーカルテット ビューティフルハミングバード

12/2（土）		①１４：００開演（昼のおやこの部）②１６：３０開演（夜のオトナの部）小ホール シ メ
ぴ e+

昼のおやこの部　　　１4：00開演 夜のオトナの部１６：３０開演
曲　目  Winter Wonderland、 ウメボシジンセイ 

あら野のはてに、プチ・パパ・ノエル　ほか
全席指定  3,800円　※未就学児入場不可
Pコード  339-902

栗コーダー＆ビューティフルハミングバード
� クリスマススペシャル

2018年　2/9（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

牧阿佐美
バレヱ団 「くるみ割り人形」
日　時  12月16日（土） ①14:00開演

  ②18:30開演
 17日（日） ③14:00開演
演出・振付  三谷恭三（プティパ/イワノワ版による）
出　演  金平糖の精／阿部裕恵(①)、日髙有梨(②)、青山季可(③) 

王子／清瀧千晴(①)、ラグワスレン・オトゴンニャム(②) 
菊地研(③)、雪の女王／太田朱音(①)、高橋万由梨(②) 
三宅里奈(③)、ほか　牧阿佐美バレヱ団

指　揮  デヴィッド・ガルフォース　 演　奏  東京オーケストラMIRAI
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）
 ※当日券がある場合学生割引あり（Ａ席・Ｂ席のみ）
 ※4歳未満の方はご入場いただけません。
Pコード  481-126

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)

12/16（土）・17（日）大ホール シ メ ぴ 
e+ 牧 楽

選りすぐられた男性奏者が、ただひたすら叩く、叩く、叩く。
生命の限りを尽くして太鼓を打ち鳴らし、疾走する120分。

12/20（水）～12/24（日）大ホール シ メ ぴ e+ 
L  セ ス

鼓童「打男 DADAN 2017」

日　時  12月20日（水） 18:30開演
   　21日（木）～24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（23日、24日は残席僅少）
Pコード  339-689　 Lコード  34620

お問合せ  チケットスペース　03-3234-9999

完売御礼※ 当日券の販売はございません

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。

パソコンスクール 補　聴　器 フ ェ ア

Think thing シンクシング メトロ・エム後楽園店
東京都文京区春日 1-2-3 メトロ・エム後楽園 3F　TEL & FAX 03-3868-2888

本紙持参の方のみ、特別価格からさらに10%オフ！

西川の高品質寝具が最大 50%
オフの冬の暖かバーゲン開催！
メトロエム後楽園3Fシンクシンクでは、西川寝具が最大50%オフになる
バーゲンを11月19日（日）までの期間限定開催します。西川の羽毛ふとん
をはじめ、暖か毛布、健康枕や暖か敷パッド、シーツの
他、点で支える健康敷ふとんまでが特別価格になります。
さらには、本紙（スクエア）持参の方に限り特別価格よ
り10%オフの特典付き！！　ぜひご来店ください。

◆西川の暖か敷パッド（シングルサイズ）
◆西川の暖か軽量毛布　　　　　　　　　　   5,000 円の品
◆オリジナルネックサポート枕　　　　　　 12,800 円の品
◆西川の軽量敷ふとん　　　　　　　　　　 20,000 円の品
◆西川のイギリス産 90% 羽毛ふとん　　　　60,000 円の品
◆西川のイギリス産 2 枚合わせ羽毛ふとん
◆西川のロシア産ホワイトグース 93% 羽毛ふとん   130,000 円の品

★冬の暖かバーゲン ほんの一例（税別価格）

バーゲン開催期間
11月

～5 日
(日) 19 日

(日)

2,980円
3,980円
5,980円

12,800円
28,000円
39,800円
58,000円

ある日 、フルーツ
の国のひとみ姫に
お花見パーティー
の招待状が届いた
よ！演奏が上手な
フルーツ音楽隊や、
元気なダンサーズ
と一緒に、みんなで
歌って踊ろう！

文京シビックホールの公募のもと、８か月にわたり、演劇の稽古を重ねて
きたメンバーによる卒業公演！歌って、踊って、楽しくて、ちょっとほろりと
する舞台を是非、ご覧ください。

