
次号の文京アカデミーSQUAREは6月5日発行です

牧阿佐美バレヱ団
バレエ･エデュケーション･プログラム in Bunkyo

詳しくは2面をご覧ください

9月29日(土)  30日(日) 15：00開演
文京シビックホール大ホール 
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一糸乱れぬ白鳥たちの群舞、
ソリストたちの珠玉の踊り――。
ハリウッドで活躍のボブ・リングウッドによる
壮麗な舞台装置と衣装。
チャイコフスキーの美しい音楽が誘

いざな

う、
伝統に磨かれた幻想のステージを是非！

白鳥の湖［全幕］SwanLake

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

もめごと解決！ 突然親族に訴えられた！
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5月20日(日)は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。

クラーチ・エレガンタ本郷

ご予約お問い合わせは

※心配事を払拭できる
　チャンスです
※15:30～ご希望者は個別
　相談や館内見学を承ります

主催・会場 クラーチ・エレガンタ本郷 事業主・運営 /株式会社クラーチ

講師：三井住友信託銀行 池袋支店兼池袋東口支店
　　　主席財務コンサルタント 大野 智

特別セミナー「シニアのための相続問題」

ご予約お問い合わせは

ご予約制

10
14:30～15:30
30

    5 水

介 護 付 有 料 老 人 ホ ー ム

結婚相談所

貴方にあった結婚相手をご紹介
安心・良縁のお見合い結婚

経済産業大臣設定個人情報保護団体所属

本気の婚活サポーター　JMA
親御様のご相談もお受けしております。
TEL 03-3814-5520
HP：http://beloved.jp/



　チャイコフスキーの荘厳な音色と美しい白鳥達が織
りなす純白の世界、オデット姫と王子の哀しい愛の物
語。バレエの代名詞と謳われ、見る者すべてを魅了し
続けてきた不朽の名作『白鳥の湖』。
　『白鳥の湖』は、1895年にプティパとイワノフによっ
てサンクトペテルブルグのマリインスキー劇場で大成
功を収めて以来、世界中で愛され続けてきました。そ
の間数々の振付家が改訂に挑み、現在では「バレエ団
の数だけ『白鳥の湖』がある」と言われるほど沢山の
版が存在します。牧阿佐美バレヱ団の『白鳥の湖』は、
プティパ／イワノフの原振付を忠実に受け継ぐテリー・
ウエストモーランド版。オリジナルの劇的要素そのまま
に感動の物語を今に伝えます。

　舞台は深い緑に包まれたドイツの城。成人を迎えた
ジーグフリード王子を祝う賑やかなパーティーが繰り
広げられています。美術を手掛けるのは、数々のオペ
ラやハリウッド映画でも活躍するボブ・リングウッド。
舞台を埋め尽くす鮮やかな色彩、本物のシルクを贅沢
に使ったこだわりの衣裳にも是非ご注目下さい。
　そこに王子の母である王妃が現れ、お祝いに弓矢を
プレゼントします。王妃は、明日の舞踏会で花嫁を選
ぶよう伝えます。だんだんと日が暮れ友人たちが去っ
てゆく中、孤独と不安に駆られてゆく王子。母からもらっ
た弓矢を手に、一人白鳥狩りに出かけます。ウエストモー
ランド版では、踊りだけでなく一つ一つの仕草や演技

までもがチャイコフスキーの音楽と見事に融合しなが
ら物語を運んでゆきます。

　悪魔が支配する湖のほとり。白鳥狩りに来た王子の
目の前に現れたのは、悪魔の呪いによって白鳥の姿に
変えられた美しいオデット姫。二人の出会いのシーン
は、作品一番の見どころです。そっと近づく王子にオデッ
トは悲しい身の上を打ち明けます。真実の愛を得られ
れば人間の姿に戻れると知った王子は、オデットに永
遠の愛を誓います。こうした会話を伝えるマイム（身振
り）の多くが、現在では省略されてしまっている中、牧
阿佐美バレヱ団の『白鳥の湖』は、オリジナルのままに
一言一言を丁寧にマイムで語ってゆきます。
　第二幕は、バレエ・ブラン＝「白いバレエ」という名の
通り、大勢の白鳥達が舞台を埋め尽くします。牧バレ
ヱ団が誇る一糸乱れぬ群舞（コール・ド・バレエ）が限り
なく美しい幻想の世界を描きます。

　華やかな舞台、目を見張るような踊りの連続、劇的
なストーリー展開、第三幕はすべてが見どころ。ハンガ
リー、スペイン、ナポリ、ポーランドの民族舞踊と各国

からの美しい花嫁候補た
ちの踊りも、舞踏会を盛り
上げます。磨き抜かれた
キャラクターダンスは勿論
のこと、それぞれの国の特
徴をあしらった衣裳デザイ
ンにも注目です。そして、
第三幕といえば王子と黒
鳥オディールのパ・ド・ドゥ。

悪魔の陰謀で、オデット姫にそっくりの黒鳥オディール
が登場。妖しく誘惑するオディールに王子はまんまと
騙され、ついに結婚を誓ってしまいます。二人の踊るパ・
ド・ドゥはまさに超絶技巧の極致。ダイナミックな回転
技が次々と披露されます。第三幕の妖艶なオディール
姫は第二幕の清純なオデット姫との一人二役。どのよ
うに演じ分けるか、主役の腕の見せどころです。

