
女性専門医師による

グレースクリニック tel.3366-6933
美容皮膚科・皮膚科 山手線新大久保３分 １１：００～１８：００ 休診日：木・日
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こめかみ・頬のくぼみ など
ヒアルロン酸 84,000

↓
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若返り・しみ取りレーザーフォトRF
……顔全体 42,000
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21,000（初回のみ）

美　容　皮　膚　科無料きもの着付教室

全国
90教

室

月々3150円毎日かよっても
パソコン教室なら

キュリオ・ステーション

パソコン教室 補　聴　器 音　楽　教　室 リサイクルブランド子供服

い～ふく い～よいこ～

コ  ン  サ  ー ト

子ども服お売り下さい!
＊1枚から季節問わずOKです。

＊玄関先までお伺いします。

＊新品タグつきや

　未使用品なども大歓迎です。

＊1枚から季節問わずOKです。

＊玄関先までお伺いします。

＊新品タグつきや

　未使用品なども大歓迎です。

まずはお気軽にお電話下さい！

リサイクルブランド子供服

メモリーズ
http://www.memories-net.com 台東区根岸3-1-12-703

0120-12-1415

※主催者の都合により、記載内容が取消・変更される場合があります。詳しくは連絡先にお問合せください。

文京ミューズネット スケジュール

施設名 イベント 日　程 所在地 お問合せ

印刷博物館 百学連環ー百科事典と博物図譜の饗宴
P&Pギャラリー「日本とドイツの美しい本2006」

〜12月9日（日）
11月3日（土・祝）〜2月3日（日）

水道1-3-3
トッパン小石川ビル 5840-2300

永青文庫（細川コレクション） 細川護立の閃き −世界が注目した中国美術 〜12月24日（月・祝） 目白台1-1-1 3941-0850

お茶の水おりがみ会館 ギャラリーは改装のためお休みです。
和紙の染場を見学できます。（12：00〜13：00除く） 湯島1-7-14 3811-4025

オルゴールの小さな博物館 実際に動くからくり人形（オートタマ）展
オルゴールのクリスマス展

〜11月17日（土）
11月20日（火）〜12月14日（金） 目白台3-25-14 3941-0008

礫
こいしかわ

川浮世絵美術館 浮世絵に見る十二支の動物展 前期 〜11月25日（日）
（月曜休館）

小石川1-2-3
小石川春日ビル5F 3812-7312

小石川後楽園 紅葉まつり 11月23日（金・祝）〜12月2日（日） 後楽1-6-6 3811-3015

講談社 野間記念館 館内改修工事のため長期休館いたします。 関口2-11-30 3945-0947

講道館 柔道資料館 常設展示 春日1-16-30 3818-4562

史跡 湯島聖堂 「草創期の湯島聖堂」 —よみがえる江戸の“学習”空間—
（会場は湯島聖堂大成殿） 〜11月25日（日）（月曜休館） 湯島1-4-25

（財）斯文会 3251-4606

竹久夢二美術館 夢二クラシック〜古き良き日本への憧憬〜 〜12月24日（月・祝） 弥生2-4-2 5689-0462

立原道造記念館 立原道造の世界IV
生前未発表詩・物語を中心として［前期］ 〜12月24日（月・祝） 弥生2-4-5 5684-8780

トーキョーワンダーサイト本郷 TWS-Emerging 84-85 勝正光・石本かや乃
TWS-Emerging 86-88 平林幸壽・小松正明・目黒礼子

〜11月18日（日）
11月24日（土）〜12月16日（日） 本郷2-4-16 5689-5331

東京大学総合研究博物館 東京大学創立130周年記念事業特別展示
『異星の踏査 −「アポロ」から「はやぶさ」へ』展 〜12月26日（水） 本郷7-3-1 5777-8600