司会・歌  瀧本 瞳　
演　奏  シエナ☆フルーツ音楽隊、お花の国のおともだち　ほか
曲　目  はるのかぜ、花のワルツ　ほか　 Pコード  344-934

全席指定  2,500円　※０歳からご入場いただけます。
※３歳以上はチケットが必要です。(３歳未満は膝上鑑賞に限り無料)

脚本・演出  金田誠一郎　 出　演  “ぶんきょう演戯塾”受講生
全席指定  800円　※ 3歳未満の方は入場いただけません。

2018年 3/3（土）	11：00開演
4（日）	11：00開演小ホール シ メ 

ぴ e+

フルーツの国のおんがくパーティー♪
～ひとみ姫とお花の国のおともだち～

2018年 2/4（日）	13：00開演16：00開演小ホール シ

〈区民参加事業〉 手話通訳付き
〜音楽劇ワークショップ〜

“ぶんきょう演戯塾”卒業公演「Letters」

2018年
2/10（土）		15：00開演大ホール シ メ ぴ 

e+ L

幅広い人気を誇る作編曲家・宮川彬
あ き ら

良がシエナ
定期に再び登場 ！ 吹奏楽のために書いたオリジ
ナル曲から、人気テレビ番組の劇伴アレンジや
壮大なスケールの大合奏曲まで、多彩なプログ
ラムを楽しいトークを交えながらお届けします。
これぞ彬良さんワールド全開 ！
指揮・お話  宮川彬良　 演　奏  シエナ･ウインド･オーケストラ
曲　目  NHK連続テレビ小説「ひよっこ」メドレー、組曲「宇宙戦艦ヤ

マト」より、大ラッパ供養、現代吹奏画報　ほか
全席指定  S 席 5,000円　A席 4,000円　B 席 3,000円
※ 学生はA席・B席各500円引（ シエナ事務局でのみ取り扱い）
Pコード  343-353　 Lコード  34117

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45回定期演奏会

© Mikako 
Ishiguro

11/7（火）		①１1：3０開演②１5：３０開演大ホール ぴ e+
L

出　演  中村勘九郎、中村七之助、中村鶴松　ほか
演　目  勘九郎・七之助による芸談、棒しばり、藤娘

全席指定  S席 8,500円　　A席 6,500円　　B席 5,000円
Pコード  480-257　 Lコード  31786

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）

残席僅少 残席僅少 残席僅少

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
特別公演
2017

区制七十周年記念公演

中村勘九郎中村七之助

司会の薦田治子さんが、当日演奏される楽器について
解説する3回連載のコラム。 今回はその最終回です。

連載コラム
その3

日本の琵琶―伝統と変容
　7世紀から8世紀にかけて、遣唐使が、中国に伝わった四弦と五弦の二種
類の琵琶を日本に持ち帰りました。五弦琵琶は、美しい螺鈿紫檀五絃琵琶（ら
でんしたんのごげんびわ）が正倉院に一面残るのみで、早く使われなくなって
しまいましたが、四弦琵琶は、雅楽のなかで、今日までほぼ伝来当初の形のま
ま演奏され続けていますし、この楽器から江戸時代にはユニークな薩摩琵琶
が生まれることになります。

◆「祇
ぎおんしょうじゃ

園精舎の鐘の声」　平家琵琶
　平安時代に、巷の盲人音楽家たちは雅楽の琵琶を
取り入れ琵琶法師と呼ばれるようになりました。琵琶
法師は鎌倉時代に「祇園精舎の鐘の声」で有名な『平
家物語』を語って活躍したので、琵琶法師の琵琶は平
家琵琶と呼ばれます。基本的には雅楽琵琶と同じ楽
器ですが、柱（フレット＝楽器の棹[さお]部分に取り付
けられた勘所）の数が雅楽琵琶よりひとつ多く、5つあ
ります。『平家物語』はやがて古典音楽となり、江戸時