　王子は許しを乞うため再びオデット姫の元を訪れます。
しかし、誓いは破られ、もはや永遠に結ばれることのな
い二人。二人に残された望みはただ一つ、あの世で結
ばれること・・・二人は湖に身を投げます。
　『白鳥の湖』はソビエト時代に、この結末を、社会主
義の勝利を暗示するように、悪を倒し善が勝利すると
いうハッピーエンドに書き換えられてしまいました。現
在もロシアをはじめ多くのバレエ団でハッピーエンドの
『白鳥の湖』が上演されています。しかし、『白鳥の湖』
は、台本の流れも、またチャイコフスキーの音楽も、悲
劇として作られたものです。牧阿佐美バレヱ団の『白
鳥の湖』は、オリジナル通りの悲劇。是非、『白鳥の湖』
本来の深い感動を味わっていただければと思います。

（文・川島京子）

チケット(全席指定)  （ペア席は2階席のみ）
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
※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歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。
チケット取扱い＝シ  メ  ぴ  e+ 牧　Ｐコード＝486-134
※プレイガイド情報は8面をご覧ください。
お問合せ  
シビックチケット　03-5803-1111
（10:00～19:00、土・日・祝日も受付、ただし5／20(日)は休業）
牧阿佐美バレヱ団公演事務局　03-3360-8251（平日 10:00～18:00）

牧阿佐美バレヱ団「白鳥の湖」（全幕）
9月29日(土)
    30日(日) 15：00開演

◆文京シビックホール大ホール 
◆上演時間 約３時間（休憩２回含む）

牧阿佐美バレヱ団

［全幕］

見どころ紹介

出  演  オデット＆オディール/青山季可(29日）、阿部裕恵(30日)
 ジーグフリード王子 /菊地 研(29日）、  清瀧千晴(30日)
 ほか 牧阿佐美バレヱ団
指  揮  アンドレイ・アニハーノフ　 演  奏   東京オーケストラＭＩＲＡＩ　
演出・振付  三谷恭三 （プティパ／イワノフ原振付、テリー・ウェストモーランド版に基づく）
音 楽  ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー
美  術   ボブ･リングウッド

チャイコフスキーの音楽が幻想の世界に誘う
クラシックバレエ不朽の名作『白鳥の湖』。

「公演前の鑑賞教室」の講師も務める川島京子氏が
本公演の見どころをご紹介します。

白鳥の湖SwanLake

チャイコフスキーの名曲とともに
華やかな王子の祝宴

［第一幕］  城の庭

王子とオデットの出会い、そして美しい
白鳥達が奏でるバレエ・ブラン

［第二幕］  湖のほとり

オデット姫と王子の運命は如何に！
牧阿佐美バレヱ団の第四幕は感動の結末！

［第四幕］  湖のほとり

盛大に開かれる王子の花嫁選びの
舞踏会。見どころ満載の第三幕！

［第三幕］  城の広間

青山季可 菊地 研

阿部裕恵 清瀧千晴

29日

30日

バレエ・エデュケ
ーション・
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3平成30年5月号（通巻第209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　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）

申  このページに掲載されている事業の申込先（はがき宛て先）　〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京 学習推進係

文京アカデミアサポーター養成講座　
受講生募集

文京アカデミア講座の運営に携わってみませんか。
養成講座の修了後、「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等のご意見をい
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の内、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22日（金）・26日（火）・29日（金）、7月3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22日）
 文京アカデミアサポーター（6月26・29日、7月3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ことが望ましい
定  15名（抽選）　￥  無料
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上記へ　

 ※往復はがき1枚につき1名でお申込みください。　※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/
〆  6月8日（金）必着
No. 開講日 曜日 会場 内容
1 6/22 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 6/26 火 シビックホール会議室 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 6/29 金 レクリエーションホール 百聞は一見にしかず

～講座運営を体験（1）～
4 7/3 火 学習室　ほか 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）

文の京・最先端生命科学講座第21回
東京医科歯科大学難治疾患研究所で行われている最先端の研究を分かりやすく説明します。
日  6月22日（金） 19：00～21：00　会  スカイホール（文京シビックセンター26階）
内  師  第１部「カエルやハエの研究がなぜ必要か？」
  　東京医科歯科大学難治疾患研究所教授　澁谷 浩司
  第２部「ゲノム編集の医学への応用」
  　東京医科歯科大学難治疾患研究所教授　田中 光一
対  15歳以上（中学生を除く）　定  ９０名（抽選）　￥  無料　〆  6月8日（金）必着
申  往復はがきに①「最先端生命科学21」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。 
※往復はがき1枚につき1名でお申込みください。
※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/

日　程 上映作品 上映時間 等

5月6日（日）

シビックアニメまつり （16mmフィルム）
≪こどもの日記念・まるごとアニメ特集≫
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