東京大学総合研究博物館 小石川分館 「驚異の部屋− The Chambers of Curiosities」展 常設展示中 白山3-7-1 5777-8600

東京大学大学院理学系研究科
附属植物園

4mほどの高さに花を咲かせる、11月中旬〜下
旬頃コダチダリアがご覧いただけます。
紅（黄）葉は、例年では、11月中〜下旬から始まります。

白山3-7-1 3814-0138

東洋大学 井上円了記念博物館 特別展「井上円了の書」 〜2月2日（土） 白山5-28-20 3945-8764

東洋文庫 本駒込2-28-21 3942-0160

日本サッカーミュージアム 本郷3-10-15 3830-2002

日本女子大学成瀬記念館 「日本女子大学と国際交流」展 〜12月15日（土） 目白台2-8-1 5981-3376

鳩山会館 秋のバラ　花の見ごろ 〜11月上旬 音羽1-7-1 5976-2800

ファーブル昆虫館 （虫の詩人の館） 初心者向け昆虫標本教室（要予約/有料） 11月11日（日） 千駄木5-46-6 5815-6464

文京区立本郷図書館 鷗外記念室 企画展示「鷗外と光太郎−巨匠と生の狩人−」
講演会「光太郎と鷗外」  講師 北川太一氏

〜12月16日（日）
11月11日（日） 千駄木1-23-4 5834-0156

文京ふるさと歴史館 常設展示 月曜・第4火曜休館 本郷4-9-29 3818-7221

三菱史料館 常設展示 湯島4-10-14 5802-8673

野球体育博物館 企画展「後楽園スタヂアムと東京ドーム」
企画展「野球とオリンピック」

〜11月11日（日）
11月20日（火）〜 後楽1-3-61 3811-3600

弥生美術館 ふろくのミリョク☆展
〜『少年倶楽部』から『りぼん』まで〜 〜12月24日（月・祝） 弥生2-4-3 3812-0012

六義園

【1】錦秋の秋 六義園
①フレーベル合唱団コンサート ②菊花展
③写真展

【2】紅葉と大名庭園のライトアップ
①もみじ茶屋 ②抹茶サービス ③庭園ガイド

【1】〜11月18日（日）
①11月10日（土）・11日（日）
②③期間中毎日

【2】11月23日（金・祝）〜
　 12月16日（日）

本駒込6-16-3 3941-2222

区内の歴史・
文化遺産に身近に触れる区内大学講座・講演会予定

大学名 講座名 講師 会場 日程 時間 定員/受講料 お問合せ

東邦音楽
大学

わかりやすい
著作権講座

東邦音楽大学講師
川端敏朗

東邦音楽大学
大塚
キャンパス

11月24日（土） 13：00〜
15：00

50名
最少開講人員
10名
2,000円

エクステンショ
ンセンター
3946-9667

世界のリズムと
ヘルスリズムス

ファシリテイター
白石啓太 12月1日（土） 13：00〜

14：30

30名
最少開講人員
10名
3,000円

かんたんな即興演奏
東邦音楽大学
准教授
二俣泉

12月15日（土） 10：00〜
12：00

50名
最少開講人員
20名
2,000円

ヴィオリラ
ライブ＆体験

ヴィオリラ奏者
多筥弘子 12月15日（土） 13：00〜

14：00

100名
最少開講人員
30名
2,000円

拓殖大学
国際講座

「極東ロシアの動向と
日本」

拓殖大学
海外事情研究所
客員教授
木村汎

拓殖大学
文京
キャンパス
A308教室

11月17日（土） 10：30〜
12：00 1,000円

オープン
カレッジ課
3947-7166

文京学院
大学

楽しくきれいに
「アロマの恵み」
オリジナル化粧品でスキンケア

アロマサロン主宰
寿マリコ

文京学院大学
本郷
キャンパス

11月24日（土） 11：00〜
12：30

20名
3,800円

（材料費含む）

生涯学習
センター
5684-4816

プリザーブドフラワー
1回体験

フラワースタジオ
花紀主宰
尾崎紀子

12月12日（水） 18：30〜
20：30

15名
2,600円
教材費
4,800円

苔玉とミニ盆栽
1日教室

プランツ
コーディネーター
上田理江

11月24日（土） 13：30〜
