
次号の文京アカデミーSQUAREは5月5日発行です

レ・ヴァン・フランセ

クラシック界のスーパーシックス。

進化を続ける奇跡の
アンサンブル！

2002年、フランスのエスプリを受け継ぐ木管アンサンブルとして結成。
フランスの個性と伝統を残しつつ、
新しいサウンドを届けてくれるレ・ヴァン・フランセ。
最高峰のアンサンブルを、たっぷりとお楽しみください。

4月 20日（金）19：00開演

Les Vents Français

 ［ ピアノ ］
エリック・ル・サージュ

Eric Le Sage

 ［ フルート ］
エマニュエル・パユ

Emmanuel Pahud 

［ クラリネット ］
ポール・メイエ

Paul Meyer

［ ホルン ］
ラドヴァン・ヴラトコヴィチ

Radovan Vlatkovic

［ バソン ］
ジルベール・オダン

Gilbert Audin

［ オーボエ ］
フランソワ・ルルー

François Leleux

文京シビックホール
大ホール

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。

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

介護付有料老人ホーム

金

大 学 公 開 講 座

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
介護付有料老人ホーム

駅ビル

◎外国語講座 （毎週1回/1年間）全18言語

アラビア語、ブラジル･ポルトガル語、広東語、中国語、
ダリー語、ヒンディー語、インドネシア語、韓国語、モンゴル語、
ミャンマー語、ペルシア語、ロシア語、スペイン語、タイ語、
チベット語、トルコ語、台湾語、ベトナム語

申込締切日： ４月２３日（月） 必着　

４月２１日（土）  ◎国際講座   

受講料：1,000円（当日支払） 　
講師 ：森本　敏（拓殖大学総長）
定員  ：250名（申込不要） 　 
開催時間 ：10:30～12:00  

「日本の強さ」
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Les Vents 
  Français

　サッカーやバスケットボールのようなスポーツの
世界では、しばしばスター・プレイヤーが集まった
チームが編成され「ドリームチーム」などと称される
ことも多い。音楽シーンでも同様に、演奏者それぞ
れが個々で華々しい活動をする中、一時期だけ集
まってアンサンブルを組み、聴き手がため息をつく
ような名演を聴かせてくれることがある。もしクラ
シック音楽シーン、それも管楽器にドリームチーム
があるとするなら、５人の管楽器奏者にピアニスト
を加えた六重奏団「レ・ヴァン・フランセ（Les Vents 
Français＝フランスの風／フランスの木管）」は、ま
さに代表格だといえるだろう。
　2016年10月に文京シビックホールで公演を行っ
た彼らは、フランスとドイツの名作、そして文京シビッ
クホールが委嘱した酒井健冶の新作「青のスパイ
ラル」などを見事なサウンドで聴かせてくれた。その
記憶も残る中、６人の音楽家たちは早くも今年の４
月20日にホールへ凱旋。グループのテーマ音楽と
もいえるプーランク作曲の「六重奏曲」をはじめ、ロ
シア、ドイツ、フランスの作曲家による多彩な作品を
演奏してくれる。

　彼らの演奏は吹奏楽などで同じ楽器を演奏する
学生やアマチュア演奏家たちにも、見事なお手本に
なるはずだ。なにしろ６人のメンバーはすべて名手
の称号に恥じない演奏を聴かせてくれ、さまざまな
楽器の組み合わせが織りなすアンサンブルの点で
も非の打ち所がないのだから。
　フルートのエマニュエル・パユは、長く名門ベルリ
ン・フィルハーモニー管弦楽団の首席奏者を務めな
がら、ソリストとして室内楽奏者として活動している。
オーボエのフランソワ・ルルーは、やはり世界の一流
オーケストラであるパリ・オペラ座管弦楽団やバイ
エルン放送交響楽団などの首席奏者を歴任しながら、
ソリストとして幅広い活動を行ってきた名手。クラリ
ネットのポール・メイエもソリストとして来日公演が
多く、さらには東京佼成ウインドオーケストラの首席

指揮者も務めていたため、吹奏楽ファンには特に知
られているだろう。
　バソン（フランス式ファゴット）を吹くジルベール・
オダンは、ルルーも在籍していたパリ・オペラ座管
弦楽団の首席奏者として独特の音色を聴かせ、室
内楽ではアンサンブルの要となって存在感を示して
いる。ホルンのラドヴァン・ヴラトコヴィチもソリスト、
室内楽奏者としてさまざまなコンサートや音楽祭に
出演しながら、一方では多くの名手たちを育ててき
た名教師でもある。
　そしてもう一人、管楽アンサンブルに新しい色彩
を加えるピアニスト、エリック・ル・サージュを忘れる
わけにはいかない。フランス近代音楽はもちろん、
ベートーヴェンやシューマンなどのドイツ音楽も得
意とする彼のピアニズムは、実に抒情的な味わいに
満ちている。特筆すべきは、彼がパユ、メイエと主宰
している南仏の「サロン・ド・プロヴァンス音楽祭」こ
そ、レ・ヴァン・フランセのルーツであるということだ。

　今回の文京シビックホール公演で演奏される曲は、
彼らにとっての（そして聴き手にとっての）ベスト・セ
レクション。2016年の公演でも見事な演奏を聴か
せたプーランク作曲の六重奏曲はもちろん、ピアノ
六重奏曲の隠れた名品であるルートヴィヒ・トゥイレ
の作品（ブラームスやリヒャルト・シュトラウスを彷彿
とさせる曲！）も聴きもの。メイエ、オダン、ル・サージュ
の３人が演奏するグリンカの「悲愴三重奏曲」は、豊
かなメロディにあふれたロシアの音楽だ。さらには、
彼らならではの洒落た演奏が聴けるイベール作曲
の「３つの小品」、ミヨー作曲の「ソナタ」も、それぞれ
の楽器が歌ったり踊ったりするような印象を受ける。

　結成して15年を越え、同じメンバーでありながら
もマンネリズムをまったく感じさせない彼らの音楽は、
常に進化を続けている。５つの管楽器が作り出す絶
妙な音色とハーモニー、そこへ輝きを与えていくピ
アノ。まさに“フランスの風”を感じながら、その心地
よさを味わえるだろう。それこそが、レ・ヴァン・フラ
ンセのコンサートなのだ。

（文：オヤマダアツシ）

文京シビックホール 大ホール5月11日（金） １９：0０開演

出  演 	 ピアノ	：	仲道郁代
曲  目 	 ベートーヴェン／ピアノソナタ第14番「月光」
	 シューマン／3つのロマンス	Op.28-2
	 ショパン／バラード第1番、ポロネーズ第6番「英雄」	ほか
チケット 	 500円（全席指定）
	 チケット取扱い＝シ 	メ 	ぴ 	　Ｐコード＝110-584
※区外の方もご購入いただけます。ただし、未就学児はご入場いただけません。
問 	シビックチケット	03-5803-1111 （10時～19時	土･日･祝休日も受付）

仲道郁代 ピアノリサイタル
～スタインウェイお披露目コンサート～

©Kiyotaka Saito

2020年に開館20周年を迎える文京シビックホール大ホール。今後実施される
たくさんの文化・芸術イベントを見据え、スタインウェイ社のグランドピアノを新
調いたしました。ピアノ選定は、日本を代表するピアニスト、仲道郁代さんに依頼。
あわせて、仲道さん自身による「ピアノお披露目コンサート」を開催いたします！

グリンカ／悲愴三重奏曲
トゥイレ／六重奏曲	Op.6
イベール／木管五重奏のための3つの小品
ミヨー／フルート、オーボエ、クラリネットと
											ピアノのためのソナタ	Op.47
プーランク／六重奏曲

S席 5,000円 A席 4,000円 B席 3,000円

シ  メ  ぴ  e+ 　Pコード 345-118

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

4月 20日（金）19:00開演

4月 20日（金）19：00開演

［ 文京シビックホール大ホール ］

レ・ヴァン・フランセ

管楽器ドリームチームの代表格

名手の称号に恥じない
6人の音楽家

“フランスの風”を感じながら、
その心地よさを味わえるコンサート

レ・ヴァン・フランセ聴きどころ
解説

文京シビックホール
大ホール

曲  目

料  金　（全席指定・税込）

チケット取 扱 い

クラシック界の“スーパーシックス”と名高いアンサンブル、レ・ヴァン・フランセ。
注目の来日公演を前にその魅力を音楽ライターがご紹介。
これを読めば、公演がより一層楽しめること間違いなし！