開場 9：30
開演 10：00
終演 12：10

6月15日（金）
若草物語（日本語吹替）　122分／カラー／ 1949年
監督：マーヴィン・ルロイ
出演：ピーター・ローフォード /エリザベス・テイラーほか

入場 13：10
開演 13：307月20日（金）

裸の大将放浪記 -山下清物語 - （16mmフィルム）
120分／カラー／ 1981年
監督：山田典吾
出演：芦屋雁之助／中村玉緒　ほか

8月17日（金）
100人の子供たちが列車を待っている
（日本語字幕・ドキュメンタリー）
58分／カラー／ 1988年／チリ
監督：イグナシオ・アグエロ

9月21日（金）
東京物語　136分／モノクロ／ 1953年
監督：小津安二郎
出演：笠智衆／原節子／東山千栄子　ほか

※上記の日程は予定ですので、上映作品の変更等がある場合がございます。詳しい内容は、お問合せの上ご来場ください。

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） ※5月のアニメまつりはどなたでも
定  100名（先着順）　￥  無料
申  当日11:30に会場で整理券を配付（5月を除く）。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。　※5月のアニメまつりは直接会場へお越しください。

シビックシネマサロン 30年度前期スケジュール

大学プロデュース特別公開講座（拓殖大学学長講演会）
「AI（人工知能）が切り開く未来社会
－ＡＩ時代の教育を考える－」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。
今やAI 抜きで社会の発展を考えることはできません。ＡＩが切り開
く未来社会と、ＡＩ時代を担う若者の教育について考えてみたいと
思います。
日  6月23日（土） 14：00～15：30
会  拓殖大学文京キャンパス 後藤新平・新渡戸稲造記念講堂
（Ｅ館１階）（文京区小日向3-4-14）

師  拓殖大学学長　川名 明夫
対  どなたでも（15歳以上、中学生を除く）
定  ２００名（抽選）　￥  無料　〆  6月11日（月）必着
申  往復はがきに①「学長講演会」②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番号と、返信用に
もあて先を明記し上記へ

※手話通訳あり。詳細はお問合せください。
※往復はがき1枚につき1名でお申込みください。　※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/

川名 明夫 学長

「白鳥の湖」関連イベント・牧阿佐美バレヱ団 6月公演情報　 2 面とあわせてご覧ください

会  文京シビックセンター内施設
師  早稲田大学講師　川島京子 
対  小学生以上の方（公演チケット未購入者も可）
定  ３０名（抽選）　
￥  公演チケット購入者：無料、未購入者：500円
申  往復はがきに以下の項目をご記入のうえ、各イベントごとにお申込ください。（はがき1枚につき
2名まで）① <鑑賞教室「白鳥の湖」＞または＜バックステージツアー＞参加希望　②住所 ③参
加者全員の氏名（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）、鑑賞教室応募で公演チケット未購入者は＜未購入＞と記入。返信
用にも代表者の宛先を明記し下記へ

 ※往復はがき以外での応募は受付いたしません。
 〒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「白鳥の湖」担当
〆  9月5日（水）当日消印有効
問  シビックホール　ホール事業係　03-5803-1103（平日9：00～17：00）

◆ 公演前の鑑賞教室『白鳥の湖』
　13：30～14：30

上演作品の理解を深めて、公演をもっと楽しみませんか？文京シビックホールでは、年4回の牧阿佐美
バレヱ団の公演時に「公演前の鑑賞教室」を実施します。さらに今回の公演ではバックステージツアーも！
是非、ご応募ください。
公演チケット未購入者もOK!

師  牧阿佐美バレヱ団
 バレエ・ミストレス 挾間祥子 
対  「白鳥の湖」のチケットをご購入の方
 （中学生以上）
定 30名（抽選）　￥  無料

　18：15～19：00（予定）
◆ バックステージツアー
29日・30日公演チケット購入者限定！

参加者募集
！

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
チケット（税込）

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）
当日券学生割引　A席 4,000円　B席 3,000円
チケット取扱い＝ シ  メ  ぴ  e+ 牧  楽　Ｐコード＝484-259
＊４歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。　※プレイガイド情報は8面をご覧ください。
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）

「ライモンダ」６月  ９日（土）15：00開演６月１０日（日）14：30開演
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。「白鳥の湖」「眠れる森の美女」
などを次々と生み出した19世紀の振付家、マリウス・プティパの傑作です。

文京シビックホール大ホール 

上演時間 約３時間（休憩２回含む）

　　　　 公演前の鑑賞教室『ライモンダ』 6月9日（土） 13:30～14:30
会  師  対  定  ￥  申  は左記「公演前の鑑賞教室『白鳥の湖』」と同じ。
宛先：同住所 ホール事業係「ライモンダ」担当
〆  5月18日（金）消印有効
問  シビックホール ホール事業係 03-5803-1103（平日 9:00～17:00）

牧阿佐美バレヱ団 6月公演はコチラ！ 好評発売中！

参加者募集
！

9月29日（土）２つのイベントを開催！
バレエをもっとよく知ろう！
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日  日時　会  会場　内  内容　対  対象　定  定員　￥  費用　〆  締切　申  申込　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。

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  大学講堂（徽音堂）　問  ホームカミングデイ事務局 企画戦略課 Tel 03-5978-5105

