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見学、体験無料。お気軽にお問合せください。

／アート（企画）

補　聴　器 音　楽　教　室 研　　究

※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 年末年始の休み 所在地 お問合せ

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

〜12月9日（日）
12月18日（火）〜2月3日（日） 12月29日（土）〜1月3日（木） 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） 12月25日（火）〜1月4日（金） 目白台1-1-1 3941-0850

お茶の水おりがみ会館 すみれ会作品展「花の舞踏会へようこそ」 〜12月15日（土） 12月29日（土）〜1月3日（木） 湯島1-7-14 3811-4025

オルゴールの小さな博物館 オルゴールのクリスマス展
特別クリスマス・コンサート

〜12月14日（金） 
12月15日（土）〜24日（月・祝） 12月25日（火）〜1月4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［後期］ 〜12月25日（火）
月曜休館 12月26日（水）〜1月3日（木） 小石川1-2-3

小石川春日ビル5F 3812-7312

小石川後楽園 12月29日（土）〜1月1日（火・祝） 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 12月28日（金）〜1月6日（日） 春日1-16-30 3818-4562

史跡 湯島聖堂 生涯学習講座を開催しています。
詳細はお問合せください。 12月29日（土）〜31日（月） 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） 12月25日（火）〜1月2日（水） 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） 12月25日（火）〜1月2日（水） 弥生2-4-5 5684-8780

トーキョーワンダーサイト本郷 平林幸壽・小松正明・目黒礼子
こんどうさちほ・タニケニタ・渡邉悠子

〜12月16日（日）
12月22日（土）〜1月20日（日） 12月29日（土）〜1月3日（木） 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） 12月27日（木）〜1月6日（日） 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 12月27日（木）〜1月6日（日） 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

サザンカ・ツバキ・シナマンサク等
が見られます 12月29日（土）〜1月3日（木） 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） 12月26日（水）〜1月3日（木） 白山5-28-20 3945-8764

東洋文庫 12月27日（木）〜1月6日（日） 本駒込2-28-21 3942-0160

日本サッカーミュージアム 通常どおり 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） 12月16日（日）〜1月16日（水） 目白台2-8-1 5981-3376

鳩山会館 常設展 12月28日（金）〜1月4日（金） 音羽1-7-1 5976-2800

ファーブル昆虫館 （虫の詩人の館） 初心者向け標本教室（要予約・有料） 12月16日（日） 12月24日（月・祝）〜1月10日（木） 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
「鷗外と光太郎ー巨匠と生の狩人ー」 〜12月16日（日） 12月17日（月）〜1月4日（金） 千駄木1-23-4 5834-0156

文京ふるさと歴史館 常設展示 月曜・12月25日（火）・26日（水）
休館 12月28日（金）〜1月4日（金） 本郷4-9-29 3818-7221

三菱史料館 常設展示 12月29日（土）〜1月6日（日） 湯島4-10-14 5802-8673

野球体育博物館 企画展「野球とオリンピック展
　　　 〜がんばれ星野JAPAN〜」〜2月11日（月・祝） 12月29日（土）〜1月1日（火・祝） 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） 12月25日（火）〜1月2日（水） 弥生2-4-3 3812-0012