区内在住・在勤・在学の方 限定 無料ご招待！
定  ３２０名（往復はがき1通につき2名まで。定員を超えた場合は抽選）
申  往復はがきに以下の項目を記入の上、	 返信用にもあて先を明記し、下記へ
	 ①代表者の住所　②応募者全員の氏名（ふりがな）
	 ③代表者の年齢　④代表者の電話番号
	 ⑤在勤者は勤務先名・所在地・電話番号、在学者は学校名
	 ⑥車椅子およびその介助者の補助席や、補助犬を連れての鑑賞をご希望の場合、その旨
	 〒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「仲道郁代ピアノリサイタル」担当
〆 	４月２３日（月）必着　※結果は４月末頃発送予定
 ※往復はがき以外での応募は受付いたしません。
 ※未就学児の入場はご遠慮ください。
 ※応募はお１人様１通のみとさせていただきます。 ※お席はお選びいただけません。
 ※住所・氏名等の記入事項に不備があるはがきは返信できない場合があります。
 ※当選の場合、5月5日（土・祝）10:00～10日（木）19:00の間にシビックチケット
 （文京シビックセンター2階）にて当選はがきとチケットの引き換えを行ってください。
問 	文京シビックホール　ホール事業係	03-5803-1103(平日9時～17時)

レ・ヴァン・フランセ メールインタビュー

――「レ・ヴァン・フランセ」結成以来、どのような思いで活動を行っていますか？
パユ とにかくこのメンバーで音楽を愉しみながら、常に最高の音楽・演奏を目指したいと思っています。
――CD制作も意欲的に行っていますが、今後のリリース予定は？
パユ いまはまだ秘密です。CD録音を予定している作品は数多く、古典、ロマン派、近現代の作品、ピアノあり、ピアノなし、沢山の作品を予定しています。
――2002年の初来日以降、日本各所でツアーを行っていますが、日本の聴衆の印象についてはどう感じていますか？メイエ 世界中で日本の聴衆が一番好きです。演奏する作品に大変興味を持ってくださいますし、演奏の間とても集中して聴いてくださいます。その上、温かくとても熱心だと感じます。――文京シビックホールでの演奏は今回で3回目となりますが、ホールの印象についてお聞かせください。

パユ 室内楽演奏において必要とされる“親密な雰囲気”を作り出すことが出来るホールだと思います。私たちの様に力強い木管楽器奏者でも自然な音響、信じがたいダイナミック・レンジの広さと音の深みを与えてくれるホールだと思います。メイエ 舞台から見ると大きく感じますが、とても温かくアット・ホームな雰囲気のある素晴らしいホールだと思います。――ご来場されるお客様に一言、お願いします。
パユ 今回は、フランスの作曲家に加え、グリンカとトゥイレといったとてもロマンティックな作品が入ったプログラムです。皆様にバラエティに富んだ異なった表現を堪能して頂けると思います。
メイエ 文京シビックホールでまた演奏出来ることをとても楽しみにしております。演奏会でお会いしましょう！

メンバーのエマニュエル・パユさん、ポール・メイエさんに、近況や今回の公演に向けての意気込みなどを伺いました。

シビックチケット

学生割引あり
S席3,000円、A席2,500円 シビックチケットでのみ受付

文京アカデミー Square2 平成30年4月号（通巻第208号） QUARES

©wildundleise.de/Georg Thum



3平成30年4月号（通巻第208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　 〆  締切　 申  申込　 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）

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

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。

パソコンスクールフ　ェ　ア
本紙（スクエア）持参で、特別価格からさらに 10%オフ！

4/5(木)～4/15(日)まで「夏を先どり!! 健康＆快眠寝具フェア」開催4/5(木)～4/15(日)まで「夏を先どり!! 健康＆快眠寝具フェア」開催

◆ 西川のタオルケット
◆ 有名ブランドナイトウェア　
◆ 西川のウォッシャブルダウンケット
◆ 西川の頸椎・首・頭をやさしく支える快眠枕 
◆ 西川の点で支えるムアツふとん
◆ 西川の点で支える健康敷ふとん（DXタイプ）

★フェアお買い得品、ほんの一例（税別）

6,000 円の品
7,000 円の品
12,000 円の品
15,000 円の品
38,000 円の品
55,000 円の品

2,980円
 3,980円
 5,800円
 9,800円
 29,800円
 39.800円

2,980円
1,280円1,280円

3,980円
5,800円
9,800円
29,800円
39.800円

◆ 西川の泉州織りバスタオル 2,000 円の品

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

メセナ講演会
「ワールドカップを楽しむために」
受講生募集

6 月 14 日に開幕するロシア・ワールドカップをより楽しむための
講演会を（公財）日本サッカー協会と協働して開催します。
第１部：今さら聞けないサッカーの常識
第２部：日本代表とワールドカップの歴史
日 	5月26日（土）	
	 第1部	13：00～14：30／第2部	15：15～16：45
会 	文京シビックホール小ホール（文京シビックセンター2階）
師  福田 雅（公益財団法人日本サッカー協会監事）
対  文京区内在住、在勤、在学者　 定  各300名（抽選）
¥  無料　 〆  5月14日（月）必着
申  往復はがきに①「ワールドカップ」②参加希望の部（1部または2部。両方の場合は「両

方」）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、返信用にもあて先を明記し上記へ

※第1部、第2部両方申し込まれた場合もどちらか一方になることがあります。
※小学生以下の参加は保護者の同伴が必要です。
※手話通訳があります。詳細はお問い合わせください。
※往復はがき1枚につき1名でお申込みください。　※入場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/

シビックシアター☆トークショー
映画「黄金のアデーレ	名画の帰還」上映と
字幕翻訳者・戸田奈津子氏トークショー「字幕というもの2」
日 	5月16日（水）　開場12：30　開演13：00（16：30終了予定）
会 	文京シビックホール小ホール（文京シビックセンター2階）
内  名画に秘められた感動の実話を映画化した「黄金の

アデーレ 名画の帰還」の上映と、この映画の字幕をは
じめ、米国映画を中心に1500本以上の作品を翻訳し
た映画字幕のスペシャリスト・戸田奈津子氏のトーク
ショーを行います。

 協力：文京アカデミア生涯学習支援者の会
師  戸田 奈津子（字幕翻訳者）
対  文京区内在住・在勤・在学者（１５歳以上、中学生を除く）
定  300名（抽選）　 ¥  無料　 〆  5月7日（月）必着
申  往復はがきに①「シビックシアター☆トークショー」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

※3～6歳の就学前児の無料保育があります（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。

※手話通訳があります。詳細はお問い合わせください。
※往復はがき1枚につき1名でお申込みください。
※入場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/

シビックシネマサロン
「野いちご」（日本語字幕）（91 分／モノクロ／ 1957 年／スウェーデン）

人生の終わりにさしかかって旅をする老医師の一日を通じて、人間の老いや死、家族をテー
マに、夢や追想を織り交ぜて描くベルイマンの代表作。
監督：イングマール・ベルイマン
出演：ヴィクトル・シューストレム／グンナール・ビョーンストランド　ほか
日 	4月20日（金）	13：30～15：20
会 	アカデミー文京	レクリエーションホール（文京シビックセンター地下1階）
対  文京区内在住・在勤・在学者（15歳以上、中学生を除く）
定  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。

シビックアニメまつり《こどもの日記念・まるごとアニメ特集》
日 	5月6日（日）		入場開始は9：30です。（12：10終映予定）
〈タイムスケジュール〉

上映作品 上映開始時間（予定）
・ミッキーマウスのキャンピングカー　9分　
・ミッキーマウスのおたんじょう日パーティ　9分
・アンパンマンまじょのくにへ　10分
・エリックカールコレクション１（はらぺこあおむし ほか２話）　22分
・スノーマン　26分
・やさしいライオン　27分

10：00
10：10
10：25
10：35
11：05
11：35

※上映作品と上映開始時間は変更する場合があります。
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  どなたでも　 定  100名（先着順）　 ¥  無料　 申  当日直接会場へお越しください。