特別講演と鼎談
「お茶の水女子大学と子ども学」

山口大学名誉教授（お茶の水女子大学卒業生）
友定 啓子　ほか 5/26（土） 11:00～12:30 1,000人

（申込不要） 無料

国際仏教学大学院大学 会  国際仏教学大学院大学春日講堂　問  公開講座係 Tel 03-5981-5271

「如是我聞」
－「我」とは誰を指すか－

国際仏教学大学院大学教授
藤井 教公 5/12（土） 13：30～15：00 200名

（申込順） 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

安全保障総合シンポジウム
「北東アジア情勢と日本の安全保障」
－防衛大綱と憲法改正－

拓殖大学総長
森本 敏　ほか 5/26（土） 13：00～16：00 250名 1,000円

外国語講座
～アジアを中心とした１８言語を開設～
（但、定員に空きのあるクラスのみ）

各語学専門講師 5/8～1/31
週1回・年間30回 19：00～20：30 各クラス

18名
69,000円
（通年一括）

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

親子で学ぼう！プログラミング講座
（対象：小学生とその保護者） 貞静学園短期大学講師 6/2～7/21

土曜日 全6回 10：30～12：00 15組 6,000円
（諸費含む）

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

スコアリーディング2018～吹奏楽作品の解析 東邦音楽大学特任准教授
福田 洋介

5/25、6/29、
7/27、9/7・28
金曜日 全5回

18：30～20：30 30名 全回：15,000円
１回： 3,000円

～没後100年～　ドビュッシーの生涯 東邦音楽短期大学教授
國谷 尊之 6/9（土） 10：00～12：00 100名 3,000円

皆で楽しくヴォーカル＆ダンス♪ ヴォーカル・ダンス インストラクター
難波 洋子

6/16・23、7/7
土曜日 全3回 13：00～14：00 30名 6,000円

東洋大学 会  東洋大学白山キャンパス　問  社会貢献センター Tel 03-3945-7635

ライブ・ビジネスの現状と課題 東洋大学法学部教授
安藤 和宏　ほか

6/2・9（土）
2日で全5回

東洋大学HPを
ご覧ください 100名 8,100円

交渉学入門（実践編） 東洋大学法学部教授
清水 宏　　　

6/2（土）
1日で全2回

東洋大学HPを
ご覧ください 20名 3,240円

健康維持における免疫の大切さ　
―免疫力を維持するコツ―

東洋大学理工学部教授
加藤 和則　　　 6/2（土） 13：30～15：00 50名 1,620円

日本女子大学 会  日本女子大学目白キャンパス　問  生涯学習センター Tel 03-5981-3755

『食べる』ということ 日本女子大学家政学部准教授
太田 正人

5/18・25
金曜日 全2回 13：00～14：30 30名 4,200円

中世の“こもんじょ”を読む 日本女子大学文学部教授
古川 元也

5/21・28
月曜日 全2回 13：00～14：30 30名 4,200円

ユーモアを科学する 日本女子大学文学部准教授
高梨 博子 5/23（水） 13：00～14：30 30名 2,100円

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

５・７・５の韻律で、一緒に自然や生活を詠んでみませんか。
日  6月16日（土） 13：00～16：30
会  スカイホール（文京シビックセンター26階）
内  兼題「風

かぜ
薫
かお
る」（「薫

くん
風
ぷう
」も可）、席題（当日発表）1句ずつの投句。

 選評は3句ずつの互選を披講し、選者選（特選6句、佳作10句）を表彰。
  ［選者］佐怒賀正美氏・松澤雅世氏

対  文京区内在住・在勤・在学者、区内の句会所属の方
定  80名（抽選）
￥  無料
申  往復はがきに①「俳句大会」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、区内の句会所属の方は句
会名と、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/
〆  5月31日（木）必着

文京区俳句大会 参加者募集

金

大 学 公 開 講 座

2020東京オリンピック後の建設経営
について

海の京都DMOから見る新たな観光 土曜全3回 15：00 から 1,620円

土曜全2回
土曜全1回

10：40から 3,240
10：30から 1,620

円
円介護保険制度の賢い使い方

ー福祉社会システム専攻シリーズⅢー

学校説明会
第1回  ５月12日( 土 )
【内　容】

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

オープンスクール
６月９日( 土 )

合同説明会
参加します!

学校紹介、校内見学、個別相談 等 【内　容】説明会、体験授業、クラブ見学 等

5/20(日)  Discover 東京私立中学校 合同相談会  ( 東京国際フォーラム )
5/27(日)  文京区 私立中学高等学校 連合進学相談会  ( 秋葉原UDX )
6/   3(日)  ベネッセ進学フェア  ( 東京国際フォーラム )  

学 校 説 明 会



5平成30年5月号（通巻第209号）文京アカデミー　　　　
日  日時　会  会場　内  内容　対  対象　定  定員　￥  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　5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。