15：00

20名
2,700円
教材費
3,000円

手作りおせちで
お正月を迎えましょう

文京学院大学
女子高等学校教諭
菅原眞知子

文京学院大学
女子高等学校
調理室

12月30日（日） 10：00〜
16：00

16名
8,900円
教材費
6,000円
程度

日本女子
大学

大江戸こども文化考
まっ赤な疱瘡絵本のはなし

日本女子大学
非常勤講師
津田眞弓

目白
キャンパス

11月15日（木）
より全4回

14：00〜
15：30

40名
（申込順）
8,000円

生涯学習
総合センター
5981-3755

平曲（平家琵琶）の
世界

前田流平家
詞曲相伝
鈴木まどか

2008年
2月7日（木）
より全4回

13：30〜
15：00

30名
（申込順）
8,000円

地球のステージ Part1
映像とライブ演奏

精神科医
桑山紀彦

2008年
3月1日（土）

13：00〜
15：00

400名
（申込順）
1,000円

（要事前申込）

糖尿病の発症原因・
予防とそのケア

日本女子大学
家政学部教授
グュエン・ヴァン・
チュエンほか

11月17日（土） 13：30〜
16：30

無料
（要事前申込）

お茶の水
女子大学

水彩画による
自然観察講座Ⅱ

お茶の水女子大学
教員
田中千尋 

お茶の水
女子大学

11月5、12、
19、26日（月）

18：00〜
19：30

80名
各回
1,000円

公開講座担当
5978-5112

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せください。（奇数月に掲載します。）

区制6
0周年

記念
事業

人と地域と
文化をむすぶ「文京ミューズフェスタ2007」

会　期
11月16日（金）～23日（金･祝）
午前10時～午後6時
（初日16日は午後1時～6時、最終日23日は午後5時終了）

会　場

スタンプラリー

ギャラリーシビック、アートサロン
（文京シビックセンター１階）

会期中、区施設や博物館等で配布するパンフレットに
スタンプを5個集めて会場へお持ちください。
記念品を差し上げます。（数に限りあり）

※施設の名称・所在地は、下記の「文京ミューズネットスケジュール」をご参照ください。 ◎アカデミー文京文化事業係 5803-1120

コンサート
11月18日（日）文京シビックホール 小ホール
■午後0時30分：文京区民オーケストラ
■午後2時50分：フレーベル少年合唱団

区内28の博物館、美術館、庭園等による

文京区には、博物館、美術館が数多く点在し、庭園を含め個性的な

28の施設が昨年、文京ミューズネットを結成しました。

このフェスタでは、文京ミューズネットを知っていただくことを目的に、

各博物館等の施設をブースに分けてご紹介します。

期間中には、講演会のほか、

スタンプラリーやコンサートなどの

楽しいイベントもあります。

また、各施設では会期中の

入場料割引もあります。

皆様お誘い合わせの上、

多数ご来場ください。

印刷博物館
永青文庫（細川コレクション）

お茶の水おりがみ会館
オルゴールの小さな博物館

礫川浮世絵美術館
小石川後楽園

講談社 野間記念館
講道館 柔道資料館

史跡 湯島聖堂
竹久夢二美術館
立原道造記念館

トーキョーワンダーサイト本郷
東京大学総合研究博物館

東京大学総合研究博物館 小石川分館
東京大学大学院理学系研究科

附属植物園
東洋大学 井上円了記念博物館

東洋文庫
日本サッカーミュージアム
日本女子大学成瀬記念館

鳩山会館
ファーブル昆虫館（虫の詩人の館）

文京アカデミー
文京区立本郷図書館 　外記念室

文京ふるさと歴史館
三菱史料館

野球体育博物館
弥生美術館

六義園
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第132回シビックコンサート
　今月は東京ミュージック＆メディアアーツ尚美 スープ
ル・サクソフォン・カルテットの皆さんによる『SAXアンサ
ンブル〜冬のぽかぽかコンサート』をお送りいたします。