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

戸田 奈津子氏

福田 雅 氏

毎日の生活のひとこまを短歌や俳句で表現してみませんか
対  文京区内在住・在勤・在学者　 〆  5月11日（金）必着
申  はがきに①種別（歌壇・俳壇）②作品（1枚に2首・句以内、未発表作品に限る、楷書で記

入、漢字には必ずふりがなを振る）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、在学者は学校名を明記し上記へ

※賞入選は種別ごとに１０作品
※入選作品のうち特選各３作品をスクエア７月号に掲載（入選者へは別途通知）

第1回ぶんきょう歌壇・俳壇作品募集

パソコン講座（ワード入門）受講生募集
マイクロソフトワード 2016（ワープロソフト）の基本操作を学ぶ講座です。基礎から学び
たい方、自己流の操作を見直したい方におすすめです。

（使用 OS：Windows10）
日 	5月16日（水）～18日（金）
	 Aコース10：30～12：30／Bコース14：30～16：30
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）
 ※キーボード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
〆  4月16日（月）必着
申  往復はがき（1コース1枚1名）に①ワード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(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/

お茶の水女子大学トートバッ
グとポーチ、タオルハンカチの
セットを10名様にプレゼント
次回の「クイズ 温故知新」は7月
号に掲載予定

問題
今回の『スクエア』の特集では、レ・ヴァン・フ
ランセの公演をご紹介しています。さて、レ・
ヴァン・フランセとは日本語で「フランスの
〇」を意味しますが、〇に入る一字はA～C
のどれでしょうか？（ヒントは2面に）

【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、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】 4月27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 夢　　　B 光　　　C 風

©THE WEINSTEIN COMPANY / BRITISH 
BROADCASTING CORPORATION / ORIGIN 
PICTURES (WOMAN IN GOLD) LIMITED 2015
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内  内容　 対  対象　 定  定員　 申  申込　 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。

受 講 生 募 集 受 講 生 募 集

資格取得キャリアアップ講座	受講生募集
区内大学で開講する講座に文京区民枠を確保し、資格取得やキャリアアップを支援します。受講生には受講料の
割引があります。
対  文京区内在住・在勤・在学者（15歳以上、中学生を除く）　 定  各講座10名（定員を超えた場合は抽選）
申  往復はがきに①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上記へ
＊HPからも申込ができます→http://www.b-academy.jp/
問  ❶貞静学園短期大学公開講座係　TEL 03-3944-9811（平日9：00～17：00）
 ※詳細は貞静学園短期大学ＨＰ　http://www.teisei.ac.jp/
 ❷日本女子大学生涯学習センター　TEL 03-5981-3755（平日9：00～17：00 土曜9：00～12：00）
 ※詳細は日本女子大学公開講座ＨＰ　http://LLC.jwu.ac.jp/
 ※各講座ごとに事前無料ガイダンスあり。
	 ❸東洋大学国際課Business Englishチーム　TEL 03-3945-8549（平日9：00～18：00、土曜9：00～13：00）
 ※詳細は東洋大学講座ＨＰ　https://www.toyo.ac.jp/site/tgd/presentation.html
※申込者数が最少催行人数に満たないときは、講座が開講されない場合があります。

講座名 講師 日程 時間 受講料（割引後） 〆切（必着） 会場

❶ 福祉住環境
コーディネーター３級講座

貞静学園短期大学
専攻科介護福祉専攻講師

5/12～6/30
土曜日 全８回

13:00～
16:00

13,000円
テキスト代別 4/27（金） 貞静学園

短期大学

❷

秘書検定2級合格講座
※1

早稲田ワーキングスクール
講師

5/15～6/12
火・金曜日 全9回

18:10～
20:10

24,500円
テキスト代別

5/1（火） 日本女子大学
目白キャンパス

TOEIC®600点突破講座 リンゲージ日本人講師 5/18～6/26
火・金曜日 全12回

18:15～
20:15

36,000円
テキスト代、
IPテスト代込

TOEIC®730点突破講座 リンゲージ日本人講師 5/18～6/26
火・金曜日 全12回

18:15～
20:15

36,000円
テキスト代、
IPテスト代込

消費生活アドバイザー
試験対策講座2018
※2

消費生活アドバイザー
有資格者
大矢野由美子　ほか

5/18～7/13
火・金曜日 全17回
特別講座
9/13・14

18：10～
20：40

※特別講座は
時間が異なります

61,000円
テキスト代別

IELTSスコアアップ
対策講座
※3

ブリティッシュ･カウンシル
専任英語講師

5/29～7/10
火曜日 全7回

18:20～
20:20

31,000円
テキスト代込

日商簿記検定2級合格
対策講座

ＴＡＣ簿記講座
専任講師

5/22～11/16
火・金曜日 全39回

18:10～
20:40

55,000円
テキスト代込

❸
英語プレゼンテーション
講座
※4

東洋大学非常勤講師
ラブ・パターソン

6/18～7/25
月・火・水曜日のいずれか
全6回

19:00～
20:30

43,600円
テキスト代込 6/8（金） 東洋大学

白山キャンパス

※１開講初日に検定試験申込受付とテキスト販売あり。希望者は受検料とテキスト代持参。　※２消費生活相談員資格を同時取得可。
※３推奨英語レベルは中級以上:TOEIC®500点以上が望ましい。　※４レベル別クラスでの受講。レベルによって曜日が異なる。

第8回
「文京・見どころ絵はがき大賞」
作品募集

内  手作り絵はがき作品に直接切手を貼って、下記のとおりご応募く
ださい。

 ・住所・氏名・年齢を明記のうえ、100字以内の文章をはがきの
表か裏に書き添えてください。

 ・スケッチ・イラスト・写真及び文章など表現は自由です。
 ・サイズははがき大（10cm×14.8cm）
 ・応募は1人3点までとし、未発表作品に限ります。
対  文京区に関心のある方ならどなたでも
〆  5月15日（火）消印有効
申  〒112-0003　文京区春日1-16-21 
 文京春日郵便局留 NPO法人文京建築会
応募上の注意
・個人を特定できる写真を応募する場合は、被写体のプライバシー

や肖像権について、必ず本人の承諾を得てください。
・応募作品の著作権は応募者に帰属

します。ただし、主催者側が印刷物や
ウェブサイト等への掲載、展示などに
使用することを無償で承諾するもの
とします。

・応募作品は返却しません。
表彰　大賞ほか
※展覧会等発表についての詳細は、
　スクエア7月号に掲載予定です。
問  NPO法人文京建築会事務局
 TEL 03-5940-5712
 HP http://www.bunkyo-
 arch.org/

スケッチや写真、イラストなど、文京区の見どころを描いた「オリ
ジナル絵はがき」を募集します。皆さんの作品をお待ちしています。

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

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

貞静学園短期大学 会  貞静学園短期大学　 問  公開講座係 Tel 03-3944-9811

楽しいフラダンスレッスン
※保育つき 幼児1人1回100円（保険料）

フラ ハラウ オ ヘレイピリナヘ主宰
菅原 和美

5/11～7/13
金曜日 全10回 18：00～19：00 15名 10,000円

（諸費含む）
楽しい生け花
※家元より許状授与あり

池坊清生流家元
斉藤 草伴

5/12～7/14
土曜日 全8回 11：00～12：00 15名 12,000円

（花代含む）

東京大学 会  東京大学本郷キャンパス安田講堂　 問  本部社会連携推進課 Tel 03-3815-8345

第127回（平成30年春季）
東京大学公開講座『ディレンマ』

経済学研究科准教授
尾山 大輔　ほか

5/26、6/9・23
土曜日 全3回 13：00～17：10 各回

1,000名
先行：全講義5,000円

1日選択2,000円
通常：1日選択2,300円

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

楽譜作成ソフトウェアSibeliusを使ってみよう！
①基本操作編　②続編

東邦音楽大学講師
湯浅 恭子

5/14・21・28、
6/11・18・25
月曜日 全6回

①17：00～18：25
②18：30～20：00

①②
各15名

①②
各12,000円

ロマン派と近代の鍵盤音楽の魅力 東邦音楽大学教授
遠山 菜穂美

5/17・24、
6/7・21・28
木曜日 全5回

10：00～12：00 50名 10,000円

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ながら歌ってみましょう～

声楽家/CSE JAPAN代表
稲 幸恵

5/19、6/16
土曜日 全2回

10：30～15：30
（昼食休憩1時間） 10名 9,000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
ハングル超入門
韓国語を読むための基礎作り！