六義園
紅葉と大名庭園のライトアップ

（もみじ茶屋、抹茶サービス、庭園ガイド）
フレーベル少年合唱団コンサート 

〜12月16日（日）

12月15日（土）・16日（日）
12月29日（土）〜1月1日（火・祝） 本駒込6-16-3 3941-2222

区内の歴史・
文化遺産に身近に触れる

開催日 イベント 入場料 連絡先

大
ホ
ー
ル

12月 19日（水） バレエソフィア第3回公演 有料 バレエソフィア 3818-2894

26日（水） 第18回定期演奏会 無料 東京大学フォイヤーヴェルク管弦楽団 和田 080-3156-5654

27日（木） こども音楽コンクール東日本優秀演奏発表会 無料 TBSこども音楽コンクール事務局 3584-0716

1月 10日（木）「110番の日」ふれあいコンサート 無料 警視庁通信指令本部 （代）3581-4321

19日（土） バレエソフィア第12回発表会 有料 バレエソフィア 3818-2894

25日（金） 新春名作狂言の会 有料 （財）新宿文化・国際交流財団事業課 河野 3341-2255

26日（土） テーマで学ぶ就職フォーラム 無料 みんなの就職（株） 4523-7214

27日（日） BlutePhilharmoniker 有料 （株）ブロッサム音楽事務所 050-5539-3991

2月 10日（日） 文京シティ・コア 第10回定期演奏会 有料 文京シティコア 宮田 3821-4570

11日（月）リヒトクライス〈光の輪〉第14回演奏会 有料 リヒトクライス〈光の輪〉 045-366-1582 

小
ホ
ー
ル

12月 17日（月） 第19回三遊亭楽太郎独演会 有料 （株）星企画 3584-4684

18日（火） 大地の声 有料 NPO高麗 3505-8841

20日（木） マンザイバカイチダイ 有料 アベ 090-1852-5678

21日（金） 京都創生 東京講座「不易流行の京都」 有料 京都市東京事務所 5204-2265

21日（金） 菊池麗子門下 東京音大付属高校ピアノ演奏会 無料 東京音楽大学付属高等学校 定方 043-243-7672

24日（月） クリスマスキャロルとゴスペルの夕べ 有料 荒地に川ミュージック 3450-3842

25日（火）ピアノ発表会 無料 内田なおこ 042-946-5460

26日（水） 第38回定期演奏会 無料 サウンドシティ 志賀 090-7798-9641

1月 5日（土） 長編ドキュメンタリー映画『花の夢』上映会とトーク 有料 松田 0857-27-3545

7日（月） 智の会発表会 有料 監物緋沙子 090-9979-3251

10日（木） 三槻直子 サードアルバム発売記念コンサート 有料 望月直子 3993-7664

13日（日） 平成20年 小石川・本郷消防団始式 無料 文京区防災課防災担当 5803-1179

14日（月）リトミック＆ピアノ発表会 無料 FUNリトミッククラブ 副島 3944-9163

15日（火） 童謡・唱歌を楽しく斉唱し心身共にリラックス 有料 歌の街・文京童謡の会 馬場 3944-8633

17日（木） 東大生のためのキャンパスフォーラム 無料 （株）ディスコ イベントプロデュース部 恒松 5804-5537

20日（日） 文京教室よろこびの集い 無料 七田チャイルドアカデミー文京教室 木場 5684-9266

20日（日）ドリーム・ダンスパーティ 有料 サークルドリーム 服部 5976-2554

23日（水）日本火災学会 講演討論会 無料 （社）日本火災学会 3813-8308

24日（木） 音の旅〜2代ピアノの奏で 有料 松崎康裕 049-222-7074
25日（金）

真夏座公演「歌うシンデレラ」 有料 現代演劇センター「真夏座」 3816-4029
26日（土）
29日（火） 練馬トロンボーン四重奏第4回定期演奏会 有料 練馬トロンボーン四重奏 5984-0082

31日（木） 区民公開講座 無料 東大医師会 川西 3811-5881

2月 3日（日） サークルルビー ダンスパーティー 有料 サークルルビー 原 3814-8538

3日（日） 富山県人会 昭和会ダンスパーティー 有料 富山県人会 昭和会ダンス部 3947-2915

8日（金） 第21回文肢協音楽の集い 有料 文京区肢体障害者福祉協会 会長 小西 3813-7790

12日（火） 童謡･唱歌を楽しく斉唱し心身共にリラックス 有料 歌の街・文京童謡の会 馬場 3944-8633

13日（水）「食の安全を考える」講演会 無料 文京区生活衛生課食品衛生係 5803-1231

※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。
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第21回区民スキー大会
日　時 平成20年1月27日（日）午前8時30分〜
会　場 湯の丸スキー場（長野県東御市湯の丸）第一ゲレンデ
対　象 小学5年生以上の区内在住・在勤・在学者

（学生スキー連盟に登録している大学生を除く）
※高校以下はポール競技スキー経験者に限る。
種　目 回転競技

男子 女子 
ジュニア 小学5年生〜高校生

1部 34歳以下 29歳以下
2部 35〜44歳 30〜39歳
3部 45〜54歳 40〜49歳
4部 55〜64歳 50歳以上
5部 65歳以上

※本大会は、都民スキー大会の予選を兼ねる。（対象18歳以上）
参加費 大人2,000円　高校生以下1,000円
※傷害保険は各自で必ず加入のこと。
申　込 1月18日（金）必着で所定の申込用紙に
費用を添えて直接スポーツ青少年係へ

（FAX申込可/参加費納入方法等要相談）
※申込用紙はスキー協会加盟クラブ等で配布
問合せ 文京区スキー協会会長　北村治夫

TEL.3814-4147
スポーツ青少年係
TEL.3944-2273  FAX.3944-5549

※会場付近には宿泊施設が少ないので、申込用紙
の宿泊希望の有無の欄を必ずご記入ください。
スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