◆端午の節句ー安田家の五月飾り公開
　（3代永德齋作）
　開催中（5/6（日）まで） 5日間連続公開

会  文京区千駄木5-20-18 

問  03-3822-2699

休  日、月、火、木、金
開館時間：10：30～16：00
（入館は15：00まで）

旧安田楠雄邸庭園

◆常設展　「岩田専太郎展」
　開催中
（平成31年3/17（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
開館時間：10：00～16：00
（入館は15：45まで）

金土日館

◆通常開園（9:00～16:30）
　入園は16:00まで
　開花状況等は、当園Webサイトをご覧ください

会  文京区白山3-7-1 

問  03-3814-0138

休  月
開園時間：9：00～16：30
（入園は16：00まで）

東京大学大学院理学系研究科
附属植物園（小石川植物園）

◆昆虫観察・採集会、昆虫標本作製教室、
　昆虫教室などＨＰ参照 

会  文京区千駄木5-46-6

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

ファーブル昆虫館
「虫の詩人の館」

◆テーマ展示「神田上水 だいぶ昔・ちょっと昔」
　開催中（5/13（日）まで）
◆江戸上水入門講座第2回
「江戸上水の誕生」 5/12（土） 14：00～14：30
◆れきしこうざ 子ども教室（主な対象 小学校3、4年生）
　「江戸の学び」 5/26（土） 13：30～14：00

会  文京区本郷2-7-1 

問  03-5802-9040

休  毎月第４月曜（祝日の場合は翌日休）
 開館時間：9：30～17：00
（入館は16：30まで）  

東京都水道歴史館

◆特別展「鷗外と旅する日本」
　開催中（7/1（日）まで）
◆ギャラリートーク（当館学芸員による展示解説）
　5/16（水）、5/20（日）

会  文京区千駄木1-23-4 

問  03-3824-5511

休  5/22（火）
開館時間：10：00～18：00
（入館は17：30まで）

文京区立森鷗外記念館

◆日本家政学会設立70周年記念
　シリーズ「天職に生きる」
　─日本女子大学家政学部のあゆみ
　開催中（6/2（土）まで）

会  文京区目白台2-8-1

問  03-5981-3376

休  日・月曜日、祝休日
開館時間：10：00～16：30
（土曜日は正午まで）

日本女子大学成瀬記念館

◆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：「明治期三菱の倉庫業｣ 
　開催中

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

◆「午後のミニコンサート」
　5/15（火）～16（水）
　13：00～と15：30～
　各回30分程度・先着100名
　当日10時30分から整理券配布

旧岩崎邸庭園 会  台東区池之端1-3-45

問  03-3823-8340

休  なし
開園時間：9:00～17:00
（入園は16：30）まで）

アカデミー推進課　文化事業係

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～5月29日（火）　会  シビックセンター地下1階吹きぬけ周囲　 ¥  無料
内  文京区は、一般社団法人全日本かるた協会や、かるた記念大塚会館があり、また、“競技
かるた”を題材にした少女漫画「ちはやふる」の出版元である株式会社講談社が所在する
等、かるたとゆかりの深い地です。

 本展では一般社団法人全日本かるた協会のご協力により、これまでの「競技かるたの歴
史」を紐解いたり、「名人位決定戦」や「クイーン位決定戦」など各団体の熱戦の模様をパ
ネル写真でご紹介します。また、跡見学園女子大学にもご協力をいただき、室町時代から
江戸時代にかけての「百人一首関係資料」や「歌仙絵」などの大学所蔵の貴重なかるたコ
レクションの一例をご紹介します。

アートウォール・シビック
特別企画「かるたの街 文京を発信！！」
パネル展開催中

スポーツ振興課　スポーツ振興係

文京区の催し
スポーツ振興課 スポーツ振興係
K03-5803-1308

アカデミー推進課 文化事業係
K03-5803-1120

（平日 8：30～17：15）

区民の皆さまを五
ご
雲
うん
会
かい
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。

宝生会 能楽公演 ご招待
日  内  7月14日（土） 12:00開演　演目：経

つね
政
まさ
、半
はじ
蔀
とみ
、鵜
う
飼
かい

  9月15日（土） 12:00開演　演目：岩
いわ
船
ふね
、班
はん
女
じょ
、融
とおる

会  宝生能楽堂（文京区本郷1-5-9）
対  小学生以上の区内在住・在勤・在学者
定  各回25名（抽選）　￥  無料
〆  5月23日（水）必着
申  往復はがきに「能楽招待」・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６月中旬発送予定

経政

日  6月17日（日） 9：00～
会  東京乗馬倶楽部（渋谷区代々木神園町4-8）
内  ①A2課目、②A3課目
対  日馬連騎乗者資格B級以上で18～59歳の
区内在住・在勤・在学者

￥  1エントリー9,200円（参加料、貸馬料）
申  問  電話又はFAXに住所・氏名・年齢・電話番号・出場種目・所有資格・加入傷害保険を明
記し、文京区馬術連盟・田中　TEL 045-682-4112　FAX 045-682-4111へ　