文京学院大学生涯学習センター講師
朴 輪貞

5/9～5/23
水曜日 全3回 19:00～20:30 12名 7,800円

お江戸ル ほーりー特別講座
江戸はスゴイ～天下泰平が育んだ食＆娯楽文化

江戸文化歴史検定1級合格者
堀口 茉純 4/21（土） 14：00～16：00 40名 3,400円

メークでスマイルエイジング！ メークアップアーティスト
田島 みゆき

5/12～6/2
土曜日 全4回 11:00～12：30 20名 10,300円

平成29年度大賞受賞作
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日  日時　 会  会場　 内  内容　 対  対象　 ￥  費用　 申  申込　 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　4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。

◆－ 兜 －　世は戦国時代
　開催中（～5/31（木）まで）
◆さくらさくら　Let Them Bloom!
※桜の開花中に開催いたします。

会  文京区湯島1-7-14 

問  03-3811-4025

休  日・祝 
開館時間：9：30～18：00

お茶の水　おりがみ会館

◆「うたの☆プリンスさまっ♪Shining 
Masterpiece Show 企画展」

　開催中（～4/15（日）まで）
　※4/16以降のスケジュールはお問い合わせください
　https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo

会  文京区後楽1-3-61

問  03-5800-9999（10：00～18：00）

休  なし（4/15まで）
 開館時間：平日 15：00～20：00 

土・日・祝 10：00～20：00

東京ドームシティ
Gallery	AaMo

◆「横山大
たい
観
かん

 竹内栖
せい
鳳
ほう
　

　川合玉
ぎょく
堂
どう
をはじめとする、 

近代日本画壇の精鋭たち展」
　開催中（～5/20（日）まで）

会  文京区関口2-11-30 

問  03-3945-0947

休  月・火（祝休日の場合は翌日に振替） 
開館時間：10：00～17：00 
（入館は16：30まで）

講談社野間記念館

◆さくらウィーク
　「和の伝統芸能鑑賞」
　4/8（日）「落語」
　※詳細はホームページまたは
　　電話にてご確認ください。

会  目白台1-1-22

問  03-3941-2010

休  なし 
開園時間：9：00～17:00 
（入園は16：30まで）

肥後細川庭園

◆孔子祭　4/22（日）
　　釋

せき
奠
てん
　10：00～　場所・湯島聖堂大成殿

　　記念講演会　11：30～12：30　場所・湯島聖堂・斯文会会館講堂
　入場無料

　　詳細はＨＰ　www.seido.or.jp

会  文京区湯島1-4-25 湯島聖堂内 

問  03-3251-4606

休  なし 
開館時間：9：30～17：00

史跡湯島聖堂

◆“ミスタープロ野球”
　プロ入り60周年記念
　「昭和、平成と長嶋茂雄」
　開催中（～5/20（日）まで）

会  文京区後楽1-3-61

問  03-3811-3600

休  月
 開館時間： 10：00～18：00 

野球殿堂博物館

◆常設展示：
　鳩山一郎元総理大臣、薫夫人、威一郎元
外務大臣、由紀夫元総理大臣、邦夫元法
務大臣など、鳩山家4代の足跡と記念品・
愛蔵品などを4つの記念室に分けて展示

会  文京区音羽1-7-1

問  03-5976-2800

休  月（祝日は開館 翌日休館） 
開館時間：10：00～16：00 
（入館は15：30まで）

鳩山会館

◆「セーラー服と女学生　
　イラストと服飾資料で
　解き明かす、その秘密」
　開催中（～6/24（日）まで）

会  弥生2-4-3

問  03-3812-0012

休  月（但し4/30（月・休）は開館） 
開館時間：10：00～17：00

弥生美術館

◆春季展　生誕260年記念　心のふるさと良寛
　4/21（土）～7/11（水）
　生涯にわたる遺墨から良寛の人間性・人生観に
　迫ります。
※休館日を除いた「9の付く日」は、文京区民の方は観
　覧無料です。住所のわかるものをご提示ください。

永青文庫 会  文京区目白台1-1-1 

問  03-3941-0850

休  月（但し4/30（月・休）は開館し、翌日休館） 
開館時間 10：00～16：30 
（入館は16：00まで）

アカデミー推進課　観光担当

根津神社では「文京つつじまつり」の期間中、早咲きから遅咲きへと約100種3,000株
のつつじが境内を順に彩ります。まつり期間中のみ公開されるつつじ苑やさまざまな催し
をぜひお楽しみください。
日 	4月7日（土）～5月6日（日）
	 つつじ苑開苑：まつり期間中の9：00～17：30
会 	根津神社（文京区根津1-28-9）
¥  つつじ苑入苑・寄進料200円
問  文京つつじまつり実行委員会（根津神社）　TEL 03-3822-0753
※根津権現太鼓や甘酒茶屋の出店など、さまざまな催しが行われます。ぜひお越しください。
※開花状況は文京区ＨＰで公開しています。

文京花の五大まつり
「第４９回文京つつじまつり」開催

アカデミー推進課　文化事業係

日本の民俗芸能である「民謡」愛好者の皆さん、日頃の練習
の成果を発表しませんか。ご参加をお待ちしております。
日 	6月17日（日）	10：30～17：30（予定）
会 	文京シビックホール小ホール（文京シビックセンター2階）
内  独唱･合唱・合奏・民舞の内2種目まで
 ※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の拠点としている団体
定  120番程度（超えた場合は抽選）　 ¥  1番組500円
申  アカデミー推進課、アカデミー文京及び地域アカデミーで配布、または文京区ホーム

ページ掲載の申込書を郵送またはＦＡＸにて下記へ
 〒113-0001 文京区白山1-1-5-1101
 文京区民謡協会会長　市川八朗　ＴＥＬ・ＦＡＸ ０３-３８１３-０３５５
〆  ４月２４日（火）必着

ぶんきょう民謡大会	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 	～4月30日（月・休）
会 	シビックセンター地下1階吹きぬけ周囲
内  区制７０周年記念事業の一環として文京区

史および写真集が刊行されました。刊行に
あたり、集められた区内の昔懐かしい写真
の一部をパネルにして展示しています。

¥  無料

アートウォール・シビック
区史刊行記念	写真パネル展	開催中

「路上の子どもたち」昭和40年　松田初夫氏撮影・松田隆氏所蔵

スポーツ振興課　スポーツ振興係

日 	7月8日（日）	9：00　会 	スポーツセンター
対  区内在住・在勤・在学者4～7人で構成するチーム
定  50チーム（申込順）　 ¥  1チーム5,000円
内  

申  申込書を総合体育館・江戸川橋体育館へ持参（申込書配布：総合
体育館・江戸川橋体育館）

〆  5月20日（日）
問  文京区ビーチボール連盟・田澤　TEL 090-4591-6244
※参加費支払方法は大会要項参照。

競技区分 詳細
①小学生の部 低学年チーム1～4年・高学年チーム5～6年
②中学生の部 男女混合可
③ファミリーの部 小学生以下がコートに2名以上
④一般の部 男女混合、女性がコートに2名以上

TOKYOを熱くするのは俺たちだ
２０２０年にJリーグ昇格を目指すＴＯＫＹＯ ＵＮＩＴＥＤの新シーズンが始まります。
今年度も小石川運動場で開催します。皆で応援しましょう！

＜文京区はＴＯＫＹＯ ＵＮＩＴＥＤを応援しています＞

区民ビーチボール大会TOKYO	UNITED	2019シーズン始動

日 	7月1日（日）	9：00　会 	総合体育館
対  文京区内在住・在勤・在学者または文京区ミニテニス協会加入団体員
¥  1組1,000円（当日納入）　 内  女子・混合ダブルス
申  任意の様式に住所（在勤者は勤務先、在学者は学校名も）・氏名・