代終わりまで、儀式音楽や稽古事として演奏され続け、以後も細々と今日ま
で伝えられました。当日お聴きいただくのは、滝口入道と横笛との悲恋物語で
す。

◆「サムライの琵琶」　薩摩琵琶
　1674年、日本の琵琶の歴史に一大事件が発生し
ます。中世以来の琵琶法師は、16世紀に三味線が伝
来すると、琵琶から三味線に持ち替えて活躍するよう
になりますが、九州地方の琵琶法師の間で、営業権を
めぐって争いがおこり、負けたほうの琵琶法師は、
1674年に三味線を取上げられてしまったのです。
　そこで彼らは、流行おくれの琵琶を三味線風に改造
して、ユニークな琵琶を考案します。柱（フレット）を大きく高くして、その柱間
を抑え込むことでいくつもの音が出せるようにしたのです。この改造琵琶から、
江戸時代中期には薩摩琵琶が生まれ、明治時代になってから「サムライの琵琶」
として東京に紹介されました。また、明治時代には筑前琵琶も生まれ、薩摩琵
琶と並んで、明治後半から昭和の初めにかけて全国的に大流行しました。
　当日最後の演奏には、薩摩琵琶の系譜につらなる鶴田琵琶の演奏で、「壇
の浦」を聞いていただきます。大きな撥

ばち

を用いたドラマチックな表現が、薩摩
琵琶の真骨頂です。幼帝安徳天皇を抱いて入水する二位尼（にいのあま）…
平家一族滅亡の場面が、あざやかに甦ります。

	 薦
こも
田
だ
治
はる
子
こ
（武蔵野音楽大学教授）

11/25（土）		17：00開演小ホール シ メ 
ぴ 

琵琶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。

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〜

東京2020応援プログラム

司　会  薦田治子（武蔵野音楽大学教授）
曲　目  タクスィーム（ウード［アラブ諸国］）、横笛（平家琵琶［日本］）、  

春江花月夜（中国琵琶［中国］）、 ラクリメ／ダウランド作曲（リュート［ヨーロッパ］）、 
壇の浦（薩摩琵琶［日本］）　ほか

全席指定  3,000円　 Pコード  333-812

松田嘉子（ウード）

©東京文化発信プロジェクト

©浜松市楽器博物館
田中奈央一（平家琵琶）

中村鶴城（薩摩琵琶）坂本龍右（リュート）

邵容（中国琵琶）

平家琵琶
©浜松市楽器博物館

薩摩琵琶
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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

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
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
楽	楽天チケット	 http://r-t.jp/ambt
文	東京文化会館チケットサービス	 ☎︎03-5685-0650	（10:00〜18：00）

電話予約のみ・１日限定
t03-5803-1111

※区民先行予約当日に限り、シビックチケットで電話予約のみの受付です。
※区民先行予約ができる方は、区内在住、在勤、在学の方です。
※区民先行予約時の予約枚数には限りがあります。また、お席は選べません。
※一部、区民先行予約を実施しない公演があります。

区民
先行予約	

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

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

ロマンティック音楽会
美輪明宏

～郷愁 ノスタルジア～
人生を、そして愛を唄う。
慈悲と美に満ちあふれた、
美輪明宏の歌の世界をご堪能下さい。
日 時 2018年2月17日（土）

17:30開演（17:00開場）
会 場 文京シビックホール

大ホール
予約・問合せ
Ro-Onチケット
TEL 047-365-9960
月～金10:00～18:00／
土10:00～14:00／日祝休

公 演 紹 介

相続無料相談会 予約
優先

相続アドバイザー
税理士・司法書士

相続手続き
贈与税申告
遺言作成

相続税申告
相続税試算
生前贈与

まごころ相続支援センター
（運営：税理士法人 大橋会計）
都営三田線『志村坂上駅』A3出口より徒歩1分
HP：http://itabashi-souzoku.com/

【受付時間】 9：00～18：00（平日）0120-973-372☎

日 時

場 所

10:00～16:0011月11日（土）、12日（日）

板橋区立グリーンホール 101会議室
都営三田線『板橋区役所前駅』から徒歩5分
東武東上線『大山駅』から徒歩5分

相 続 相 談

2018年 2/3（土）		15：00開演

2018年 3/16（金）		19：30開演

2018年 4/20（金）		19：00開演

大ホール

大ホール

大ホール

シ メ ぴ 
e+ L

シ メ 
ぴ e+

シ メ 
ぴ e+

今をときめくアーティストが集結！
“シリーズの顔”コバケンによる、「響きの森ニューイヤー・コンサート」

ピアノ・クイーン・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 ！

名手が奏でる、力強くあたたかいギターの音色…

故 真島俊夫（作曲家）が大会総監
督を務め、吹奏楽の多様な魅力をア
ピールする企画として注目を集める、

「シンフォニックジャズ＆ポップスコン
テスト全国大会」が今年も開催！

2018年 1/13（土）		15：00開演 大ホール シ メ 
ぴ

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(＊＊＊)
管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団　 司　会  朝岡 聡
曲　目  J.シュトラウス2世／ワルツ「美しく青きドナウ」、喜歌劇「こうもり」より“私の公爵様”（＊＊）、ヴェルディ／歌劇「リ