〆  5月21日（月）必着
※正装で参加すること　※貸与馬競技（頭数の制限あり）
※傷害保険には各自必ず加入　※騎乗馬決定後のキャンセルは、参加料全額負担

区民馬術大会

日  6月3日（日） 8：30（予備日：10日（日））
会  竹早テニスコート（文京区小石川5-9-1）
内  男子の部：高校生・一般・壮年（40歳以上）
 女子の部：高校生・一般・壮年（40歳以上）
 シニアの部：55歳以上（浮動ペア方式、単独申込可）
 試合方法：トーナメント又はリーグ戦（参加者数による）
対  高校生以上の区内在住・在勤・在学者（学連ソフトテニス登録者を除く）または、文京区ソ
フトテニス連盟、社会教育関係団体登録クラブの登録者（当日、在住・在勤・在学を証明
できるものを持参）

￥  1組1,000円、シニアの部1名500円（大会当日納入）
申  所定の申込用紙を下記のいずれかの方法で提出
 FAXまたはメール：文京区ソフトテニス連盟・稲垣へ
 　FAX 03-5976-3264　メール inagaki-yukio@hb.tpa.jp
 持参：竹早テニスコート管理事務所
▶申込用紙配布場所：竹早テニスコート
〆  5月25日（金）
問  文京区ソフトテニス連盟・稲垣　TEL 080-4674-1897

区民ソフトテニス大会

公　演　案　内

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

ジュニアは「おもちゃのシンフォニー」
合唱は「サウンドオブミュージック」
弦楽・金管・フルート・チェロ・ヴィオラ等
合奏クラス新規募集します！
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。

ノ

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17日(日) １０：３０～17：３０　会  文京シビックホール小ホール
内  区内で活動する民謡愛好者の発表　対  どなたでも
定  ３２５人（全席自由）　￥  入場無料　申  当日直接会場へ

平成３０年度（第２９回）ぶんきょう民謡大会

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

4月号出題分の答え
答え　C 風

発表は、賞品（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）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7月号です。

桜楓家政研究館



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。
6 平成30年5月号（通巻第209号）

平成30年5・6月上旬（4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

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

5
月

14
（月）
〜
16
（水）

大 劇団四季『ソング＆ダンス65』
14日（月）、15日（火）
18：00開場　18：30～20：50
16日（水）
13：00開場　13：30～15：50
全席指定/ S席8,640円
  A席6,480円
  B席3,240円 完　売
問  劇団四季　予約センター

0120-489-444（10：00～18：00）

16
（水）

小 シビックシアター☆トークショー
映画上映と戸田奈津子氏講演
12：30開場　13：00～16：30
全席自由/入場無料　※事前申込制
問  アカデミー文京 学習推進係

03-5803-1119（平日 9：00～17：00）

17
（木）

小 ＭｅＷＣＡシンポジウム2018
12：30開場　13：00～18：00
全席自由/入場無料　※事前申込制
問  NPO法人医療福祉クラウド協会

03-3814-3431（平日 9：00～18：00）

18
（金）
・
19
（土）

大 第57回郷土民謡民舞春季大会
18日（金）　9：30開場　10：00～20：00
19日（土）　9：30開場　10：00～16：00
全席自由/2,000円　※2日間共通
問  一般財団法人日本郷土民謡協会

03-3947-1363（平日 10：00～17：00）

18
（金）

小 文京シビック寄席 林家たい平独演会
18：30開場　19：00～21：00　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）

19
（土）

小 第56回桜蔭会ピアノ教室発表会
10：20開場　10：30～12：30
13：20開場　13：30～16：30
全席自由/入場無料
問  桜蔭会ピアノ教室（中山）

03-3946-9247

20
（日）

シビックセンター休館日
※詳細は下記をご覧ください。

22
（火）

小 第15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）

24
（木）

小 ゆきの華眞珠会 第39回ピアノの集い
18：00開場　18：30～20：10
全席自由/2,000円
問  ゆきの華眞珠会（上田幸子）

046-835-4682（9：00～19：00）

26
（土）

大 響きの森クラシック・シリーズVol.64
14：30開場　15：00～17：00
全席指定/ S席5,000円 完　売
  A席4,000円 残席僅少
  B席3,000円 完　売
問  シビックチケット

03-5803-1111（10：00～19：00）

小 メセナ講演会
「ワールドカップを楽しむために」
第1部：今さら聞けないサッカーの常識
12：30開場　13：00～14：30
第2部：日本代表とワールドカップの歴史
14：45開場　15：15～16：45
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）

5
月

26
（土）

小ＮＪＢＰ Ｌｉｖｅ！ ＃10
18：40開場　19：00～21：00
全席自由/一般4,500円　学生1,500円
問  新日本ＢＧＭフィルハーモニー管弦楽団

080-3152-5697（10：00～18：00）

28
（月）

小 作曲家・加藤昌則クラシック講座
開門！クラシックのとびら
18：30開場　19：00～20：30
全席自由/1,500円
問  コンサートイマジン

03-3235-3777（10：00～18：00 日・祝を除く）

31
（木）

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

03-3585-3903（平日 10：00～18：00）

6
月

2
（土）

大 シエナ・ウインド・オーケストラ
第46回定期演奏会
14：20開場　15：00～17：00
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
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）

小《響きの森きっずプログラム》
音楽の絵本～アミーゴ～
10：30開場　11：00～12：30 完　売
14：30開場　15：00～16：30 残席僅少
全席指定/2,500円
問  シビックチケット