年齢・性別を明記し、FAXで下記へ
〆  6月1日（金）
問  文京区ミニテニス協会・武田　TEL・ＦＡＸ 03-3813-0248

区民ミニテニス大会

文京区の催し
スポーツ振興課 スポーツ振興係
K03-5803-1308

アカデミー推進課 観光担当
K03-5803-1174

アカデミー推進課 文化事業係
K03-5803-1120

（平日 8：30〜17：15）

TOKYO UNITED FC 2018年関東１部リーグ戦試合日程
試合日 キックオフ 対戦チーム HOME/AWAY 試合会場

前期１節 4月1日（日） 14:00 東京23FC Ｈ 小石川運動場
前期２節 4月7日（土） 11:00 流通経済大学FC Ａ 流通経済大学フットボールフィールド
前期３節 4月14日（土） 14:00 横浜猛蹴 Ｈ 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド
前期４節 4月29日（日・祝） 11:00 さいたまSC Ａ 秋葉の森総合公園サッカー場
前期５節 5月5日（土・祝） 15:30 ヴェルフェたかはら那須 Ｈ 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド
前期６節 5月20日（日） 14:05 ジョイフル本田つくばFC Ｈ 味の素フィールド西が丘
前期７節 6月23日（土） 14:00 ブリオベッカ浦安 Ｈ 小石川運動場
前期８節 7月1日（日） 15:00 栃木ウーヴァFC Ａ 足利市総合運動公園陸上競技場 (有料試合）
前期９節 7月8日（日） 14:00 VONDS市原FC Ａ 袖ヶ浦陸上競技場
後期１節 7月14日（土） 14:00 東京23FC Ａ 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド
後期２節 7月21日（土） 18:00 流通経済大学FC Ｈ 小石川運動場
後期３節 7月29日（日） 11:00 横浜猛蹴 Ａ かもめパーク
後期４節 8月5日（日） 14:00 さいたまSC Ｈ フクダ電子アリーナ
後期５節 8月26日（日） 12:00 ヴェルフェたかはら那須 Ａ 矢板運動公園陸上競技場
後期６節 9月1日（土） 17:00 ジョイフル本田つくばFC Ａ セキショウチャレンジスタジアム（有料試合）
後期７節 9月9日（日） 15:00 ブリオベッカ浦安 Ａ 浦安運動公園陸上競技場 (有料試合）
後期８節 9月17日（月・祝） 18:00 栃木ウーヴァFC Ｈ 小石川運動場
後期９節 9月23日（日・祝） 14:00 VONDS市原FC Ｈ 小石川運動場

©SAOTOME GAKUEN Illustration:Chinatsu Kurahana



文京アカデミー　　　　
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30年4・5月上旬（3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

補 聴 器公 演 案 内

休館のお知らせ
（期間は変更となる場合があります）

●文京シビックホール小ホール……8月10日（金）〜9月4日（火）　音響設備等改修工事のため
●アカデミー茗台……5月1日（火）〜平成31年2月28日（木）　エレベーター及び空調等改修工事のため

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・産経

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。

4
月

17
（火）

小 山仲間が美しき自然を捉えて贈る	
山岳映画サロンの夕べ（7作品上映）	
18：25開場　18：45～21：00
全席自由/入場無料
問  山岳映画サロン 

03-3994-2632

18
（水）
・
19
（木）

小 オペラシニアーズ公演	
「トロヴァトーレ」	

18：00開場　18：30～21：00
全席自由/2,000円
問  リリカイタリアーナオペラ 

03-3822-0601（10：00～21：00）

20
（金）

大レ・ヴァン・フランセ	
18：30開場　19：00～21：00
全席指定/ S席5,000円　A席4,000円
  B席3,000円
  学生割引S席3,000円　A席2,500円
問  シビックチケット 

03-5803-1111（10：00～19：00）

21
（土）

大 渡辺宙明特集ヒーローオーケストラ	
昭和の子どもたちへ	
14：30開場　15：00～17：00（予定）
全席指定/ S席6,800円　A席5,800円
  B席4,800円
問  キョードー東京 

0570-550-799 
（平日 11：00～18：00　土日祝 10：00～18：00）

小 第41回日本呼吸器内視鏡学会	
学術集会　市民公開講座	
12：30開場　13：00～15：00
全席自由/無料　※事前登録制
問  第41回日本呼吸器内視鏡学会学術集会 
市民公開講座 登録窓口 
03-5816-1058（平日 10：00～18：00）

小「改ざん！フィガロの結婚」2018年版	
19：00開場　19：30～21：30（予定）
全席自由/2,000円
問  チーム・フィガロ 

03-3816-3461（9：00～22：00）

22
（日）

大「ドラゴンクエスト」	
ウインドオーケストラコンサート	
14：30開場　15：00～17：00
全席指定/ S席4,500円　A席3,500円
問  キョードー東京 

0570-550-799 
（平日 11：00～18：00　土日祝 10：00～18：00）

小 フレッシュガラコンサート第171回
14：30開場　14：40～16：40
全席自由/2,000円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（10：00～21：00）

24
（火）

小 特別公開講座	
「江戸・東京から見た明治維新」	

13：30開場　14：00～15：30
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 9：00～17：00）

27
（金）

大 豊かな住生活の鍵を握る	
「次世代の賃貸住宅管理業」	

12：00開場　13：00～16：00
全席自由/入場無料
問  賃貸不動産経営管理士協議会 
シンポジウム事務局 
03-3545-9832（平日 10：00～18：00）

4
月

30
（月）

大 文京シティ・コア	第16回定期演奏会	
（ハイドン/四季　字幕付）	

14：00開場　15：00～17：30
全席自由/3,000円
問  文京シティ・コア（宮田） 

03-3821-4570

5
月

3
（木）
・
4

（金）

大 第6回	ジャパン	ダンス	コンペティション
各日の開演時間等、詳細は下記へお問合せください。
全席自由/ 1,000円
問  公益財団法人 橘秋子記念財団 
ジャパンダンスコンペティション事務局 
03-5389-7228

5
（土）

大 第67回東京六大学合唱連盟定期演奏会	
15：30開場　16：30～20：00
全席指定/ S席2,500円　A席2,000円
  B席1,000円
問  東京六大学合唱連盟 

03-3208-4100

小 河田理奈ＣＤ発売記念コンサート	
13：40開場　14：00～16：30
全席自由/一般3,000円　学生2,000円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（10：00～21：00）

小Ａｋｏ's	Gospel	Concert	
19：00開場　19：30～21：00
全席自由/入場無料
問  Ａｋｏ's Family 

03-5821-7120（平日 10：00～17：00）

6
（日）

大 岩崎弘記念文京ジュニア・	
青少年吹奏楽団定期演奏会	
13：00開場　13：30～15：30
全席自由/入場無料
問  平出裕美子 

090-1036-9503

小 フレッシュガラコンサート第172回	
14：30開場　14：40～16：40
全席自由/2,000円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（10：00～21：00）

小 東京話劇藝術協会による	
朗読、寸劇、独唱、楽器演奏公演	
18：15開場　18：45～21：25
全席指定/S席3,000円　Ａ席2,500円
問  劉

りゅう
 

090-6040-1685

7
（月）

大 中国文化大楽園優秀才芸学生交流団	
17：30開場　18：00～20：00
全席自由/入場無料
問  株式会社アジア太平洋観光社 

03-6228-5659（平日 10：00～19：00）

8
（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

4
月

5
（木）

小 アドリアーナ・ルクヴルール公演	
18：00開場　18：30～21：10
全席自由/4,000円
問  Ｂｉｚａｒｒｅ Ｏｐｅｒａ 

070-3976-1024（10：00～19：00）

6
（金）
～
8

（日）

大 それいけ！アンパンマン
ミュージカル「まもれ！黄金の炎」
6日（金）
　12：30開場　13：00～14：30
　15：30開場　16：00～17：30
7日（土）、8日（日）
　10：00開場　10：30～12：00
　12：30開場　13：00～14：30
　15：30開場　16：00～17：30
全席指定/Ｓ席3,800円　A席2,800円
問  キョードー東京 