日　時 11月28日（水）午後0時15分〜午後0時45分

会　場 シビックセンター地下2階 区民ひろば

内　容 SAXアンサンブル

入場料 無料・直接会場へお越しください。

曲　目 カルメン幻想曲、浜辺の歌　他

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

区民バスケットボール大会
日　時 平成20年1月27日・2月3日・
10日・17日・24日・3月2日（日）

会　場 スポーツセンター

対　象 区内在住・在学者で構成するチーム

定　員【一　 般】男子32チーム 女子16チーム
【のんびり】16チーム
【ミニバス】男子8チーム 女子8チーム
※全て先着順

参加費 8,000円

締　切 11月20日（火）必着

申　込 スポーツセンター・総合体育館で配
布する所定の申込用紙に必要事項を記入
して郵送（申込先は用紙に記載）
申込書は http://www.geocities.co.jp/
bunkyo_goonies/bunkyo_assoc.htm
にも掲載しています。

問合せ

文京区バスケットボール
協会総務部 中井

TEL.3814-6879

※その他詳細については
申込用紙をご覧下さい。

スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

共催事業 日本アディクション看護学会 第6回学術大会公開講座・
映画上映、槙坪夛鶴子監督『わたしがSuKi』

　地域で生活する人にアディクション（依存症）問題や児童虐待、高齢者虐待、いじめ、不登校、ひきこもり、
アルコール依存症、ギャンブル依存症、薬物依存症等を理解するきっかけとなる映画上映と公開講座です。

日　時 12月9日（日）午後1時30分〜午後4時10分（開場午後0時30分）

会　場 区民センタ— 3A会議室（文京区本郷4-15-14）
内　容「わたしがSuKi」（1998年 88分）映画上映 午後1時30分〜午後3時
公開講座「自分らしく生きる」 午後3時10分〜午後4時10分　映画監督 槙坪夛鶴子氏とのフリートーク
対　象 区内在住・在勤・在学者でアディクション（依存症）問題に関心のある方

費　用 無料　 定　員 100名（区民枠先着順）※直接会場で受付けます。
問合せ 日本アディクション看護学会第6回学術大会事務局
※事務局常勤スタッフがおりません。お問合せは、以下の時間にお願いします。
TEL.0296-49-1104 火曜 午後8時〜午後9時
TEL.0428-21-2001（内線694） 多摩リハビリテーション学院内 木・金曜 午前9時〜午後5時

※付近に駐車場がないため、電車・バス等をご利用ください。就学前のお子様をお預かりするスペースがありませんのでご了承ください。

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

第9回
区民能楽鑑賞会
ご招待

　宝生能楽堂の協力により
開催します。公演のほか、
演目の解説や出演者との質
疑応答を行ないます。

日　時 12月16日（日）午後2時開演

会　場 宝生能楽堂（文京区本郷1-5-9）

演　目 能「葵上」、狂言「梟山伏」

対　象 区内在住・在勤・在学者

定　員 420名（超えた場合は抽選）

入場料 無料

申　込 往復はがき（1名1枚）に「能楽鑑賞
会」・住所・氏名・年齢・性別・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）と返信用にもあて先を明記し
〒112-0003 文京区春日1-16-21

アカデミー文京 文化事業係へ

締　切 11月22日（木）必着

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

｢アートウォール・シビック｣

本郷美術学院 作品展
「ミックスジュース」開催中

　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。
　今月は、先月に引き続き、平成19
年度前期の応募から選ばれた本郷
美術学院作品展を開催しています。