03-5803-1111（10：00～19：00）

4
（月）
・
5

（火）

大 第22回 加齢美シンポジウム
4日（月）　11：00開場　12：00～17：00
5日（火）　 9：30開場　10：00～16：00
会員12,350円　一般30,000円　※2日間共通
問  一般社団法人日本弱酸性美容協会

03-3815-3830（平日 9：00～17：00）

6
（水）

大 2018 親鸞聖人につどう同朋大会
12：00開場　13：00～16：00
全席自由/1,000円
問  真宗大谷派 東京教区

03-5393-0810

7
（木）

小 文京区「歯と口の健康づくり2018」
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）

9
（土）
・
10
（日）

大 牧阿佐美バレヱ団「ライモンダ」
9（土）　14：15開場　15：00～18：00

10（日）　13：45開場　14：30～17：30
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歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。
問  牧阿佐美バレヱ団公演事務局

03-3360-8251（平日 10：00～18：00）

5
月

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
18：40開場　19：00～21：00
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　18：00～20：30
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

11
（金）

大 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～
18：30開場　19：00～20：00　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）

小 文京春日亭 桃月庵白酒独演会Ⅱ
18：45開場　19：00～21：00
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）

12
（土）

小 永田ピアノ教室発表会
9：30開場　9：45～11：30
全席自由/入場無料
問  永田ピアノ教室

03-6325-5482（10：00～22：00）

小 チャリティコンサートつなぐ
13：30開場　14：00～16：00
全席自由/3,000円　高校生以下1,000円
問  コンサート「つなぐ」（代表 大道七海男）

03-3813-4495（9：00～17：00）

14
（月）

小 東京文化会館          　完売御礼
ミュージック・ワークショップin文京
あけてみよう！海のふしぎな宝箱
<対象：6～18か月>
9：30開場　10：00～11：00
<対象：19～35か月>
11：00開場　11：30～12：30
はじめましてクラシック～金管五重奏～
<対象：6か月～6歳/未就学児>
13：30開場　14：00～15：00
問  東京文化会館 事業係（代表）

03-3828-2111（平日 9：00～17：00）

●シビックセンター
……5月20日（日）
全館停電のため、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
ミー文京は休業します。

●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
……平成31年2月28日（木）まで
　　エレベーター及び空調等改修工事のため

休館のお知らせ

7面を
ご覧くだ
さい

7面を
ご覧くだ
さい

3面を
ご覧くだ
さい

8面を
ご覧くだ
さい



完売御礼
※ 当日券の販売は 
ございません

7平成30年5月号（通巻第209号）

日  日時　会  会場　内  内容　師  講師　対  対象　出  出演　曲  曲目　定  定員　￥  費用　申  申込　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）

東邦音楽大学の学生による「声楽コンサート」をお届けします。
お昼のひとときを美しい歌声とともにお過ごしください。

第258回　シビックコンサート

日 5月23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  東邦音楽大学大学院 声楽専攻生
￥  無料（直接会場へお越しください。）

入場
無料！！声楽コンサート

● 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 予約センター　0120-489-444（10：00～18：00）

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

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（上限35名）
 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：各団体から1～2名、当日のステージ運

営を行うステージ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。
参加団体の代表者とステージスタッフは実行
委員会のメンバーとなっていただきます。

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）

 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

―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

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

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

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

7 /14（土）
　  15（日） 11：00開演 9 /15（土） ①10：30開演　②14：00開演小ホール 小ホールシ メ

ぴ e+
シ メ
ぴ e+

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”

赤星啓子 晴 雅彦水戸博之

推奨年齢
５歳～

推奨年齢
3歳～

全席指定  2,500円　 Pコード  484-852

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 
ティコティコ 
サンバDEアミーゴ ！　ほか

全席指定  2,500円
 11：00開演 

15：00開演　　
※ シビックホールメンバーズのみの販売
です。

完　売
残席僅少

※ 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♪

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）

2012年音楽劇
「赤ずきんちゃん」より

シエナ・ウインド・オーケストラ
第46回定期演奏会

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）

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～
5 /18（金）19：00開演小ホール

5 /11（金）19：00開演大ホール

文京シビック寄席  林家たい平 独演会

キャスト（オーディションあり）
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、保険料（1回につき30円）は別途実費負担
師  コレペティトール／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ジェルモ

ン（バリトン）④フローラ（メゾソプラノ）⑤ドットーレ（バス）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）⑨その他キャスト

※ 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。

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、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（3,700円）、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
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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 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/

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

５月１９日（土）  

◎国際講座   

受講料：1,000円（当日支払） 　

講師 ：富坂 聡（拓殖大学海外事情研究所教授）

定員  ：250名（申込不要） 　 
開催時間 ：10:30～12:00  

「中国の軍事改革と軍拡」

５月１９日（土）  

◎政治経済研究所公開講座

受講料：1,000円（当日支払） 　

講師 ：鐸木昌之（立命館大学特任講師、元尚美学園大学教授）

定員  ：150名（申込不要） 　 
開催時間 ：13:00～ 14:30  

「変化する北朝鮮情勢－現状と展望－」

フ　ェ　ア
本紙（スクエア）持参で、特別価格からさらに10%オフ！

「西川寝具 初夏のお買い得フェア」「西川寝具 初夏のお買い得フェア」

◆ 西川のさらさら敷パッド
◆ 西川のウォッシャブルダウンケット
◆ 西川のライトウェーブ軽量敷ふとん
◆ 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）
◆ 西川の点で支える健康敷ふとん（三折・DXタイプ）