0570-550-799 
（平日 11：00～18：00　土日祝 10：00～18：00）

7
（土）

小 フレッシュガラコンサート第170回	
14：30開場　14：40～16：30
全席自由/2,000円
問  及川音楽事務所 

03-3981-6052（10：00～20：00）

8
（日）

小 家庭倫理講演会「ともに生きる」	
10：30開場　11：00～12：45
全席自由/1,000円
問  (一社）倫理研究所家庭倫理の会文京区 

03-3827-5940

11
（水）

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

15
（日）

大 第66回橘バレヱ学校	学校公演	
12：30開場　13：00～15：45
17：00開場　17：30～20：15
全席指定/5,400円
問  橘バレヱ学校　 

03‐3460‐9411（平日 10：00～18：00）

小 キッズミュージカル魚沼産☆夢ひかり	
The	adventure	of	“ピーターパン”公演	
12：30開場　13：00～15：00
16：30開場　17：00～19：00
全席自由/ 前売　一般2,500円
 　　　小学生～高校生1,500円
 当日　一般2,800円
 　　　小学生～高校生1,800円
 　　　幼児　無料
問  魚沼産☆夢ひかり会（代表） 

090-4175-4611

17
（火）
～
19
（木）

大 神韻2018日本公演	
17日（火） 18：15開場　19：00～21：15
18日（水） 13：15開場　14：00～16：15
  18：15開場　19：00～21：15
19日（木） 13：15開場　14：00～16：15
全席指定/ SS席20,000円 S席16,000円
 A席14,000円 B席12,000円
 C席10,000円 D席 8,000円
問  ニューヨーク神韻芸術団 

03-6907-3288（10：00～19：00）

2面を
ご覧くだ

さい

5月20日（日）は文京シビックセンター休館日のため
公益財団法人文京アカデミー事務室・文京シビックホー
ル・シビックチケット・アカデミー文京は休業いたします。
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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　 定  定員　 ￥  費用　 申  申込　 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、ただし5/20（日）は休業） （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）

レ・ヴァン・フランセ

今月は、お茶の水女子大学の
学生によるピアノ・ソロ コンサート。
ベルトランの詩集「夜のガスパール」を
題材にした幻想的な作品を
お届けします。

第257回　シビックコンサート

日  4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）
出  お茶の水女子大学
曲  ラヴェル／夜のガスパール
￥  無料（直接会場へお越しください。）

入場
無料！！ピアノ・ソロ コンサート

●�東京文化会館�ミュージック・ワークショップ�in�文京
会 �小ホール　日  5月14日（月）
あけてみよう！ 海のふしぎな宝箱 
　①10：00開演（対象：生後6〜18ヶ月）
　②11：30開演（対象：生後19〜35ヶ月）
はじめましてクラシック〜金管五重奏 　�
　14：00開演（対象：生後6ヶ月〜6歳／未就学児）
￥ �500円 ※同伴者もチケットをお求めください。
問 �東京文化会館�事業係　03-3828-2111（代表）　www.t-bunka.jp
� シビックホール ホール事業係　03-5803-1103（平日9：00〜17：00）

文

文 シ

●�劇団四季『ソング&ダンス�65』
会 �大ホール　日  5月14日（月）・15日（火）18：30開演　16日（水）13：30開演
￥ �S席8,640円　A席6,480円　B席3,240円
チケット発売 シ�メ�ぴ�四　Pコード：482-962
※3歳以上はチケットが必要です。
問 �劇団四季 全国・新都市営業部　0120-660-442(9：30〜18：00／日祝休)

完　売

★チケット発売中の公演

テミルカーノフが生み出す多彩なサウンドと揺るぎない風格
巨匠テミルカーノフも認める“響きと空間”。
その文京シビックホール公演では、ロシア・ピアノ界の名手、ルガンスキーをソリスト
に迎え、関東公演唯一となるロシア名曲プログラムを、最高峰の響きでお届けします!

ユーリ・テミルカーノフ指揮 サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団
11/11（日）		15：00開演大ホール シ メ

ぴ e+

指　揮  ユーリ・テミルカーノフ（芸術監督・首席指揮者）
ピアノ  ニコライ・ルガンスキー（＊）　 管弦楽  サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団
曲　目  ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番（＊）、チャイコフスキー／交響曲第5番

全席指定  プレミアム・シート（公演プログラム付） 18,000円
 S席 15,000円　A席 13,000円　B席 11,000円
 C席 9,000円　　 　D席 7,000円　　　　 Pコード  102-807完　売 完　売

学生割引あり	●シビックチケット窓口・電話予約にて学割チケット発売中	！
 S席 7,500円　A席 6,500円　B席 5,500円
※ ご入場の際に学生証を提示いただきます。提示がない場合は、当日受付にて通常価格との

差額をお支払いいただきます。 ニコライ・ルガンスキーユーリ・テミルカーノフ
©Marco Borggreve/Naïve-Ambroisie

シエナ・ウインド・オーケストラ
第46回定期演奏会

美しい貴族の姫ライモンダをめぐる、中世の絢爛豪華な恋物語。

6/2（土）		15：00開演大ホール シ メ ぴ 
e+ L

原田慶太楼 須川展也

今注目の作編曲家、挾間美
帆の作品をフィーチャリング。
サクソフォン須川展也のため
に作曲したソナタの吹奏楽
編曲版を初演する他、ブラス
ロックの金字塔「タルカス」な
ど、クールかつ熱いラインアッ
プ。新進気鋭のコンダクター
原田慶太楼との初タッグも
どうぞお楽しみに。

指　揮  原田慶太楼　 サクソフォン  須川展也　 演　奏  シエナ･ウインド･オーケストラ
曲　目  長生 淳／紺碧の波濤、挾間美帆（吹奏楽版初演）／サクソフォン・ソナタ第1番― 

秘色（ひそく）の王国―、挾間美帆／組曲「The Dance」より3・4・5楽章 
エマーソン＆レイク～吉松隆の管弦楽版に基づく吹奏楽アレンジ版～（挾間美帆編曲）
／タルカス　

全席指定  SS席 6,000円　S席 5,000円　A席 4,000円　B席 3,000円
 ※学生はS・A・B席各500円引　 ※SS席・学生割引はシエナ事務局でのみ取扱い
Pコード  104-637　 Lコード  31803

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）

6/9（土）	15：00開演・10（日）	14：30開演大ホール

牧阿佐美バレヱ団「ライモンダ」

6/9(土) 「公演前の鑑賞教室」（13:30～14:30）あり ！
公演チケット購入者無料、未購入者500円 往復はがきにて要事前申込、30名
⇒ 詳しくは文京シビックホールHP（http://bunkyocivichall.jp/）をご覧ください。

キャスト  ライモンダ／青山季可（9日）、日髙有梨（１0日）
 ジャン・ド・ブリエンヌ／清瀧千晴（9日）、ラグワスレン・オトゴンニャム（１0日）
 アブデラクマン／菊地 研（9日）、塚田 渉（１0日）　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
※ペア席はエリア限定　※ 当日券がある場合、学生割引あり（A席4,000円、B席3,000円）
※ ４歳未満のお子様はご入場いただけません。　 Pコード  484-259
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 
e+ 牧 楽

小ホールが笑いに揺れる！
テレビ番組でもお馴染み、
林家たい平が今年も登場。
たい平ワールドを
たっぷりとご堪能下さい。

出　演  林家たい平 ほか
全席指定  3,500円
Pコード  484-144

5/18（金）	19：00開演小ホール シ メ 
ぴ

文京シビック寄席

林家たい平 独演会

親子で楽しむ
「はじめてのバレエレッスン」

日  対  平成30年4月1日時点で 
〈レッスンA〉6歳～8歳と保護者　5月13日(日) 9:45～10:45 
〈レッスンB〉4歳～6歳と保護者　5月13日(日)11:30～12:30 

※6歳の方はA・Bいずれかの時間を選択
会  文京シビックセンター地下1階　レクリエーションホール
師  牧阿佐美バレヱ団　阿部友喜、田村ひとみ
定  各回15組30名（応募者多数の場合は抽選）
￥  1,000円（1組につき）
申  往復はがきに ① 参加希望レッスン名（AまたはB） ② 郵便番

号・住所 ③ 参加者（お子様と保護者）の氏名（ふりがな） ④ お
子様の年齢・性別 ⑤ 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  
文京シビックホール ホール事業係  