ゴレット」より“女心の歌”（＊＊＊）、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”(＊＊＊)、
マスネ／タイスの瞑想曲（＊）、サン＝サーンス／序奏とロンド・カプリチオーソ(＊)、ラヴェル／ボレロ　ほか

全席指定  S席 5,500円　　　A席 4,500円　　B席 3,500円　　 Pコード  338-720完　売 残席僅少 残席僅少

ニューイヤー・コンサート2018

フレッシュ名曲コンサート

Vol.62

Vol.63
宮里直樹小林研一郎

木嶋真優森 麻季

©Keiichi Sato©満田聡

©Yuji Hori

Vol.16

林 正子（ソプラノ）

曲　目  モリコーネ(鈴木大介 編曲) 
　　　　　／ニュー・シネマ・パラダイス 
タレガ(J.サグレラス 編曲) 
　　　　　／アルハンブラの思い出 
ドビュッシー(詩・ヴェルレーヌ) 
　　　　　／歌曲「月の光」　ほか

全席指定  S席 3,000円
 A席 2,000円
Pコード  318-220

指　揮  デヴィッド・ガルフォース　
演　奏  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 11,000円　A席 8,000円　B席 5,000円
 フェスティバル席 3,000円（2月3日よりバレヱ団 

オフィシャルチケットでのみ発売。座席選択不可） 
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） 
当日券がある場合のみ学生割引あり 
Ａ席 4,000円 Ｂ席 3,000円（要学生証提示、座席選択不可。）

お問合せ  牧阿佐美バレヱ団公演事務局　Tel 03-3360-8251（平日10：00～18：00）
※ 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。
※ 上演時間は約2時間35分（休憩2回含む）の予定。

審査員  天野正道（審査員長） ほか
チケット  SS指定席 2,500円 （前売のみ）

 SS指定席 2,000円 
 （当日2,500円）

 SA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

©anju

福田進一（ギター）

荘村清志（ギター）
©得能通弘 CHROME 

クラシック界のスーパーシックス。
衝撃の初来日から16年、
進化を続ける奇跡のアンサンブル ！

指　揮  小林研一郎
管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団
曲　目  スメタナ／ 

連作交響詩「わが祖国」全曲
全席指定  Ｓ席 5,000円
 Ａ席 4,000円
 Ｂ席 3,000円
Pコード  342-412

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）

完　売

演　奏  レ・ヴァン・フランセ
曲　目  プーランク／六重奏曲 ほか

全席指定  Ｓ席 5,000円 
 Ａ席 4,000円 
 Ｂ席 3,000円

※ 学生割引あり（S席3,000円、A席2,500円） 11/21（火）よりシビックチケットでのみ受付　 Pコード  345-118

レ・ヴァン・フランセ

©wildundleise.de/Georg Thum

12/13（水）		19：00開演 大ホール シ メ 
ぴ e+

迫力のブラスサウンドを
お楽しみください。

指　揮  佐渡裕　 バリトン  キュウ・ウォン・ハン　 演　奏  シエナ・ウインド・オーケストラ
曲　目  R.ジェイガー／シンフォニア･ノビリッシマ、 L.バーンスタイン／キャンディード序曲 

A.リード／アルメニアン・ダンス（全曲）、 音楽のおもちゃ箱 クリスマス・スペシャル！
全席指定  S席 6,500円　A席 5,500円　B席 4,500円
※ 学生割引あり（S席3,500円、A席2,500円） シビックチケットでのみ受付
Pコード  338-120

佐渡裕 × シエナ

区民参加オペラCITTADINO歌劇団 第18期生
ドニゼッティ作曲/歌劇「愛の妙薬」（原語上演・字幕付） 牧阿佐美バレヱ団 「ドン・キホーテ」 第６回 シンフォニックジャズ＆ポップス