★フェアお買い得品、ほんの一例（税別）

5/13(日)まで
期間限定開催

数量限定

12,000 円の品

20,000 円の品

38,000 円の品

55,000 円の品

70,000 円の品

2,980円
 5,800円
 12,800円
 29,800円
  39.800円
 49,800円

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

メトロ・エム後楽園3Fの「シンクシング」では、5/13( 日 ) までの期間限定で、初夏のお買得フェアを
開催中です。高品質な西川寝具がフェア特別価格に！ お買得なこの機会に、ぜひご来店ください。

 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+

Vol.65

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
Pコード  108-008

ピアノ  仲道郁代、仲道祐子
曲　目  ドビュッシー／月の光 

モーツァルト／ピアノ・ソナタ K.545（グリーグ編） 
ラヴェル／ラ・ヴァルス 
ドビュッシー／小組曲 
ホルスト／組曲「惑星」より“木星”　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  ドビュッシー／月の光
 ベートーヴェン／ピアノソナタ第14番「月光」第1楽章
 リスト／パガニーニによる大練習曲第3番「ラ・カンパネッラ」
 ショパン／チェロソナタ ト短調Op.65第3楽章
 バッハ／無伴奏チェロ組曲 第1番より“プレリュード”　ほか
全席指定  Ｓ席 3,000円　A席 2,000円　 Pコード  101-305

“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
にピアノ・デュオで登場！

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。

10 /18（木）  19：00開演小ホール シ メ
ぴ

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

Vol.17 Vol.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

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

シ 区民先行
6/3(日)　　　
電話予約のみ、1日限定

メ  メンバーズ先行
6/4(月)　　　
　　　～5(火) 
チケット発売
シ  メ  ぴ

6/10（日）
Pコード 115-465

e+
6/11（月）

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開演大ホール シ メ

ぴ e+

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。

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

牧阿佐美バレヱ団「白鳥の湖」（全幕）

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 ！

文京シビック寄席

柳家さん喬 独演会

フレッシュ名曲コンサート

©山田雅子

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

完　売

“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 ！

アンドレア・バッティストーニ 辻 彩奈
©上野隆文 ©大杉隼平

牧阿佐美バレヱ団「ライモンダ」（全幕）

9 /29（土）・30（日）  15：00開演

6 /9（土） 15：00開演・10（日） 14：30開演

大ホール

大ホール

シ メ ぴ e+ 牧

シ メ ぴ e+ 牧 楽

詳しくは2・3面をご覧ください。

文京シビックホールの主催公演で演奏される楽曲を無料で試聴できるサービス
をスタートいたしました。一定期間、制限なく、誰でもフル試聴が可能です。
文京シビックホールホームページ上にある「響きの森プレミアム･コンテンツ」内の 
【試聴ギャラリー】から、サービスをご利用いただけます。

演奏楽曲の無料試聴サービスがついにスタート！

アーティスト･インタビューや
オススメ公演の紹介など
随時更新中！響きの森プレミアム・コンテンツ

レアな動画やインタビューなど
貴重な情報が盛りだくさん ！

10 /14（日）  11：00開演大ホール シ メ
ぴ e+

“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 ！
今回は「ハロウィンバージョン」でお届けします♪

音楽の絵本～吹奏楽～

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  おばけなんてないさ、ようかい体操第一 
おおブレネリ行進曲　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無料）

出　演  柳家さん喬　ほか
全席指定  3,500円

才能溢れる若きヴァイオリニスト 
による名曲の数々―
「響きの森クラシック・シリーズVol.65」に出演
する吉田 南の演奏を、ランチタイムのひとときに
ゆったりとお楽しみください。

ヴァイオリン  吉田 南
ピアノ  諸田由里子
曲　目   クライスラー／ウィーン奇想曲
 マスネ／タイスの瞑想曲　ほか
共同主催： 公益財団法人東京都歴史文化財団 

（東京文化会館）
企画協力： 東京オーケストラ事業協同組合
※ 直接会場へお越しください。
※ 先着順のため、満席になり次第、入場をお断りさせて
いただきます。
お問合せ  シビックホール ホール事業係
 03-5803-1103 （平日9:00～17:00）

ランチタイム
コンサート

フレッシュ名曲キャンペーン

6 /28（木）
12：10開演小ホール 入場無料

全席自由

© Yoshihiro 
Yoshida

7 /22（日）  14：00開演小ホール シ メ 
ぴ 

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
納涼のひと時にどうぞ
お楽しみください。

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
 ※未就学児入場不可
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）

チケット発売
シ  メ  ぴ

5/22(火)
Pコード 485-303

10：00～

２０１8 貞水夏舞台
一龍斎貞水立体怪談