「はじめてのバレエレッスン」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  4月24日(火)必着 
※結果は5月2日（水）頃までに通知します。

5/13（日）　区外の方もお申込みいただけます！

演劇ワークショップの受講生を募集します！
平成 31 年 2 月 3 日（日）に小ホールで行う〈卒業公演〉をめざして、
演劇と歌、ダンスを学びます。
演劇やダンスが初めて、という方も大歓迎！ 

バレエの基本動作をまじえた、親子で楽しめるエクササイズを行います。

 6月中旬～31年2月上旬までの火・木（祝日及びお盆・年末年始の
休み有）　１８時３０分～２１時15分

 金田誠一郎（俳優、演出家、脚本家、振付師）
 15歳以上（中学生を除く）の方ならどなたでも（区外の方も可）
 15名程度　※応募者は、後日5分程度の面談あり
 52,000円  

6月と10月に、半期分26,000円（別途保険料実費）ずつ徴収します。
 指定の応募用紙に必要事項を記入し、郵送また

は持参(平日9:00～17:00)
 応募用紙は文京アカデミー各施設に用意。  

HPからもダウンロードできます  
→http://www.b-academy.jp/

 5月2日（水）必着

日

師
対
定
￥

申

〆

平成30年度 受講生募集！
〈区民参加事業〉
音楽劇ワークショップ “ぶんきょう演戯塾”

©鹿摩隆司©鹿摩隆司

参加者�
募集！

4/20（金）		19：00開演大ホール シ メ ぴ e+

詳しくは2面をご覧ください。

対  ① 区内の大学および専門学校の音楽サークル・音
楽団体

 ② 人数：2名～30名程度まで（上限35名まで）
 ③ 出演時間：20分以内（入退場含む）
 ④ 演奏形態：合唱、 吹奏楽、 管弦楽アンサンブル

など
 ⑤ その他：参加団体の代表者は実行委員会のメン

バーとなっていただきます。  
また、各団体から1～2名、当日のステージ運営
を行うスタッフを選出いただきます。（このス
タッフは演奏には参加いただけません。）

定  ８団体（超えた場合は演奏ジャンルを考慮し抽選）
￥  無料
申  指定の応募用紙に必要事項を記入し、郵送、FAXまたは持参（平日9:00～17:00）
　 ※ 応募用紙は、文京アカデミー、地域アカデミー、区内施設にて配布。
　 ＊ HPからもダウンロードができます⇒http://www.b-academy.jp/
〆  5月11日（金）必着

第16回 文の京カレッジコンサート
出演団体募集

区内の大学・専門学校の音楽サークル・音楽団体が一緒に創り上げるコンサートです。
日頃の練習の成果を披露しましょう♪

文京シビックホール小ホール　9月8日（土）14：00開演演奏会

●  CITTADINO 歌劇団のプロフィール
CITTADINO（チッタディーノ）とは、イタリ
ア語で「市民」という意味。平成 12 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、「アイーダ」「カルメン」「トゥーラ
ンドット」等を上演。平成 30 年度は第 19
期生となり、受講生は 8 月から平成 31 年 2
月の公演に向けてレッスンをします。

CITTADINO歌劇団第18期生公演より

CITTADINO歌劇団第19期生 
ヴェルディ作曲／歌劇「椿姫」 

（原語上演・字幕付） 
公演予定のご案内

 平成31年2月17日（日）14：00開演
 文京シビックホール 大ホール
 平野 桂子
 直井 研二

日　時
会　場
指　揮
演　出

キャスト
講習　7月31日（火）18:30～の開講式と8月から31

年2月までの毎週水曜日18:30～21:00
 ※ 12月以降は土曜または日曜の18:10～

21:00も講習あり
 ※ 舞台稽古・公演含む全35 回程度（予定）
 ※ 曜日・時間は一部変更の可能性あり
対  15歳以上（中学生を除く。プロ・アマ不問、区外在

住の方も可）
定  15名程度（アンダースタディを含む）
￥  34,000円
 ※ 銀行振込で一括納入
 ※ 振込手数料、楽譜代（5,000円程度）、保険料（1

回につき30円）は別途実費負担
師  コレペティ／蒲谷昌子、江澤隆行
オーディション
日  6月23日（土）11：00～17：00 予定
会  文京シビックホール 大ホール
配役　①ヴィオレッタ（ソプラノ） 

②アルフレード（テノール） 
③ジョルジュ（バリトン） 
④フローラ（メゾソプラノ） 
⑤ドットーレ（バリトン） 
⑥ガストーネ子爵（テノール） 
⑦ドゥフォール男爵（バリトン） 
⑧アンニーナ（ソプラノもしくはメゾソプラノ）

※ 課題曲については、応募用紙をご覧ください。
※ 集合時間等オーディションの詳細については、後日

通知します。
※ オーディション参加料は無料。

―歌うこと、演じることの楽しさをオペラを通じて体験してみませんか？―
区民参加オペラCITTADINO歌劇団　第19期講習生募集

合　唱
講習　7月31日（火）18:30～の開講式と8月～31年

2月までの土曜または日曜18:30～21:00
 ※12月以降は水曜日18:10～21:00も
 ※舞台稽古・公演含む全35回程度（予定） 
 ※曜日・時間は一部変更の可能性あり
対  15歳以上（中学生を除く。プロ・アマ不問、楽譜が

読める方。区外在住の方も可）
定  ソプラノ30名程度、その他各パート15名程度
 ●女声:ソプラノ、メゾソプラノ、アルト
 ●男声:テノール、バリトン、バス
 ※ 応募人数が定員を大幅に超えた場合は、第一希

望パート応募者の中から文京区在住・在勤・在学
者を優先した上で、抽選となります。

￥  30,000円
 ※ 銀行振込で一括納入
 ※ 振込手数料、楽譜代（5,000円程度）、保険料（1

回につき30円）、衣裳代・メイク講習料（13,000
円程度）は別途実費負担

師  佐藤洋人 ほか

応募方法
申  指定の応募用紙に写真を貼付し、82円切手1枚

（キャストは62円分の切手を貼ったはがき1枚も
必要）を同封のうえ郵送または持参

※ 応募用紙配布：文京アカデミー、地域アカデミー、
区内施設

＊ HPからもダウンロードができます⇒http://www.
b-academy.jp/

※写真はスナップ可
※応募書類は返却いたしません。
※ 講習生の合否決定通知は、7月中旬までに郵送
※その他詳細は応募用紙をご覧ください。
〆  5月31日（木）消印有効

アンドレア・バッティストーニ 辻 彩奈

5/26（土）		15：00開演大ホール シ メ  
ぴ 

Vol.64

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（＊）　 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／ 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》
全席指定  S席 5,000円 　　　A席 4,000円　B席 3,000円　　　
Pコード  102-833

完　売 残席僅少

“イタリアの俊才”バッティストーニの
チャイコフスキープログラム ! 
ソリストには、2016年モントリオール
国際音楽コンクールの覇者、辻彩奈
が登場 ！

©上野隆文 ©大杉隼平

©三浦 彩
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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

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
牧（Web）　牧阿佐美バレヱ団オフィシャルチケット　 http://ambt.jp
楽 楽天チケット http://r-t.jp/ambt
四 劇団四季予約センター ☎︎0120-489-444(10:00～18:00)   
    https://www.shiki.jp/tickets/
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

メガネ

新発想セレクトメガネショップ
メガネコンタクト 369＋
御徒町本店
東京都台東区東上野1-12-13
TEL 03-3834-1369

（10:00～19:00／年中無休）
多慶屋店　　　　　　　　　 　　TEL : 03-3835-7777
ヨドバシカメラ新宿西口本店          TEL : 03-3342-8470
ヨドバシカメラマルチメディア町田      TEL : 042-732-7550

369プラス 検索

有名ブランドフレーム 国内一流メーカーレンズ ケース付＋ ＋

遠近両用メガネセット 9,720円(税込)～
※レンズは32,400円相当

遠近両用メガネセット 9,720円(税込)～
※レンズは32,400円相当

メガネセット2本で 
5,400円～
※レンズは43,200円相当

メガネセット2本で 
5,400円～
※レンズは43,200円相当

もめごと解決！ 突然親族に訴えられた！ 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

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

第18回発表会開催

4月7日（土）・8日（日）
文化シヤッターBXホール（春日・後楽園）
会場12：15 開演12：30（両日共）
入場無料

オカリナコース新規開講
癒しの音色と、扱いやすさも魅力！
お子様から大人の方まで楽しめます。

個人グループ・レッスン同時開講！
お好きな形で始められます。
講師：前田麻希 沼畑香織
第4回日本オカリナコンクール
デュエット部門第1位受賞の
本格派の講師です。