コンテスト全国大会

佐渡裕 シエナ・ウインド・オーケストラキュウ・ウォン・ハン
©飯島隆 ©Hikaru.©Yuji Hori

©満田聡

2018年 1/27（土）		14：00開演大ホール シ メ ぴ e+
L  セ ス

出　演  岡 幸二郎、シルビア・グラブ　ほか
曲　目  夢やぶれて、スターズ(『レ・ミゼラブル』より)ほか著名ミュージカルからのナンバー

全席指定   SS 席 9,000円　　S席 8,000円　A 席 6,500円 
 B席 5,000円　　C席 3,500円　

Pコード  480-274　 Lコード  32576　 お問合せ  チケットスペース 03-3234-9999

残席僅少
残席僅少 予定枚数終了

ミュージカル界のスター、岡幸二郎による“永遠のミュージカル･ナ
ンバー”をお楽しみいただけるスペシャル・コンサート、文京公演の
第2弾。圧巻のステージをたっぷりとお楽しみください。

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

　　　in Bunkyo 2018　　　

岡幸二郎 シルビア・グラブ

仲道郁代（ピアノ）

CITTADINO歌劇団第17期生公演より

成田達輝（ヴァイオリン） 上野通明（チェロ）

曲　目   バッハ／ 無伴奏チェロ組曲第1番より 
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番より

 ドヴォルザーク／ 森の静けさ、 
スラヴ舞曲第2集より

 シューマン／「3つのロマンス」より
 ブラームス／ピアノ三重奏曲第1番　ほか
全席指定  S席 3,000円　A席 2,000円
Pコード  318-215

指　揮  平野桂子　 演　出  中村敬一
キャスト  アディーナ／別府美沙子 

ネモリーノ／曽我雄一 
ベルコーレ／井上 賢 
ドゥルカマーラ／品田広希 
ジャンネッタ／阿部祥子

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

©Kiyotaka Saito

©Hiroki Sugiura

2018年 1/25（木）		19：30開演

2018年 2/25（日）		14：00開演 2018年 3/3（土）		15：00開演・4（日）		14：30開演 2018年 2/11（日・祝）		11：00開演

大ホール

大ホール 大ホール 大ホール

シ メ 
ぴ e+

シ メ 
ぴ

シ メ 
ぴ

シ メ ぴ 
e+ 牧 楽

Vol.15

響きの森プレミアム・コンテンツでは、
アーティスト・インタビュー、オススメ 
公演の紹介、動画メッセージ、
その他トピックスを掲載して
います。下記URLより、
是非ご覧ください。

http://bunkyocivichall.jp/
special_mail_magazine/premium/

響きの森
プレミアム・コンテンツ

コンサートをもっと楽しく！
耳寄りな情報が盛りだくさんの

特設サイトを始めました！

これぞ、コバケンの魅力―
スメタナ「わが祖国」全曲！

シ 	区民先行発売
11/23(木・祝) 　
メ メンバーズ先行
11/24(金)　　　

　　　〜25(土) 

チケット発売
シ  メ  ぴ  e+ 牧  楽

11/29（水）

Pコード 482-577

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

チケット発売
シ メ ぴ

11/11( 土 )

Pコード 347-676
10：00～●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。2001年よ
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」「トゥーランドット」などの作品を上演。

チケット発売
シ メ ぴ

11/13(月)　

Pコード 348-531
10：00～

真島俊夫

チケット発売
シ

12/10(日)　
10：00～

期間限定
2018年

3月31日（土）まで

人気アーティストが勢ぞろい！極上の音楽で安らぎのひとときを。
全4公演をお得なセット券で販売いたします。

全席指定  ４公演セット券 Ｓ席 ９，０００円
※シーズンセット券はS席のみ販売いたします。
※ 本セット券は、全公演同一席となります。お席の変更はお受けでき

ませんのでご了承ください。

１回券 S席 3,000円 × 4公演 ＝ 12,000円 3,000円OFF

夜クラシック2018－2019 シーズンセット券 発売！

２０１８年7月2０日（金）１9：3０開演	
	 ピアノ  仲道郁代、 仲道祐子
２０１８年９月14日（金）１9：3０開演	
	 チェロ  宮田 大　 ピアノ  金子三勇士
２０１８年12月6日（木）１9：3０開演	
	 サックス四重奏  上野耕平　The	Rev	Saxophone	Quartet
２０１9年2月22日（金）１9：3０開演	
	 ヴァイオリン  山根一仁　 ピアノ  北村朋幹

Vol.17

Vol.18

Vol.19

Vol.20

速報 ！