会　期 11月1日（木）〜29日（木）

会　場 シビックセンター地下１階
吹き抜け空間

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

高校生のための中国語
　初めて学ぶ方を対象とします。中国語に触れて、
あいさつや自己紹介ができるようになりましょう！

期　間 12月10日（月）〜13日（木）、17日（月）
午後6時〜午後8時 全5回

会　場 拓殖大学 国際教育会館

対　象 高校生ならどなたでも　 定　員 20名

費　用 1,000円　 締　切 11月30日（金）必着

申　込 往復はがきに、「中国語」・住所・氏
名（フリガナ）・学校名・学年・電話番号、返
信用にもあて先を明記し
〒112-0003 文京区春日1-16-21

アカデミー文京 国際交流推進係へ
※（財）文京アカデミーのHPからも申込が

できます。（http://www.b-academy.jp/）

アカデミー文京国際交流推進係　5803-1310

「文の京」の第九演奏会ご招待
　年末の恒例となりました区民による「第九」演奏会にご招待します。

日　時 12月20日（木）午後6時開演

会　場 文京シビックホール 大ホール　 対　象 区内在住・在勤・在学者　 入場料 無料

定　員 50組100名（超えた場合は抽選）　 締　切 12月13日（木）必着

申　込 往復はがき（1組1枚）に住所（在勤・在学者は勤務先・学校名も）・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号と返信用にもあて先を明記し
〒113-0033 文京区本郷4-15-9 「文の京」第九実行委員会へ　TEL.3814-2813

「文の京」の第九演奏会ボランティアスタッフ募集
　「第九」演奏会の開催にあたり、当日お手伝いいただけるスタッフを募集しています。

日　時 12月20日（木）午後4時〜午後10時　 会　場 文京シビックホール 大ホール

対　象 区内在住・在勤・在学者　 謝　礼 無償（夕食支給）　 定　員 20名程度（超えた場合は抽選）

内　容 受付業務・案内業務等　 締　切 12月13日（木）必着

申　込 往復はがき（1名1枚）に住所（在勤・在学者は勤務先・学校名も）・氏名（ふりがな）・年
齢・電話番号と返信用にもあて先を明記し
〒113-0033 文京区本郷4-15-9 「文の京」第九実行委員会「ボランティアスタッフ」係へ
TEL.3814-2813

※ボランティア保険への加入は、主催者が行います。

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

第71回 シビックシネマサロン
「青春デンデケデケデケ」 1992年　日本映画

日　時 11月16日（金）午後1時〜午後3時15分

会　場 シビックセンター地下1階 アカデミー文京 学習室

内　容 監督 大林宣彦　脚本 石森史郎
出演 林泰文 他

昭 和40年、15歳 の
藤原竹良はラジオか
ら流れてきたロック
に電気的ショックを
うけた。仲間を募り、
夏休みにはバイトで
楽器を手にいれた。

そして、デンデケデケデケ…。青春映画な
ど数多くの名作を世に送り続ける巨匠大林
宣彦監督の秀作である。

対　象 区内在住・在勤・在学者

定　員 60名（先着順）※正午より入場券配布

料　金 無料　 申　込 当日直接会場へ

※上映開始後の入場はできません。
アカデミー文京学習推進係　5803-1119

Q U I Zこれで  あ・な・た・もこれで  あ・な・た・も

細川●●

●応　　募 :官製はがきに答え、住所、氏名を明記して下記へ。
　　　　　　〒112-0003 文京区春日1-16-21（財）文京アカデミー「文京博士」係
●締め切り :平成19年11月20日（当日消印有効） 
●発　　表 :商品の発送をもってかえさせていただきます。

問 

題
答 

え

正解の方には、抽選で10名様に永青文庫秋季展
 「細川護立の閃き－世界が注目した中国美術」の入場券をプレゼント。

美術品のコレクターとして有名な
細川家の16代当主は……？
●の中に漢字2文字を入れて下さい。

文京博士文京博士

槙坪夛鶴子
監督

e-ネットラーニングの番組を配信中
　文京アカデミア講座や講演会の一部をインターネット
上で視聴できます。視聴の方法は下記でご案内しています。
視聴にあたり日本女子大学生涯学習総合センターの会員
登録（無料）が必要です。

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

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

現在配信している
番組

❶文京区の伝統工芸① 木版画 ❷本郷界隈のサロンに集う文化人たち ❸大航海時代と大印刷時代

❶ ❸❷