� t03-5803-1111
受付：10：00～19：00 土・日・祝休日も受付
 （ただし5/20（日）は休業）

9/8（土）  15：00開演 9/14（金）  19：30開演 7/20（金）
19：30開演大ホール 大ホール 大ホールシ メ  

ぴ 
シ メ  
ぴ e+

シ メ
ぴ e+
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指　揮 	小林研一郎　ヴァイオリン  吉田	南（＊）
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／	ヴァイオリン協奏曲(＊)	

交響曲第7番
全席指定 	S席		4,000円　A席		3,000円　
	 B席		2,500円
※	本公演を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。

ピアノ 	仲道郁代、仲道祐子
曲　目 	ドビュッシー／月の光、 ホルスト／組曲「惑星」より“木星”	

モーツァルト／ピアノ・ソナタ	K.545（グリーグ編）　ほか
全席指定 	S席 3,000円　A席 2,000円
Pコード 	101-303

チェロ 	宮田	大　 ピアノ  金子三勇士
曲　目 	ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ第14番「月光」第

1楽章、バッハ／無伴奏チェロ組曲	第1番より“プ
レリュード”、ポッパー／ハンガリー狂詩曲　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。

指　揮 	水戸博之　 ソプラノ  赤星啓子　 バリトン  晴	雅彦
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  108-014

曲　目 	チャイコフスキー／「眠れる森の
美女」より	ワルツ	
［目指せ！世界のマエストロ！	
　(指揮者体験コーナー)］	
音楽劇「赤ずきんちゃん」ほか

“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！
ソリストには国際コンクールで上位入賞や、オーケストラとの共演などの
実績を重ねる、若手実力派ヴァイオリニストの一人、吉田	南が登場。

夜クラシックに４度目の出演となる仲道郁代が
妹である仲道祐子とともに２台ピアノ・デュオで出演！

過去に夜クラシックに出演し再登場を熱望されていた宮田大、金子三勇士の
共演をお届けします	！
トークを交えながらの濃密な90分をお楽しみください。

7/14（土）
　  15（日） 11：00開演 9/15（土） ①10：30開演　②14：00開演

10/18（木）
   19：00開演

小ホール 小ホール

小ホール

シ メ
ぴ e+

シ メ
ぴ e+

シ メ
ぴ

ご存知、人形劇団プークが登場！
有名な北欧民話をもとにした
「三びきのやぎのがらがらどん」と
「いつもちこくのおとこのこ」の二本立て。
わくわくドキドキの
時間をお楽しみ
ください♪

人形劇団プーク“三びきのやぎのがらがらどん”東京フィル
親子で楽しむ“はじめてのオーケストラ”

チケット発売
シ  メ  ぴ

4/15（日）

Pコード	484-852
e+

4/16（月）

10：00～

10：00～

赤星啓子 晴	雅彦水戸博之

推奨年齢
５歳～

推奨年齢
3歳～

シ 区民先行
4/7(土)　　　
電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
4/8(日)　　　
　　　〜9(月)	
チケット発売
シ  メ  ぴ

4/15（日）

Pコード	108-008

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

小林研一郎 吉田	南
©K.Miura ©Yoshihiro Yoshida

Vol.17Vol.18

仲道郁代 仲道祐子

宮田 大
金子三勇士

仲道郁代
©Kiyotaka Saito

仲道祐子
©Akira Muto

全席指定  2,500円

宮田 大 金子三勇士
©Syunji Kamemura ©Ayako Yamamoto

シ 区民先行
4/22(日)　　　
電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
4/23(月)　　　
　　　〜24(火)	

チケット発売
シ  メ  ぴ

4/30（月・休）

Pコード	101-305
e+

5/1（火）

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

10：00～

シ 区民先行
5/13(日)　　　
電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
5/14(月)　　　
　　　〜15(火)	

チケット発売
シ  メ  ぴ

5/27（日）

Pコード	112-418
e+

5/28（月）

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

10：00～

チック・コリア×小曽根 真
10/24（水）  19：00開演 9/29（土）

30（日）  15：00開演大ホール 大ホールシ メ
ぴ e+

シ メ ぴ 
e+ 牧

よみがえる伝説のデュオ、ホットでスリリングな一夜…
アメリカの伝説的ジャズピアニスト、チック・コリアが小曽根真とのデュオで初登場。
豊富なキャリアと高度なテクニック、そして絶妙な呼吸が生み出す奇跡のジャズ・セッション。
関東公演では唯一となる、２人の共演をお見逃しなく。

ソリストたちの珠玉の踊り、一糸乱れぬ迫力の美を誇る群舞	！
数あるクラシックバレエの中でも絶大な人気を誇る不朽の名作を
全てがハイレベルな伝統ある舞台で是非	！
ハリウッド映画の衣装デザイナーとして活躍する
ボブ・リングウッドによる豪華な舞台装置と衣装にもご期待ください	！

9/29（土）下記２つの講座あり	！　要事前申込、詳しくは公演チラシ・HP（http://bunkyocivichall.jp）をご覧ください。
◆「公演前の鑑賞教室」（13:30～14:30）　定員30名（公演チケット購入者無料、未購入者500円）
◆「公演後のバックステージツアー」(18:15～19:00)　定員30名（公演チケット購入者限定、無料）ピアノ 	チック・コリア、小曽根	真

全席指定 	SS席	11,000円　S席	9,000円　A席	8,000円　B席	7,000円

チック・コリア
©Toshi Sakurai

小曽根	真
©Shumpei Ohsugi

出　演 	牧阿佐美バレヱ団　 指　揮  アレクセイ・バクラン　 演　奏  東京オーケストラMIRAI　
演出･振付 	三谷恭三（プティパ、イワノフ、テリー・ウェストモーランド版に基づく）
音　楽 	チャイコフスキー　 美　術  ボブ･リングウッド
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、Ｃ席	2,000円)は5／30（水）よりシビックチケットでのみ受付
※4歳未満のお子様はご入場いただけません。　※公演時間は約3時間です（休憩2回含む）
※牧阿佐美バレヱ団公演事務局（03-3360-8251）での電話受付は5/1（火）10：00～

©鹿摩隆司

牧阿佐美バレヱ団
「白鳥の湖」（全幕）

シ 区民先行
4/22(日)　　　
電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
4/23(月)　　　
　　　〜24(火)	

チケット発売
シ  メ  ぴ  牧（Web）
4/30（月・休）

Pコード	次号掲載
e+ 牧（電話）
5/1（火）

10：00～19：00

10：00

23：59

10：00～

10：00～

バレエ・エデュケーション・プログラム in Bunkyo

6/2（土） ①11：00開演　②15：00開演小ホール メ

こんどは動物たちがラテンで燃える	！？
昨年大好評だったアミーゴが再び	！
にぎやかなラテンリズムのコンサートをお届けします♪

シビックホールメンバーズ限定公演

音楽の絵本～アミーゴ～

曲　目 	テキーラ、ラテンDEジブリ　ほか
全席指定 	2,500円
※	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）。
※	シビックホールメンバーズのみの販売です。
※	通常のシビックチケット電話・窓口販売ならびにチケットぴあでの
販売はありません。
※	区民先行販売は終了しました。

今年の音楽劇は「赤ずきんちゃん」	！
毎年人気の指揮者体験コーナーにも
チャレンジしてね♪

好評発売中

チケット発売
シ  メ  ぴ

5/13（日）

Pコード	485-799
10：00～

古典落語の名手、柳家さん喬が文京シ
ビック寄席に登場	！

出　演 	柳家さん喬　
ほか

全席指定 	3,500円

文京シビック寄席

柳家さん喬 
独演会

響きの森 きっずプログラム 2018 ０歳から
入場OK！ ※	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）

フレッシュ名曲コンサート

©山田雅子