アートウォール・シビック
吉永ジェンダー展

「ジャンプ百景」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、平成19年度の応募から選ばれた吉永
ジェンダー氏の作品展を開催しています。

会　期 12月5日（水）〜20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

第72回 シビックシネマサロン
「一杯のかけそば」 1992年　日本映画
日　時 12月14日（金）午後1時〜午後2時45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
監　督 西河克己　 出　演 渡瀬恒彦 他　 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

「文京区三曲のつどい」開催
〜日本の伝統にふれてみませんか〜

　区内で活動する三曲（三弦・箏・尺八）愛好サーク
ルの皆さんが、日頃の練習の成果を発表します。
　どうぞ、お気軽にご来場ください。

日　時 12月16日（日）午前11時〜午後5時30分（予定）

会　場 文京シビックホール小ホール
内　容 区内で活動する三曲愛好サークルの発表
入場料 無料（全席自由）　 申　込 当日直接会場へ

アカデミー文京文化事業係　5803-1120「文京区民踊のつどい」参加者募集
　日本の伝統芸能である「民踊」愛好家の皆さん。日頃の学習
の成果を発表しませんか。皆様のご参加をお待ちしております。
日　時 平成20年3月9日（日）午前10時30分〜午後5時（予定）
会　場 文京シビックホール小ホール
参加資格 区内在住・在勤・在学者の方及び文京区を
活動の拠点としている方（サークル）　 参加費 無料
演　目 民踊（3名以上で編成する民踊グルー
プ。詳細は募集要項をご覧ください。）
伴　奏 カセットテープに限る（録音状態の良いもの）
番組数 100番まで（超えた場合は3曲目を抽選）
締　切 1月10日（木）までにアカデミー文京
で配布する所定の申込書に記入のうえ、アカデ
ミー文京にお申込ください。

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

19年度後期文京アカデミア区民プロデュース講座受講生募集
対　象 15歳以上の区内在住・在勤・在学者（中学生を除く）　 締　切 12月10日（月）必着

19年度後期Ⅱ文京アカデミア受講生募集
対　象 15歳以上の区内在住・在勤・在学者（中学生を除く）　 締　切 12月19日（水）必着

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

文京アカデミア「パソコン講座」
（超初心者向けWord）受講者募集
　パソコンを初めて使用する方対象のWord講座で
す。イラストや図解を使い、わかりやすく解説します。

対　象 15歳以上の区内在住・在勤・在学者
（中学生を除く）

会　場 シビックセンター地下1階
アカデミー文京 学習室

定　員 各コース40名
費　用 受講料2,500円 教材費1,300円
講　師 富士通エフ・オー・エム（株）講師
締　切 12月25日（火）必着。1月10日（木）以
降当落の返信がない場合はお問合せください。

回 日程 時間 内容 

1 2月5日（火） Aコース
13:30〜
15:30

Bコース
16:30〜
18:30

パソコンとは？パソコンの電源を入れる。
マウスの操作に慣れる。等

2 2月6日（水） 日本語を入力。文字を変換。
文章を変換。

3 2月7日（木）
インターネットに接続。ホームページ
を見る。インターネット上でのマナー
と注意。セキュリティ等

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

区制60周年記念事業
「みんなで楽しく 文京区民つなひき大会」
参加チーム募集
日　時 平成20年3月20日（木・祝）

午前9時30分〜
会　場 スポーツセンター

部　門 小学1・2・3年生の部、小学4・5・6年
生の部、一般の部（中学生以上）、小学生・一般
混合の部（4人ずつ・学年不問）
※1チーム12人以内（試合は8人制）、
　男女不問、体重制限なし

対　象 区内在住・在学・在勤の方で構成するチーム

参加費 1人20円（保険料）平成20年2月20日
（水）午後7時から開催する代表者会議で納入

申　込 申込書を郵送・FAX・持参で
〒112-0012 文京区大塚3-29-2

文京スポーツセンター内
文京アカデミースポーツ青少年係
FAX.3944-5549 へ

申込書は、スポーツセンター、総合体育館で配
布。文京アカデミーＨＰからダウンロードする
こともできます。（http://www.b-academy.jp/）

締　切 平成20年1月31日（木）必着
スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

12月29日(土)から1月3日（木）までの間、「文の京」
施設予約ねっとの抽選・予約申込を休止いたします。
また、抽選申込期間は12月20日（木）〜28日（金）
までとし、抽選結果メールの配信は1月4日（金）午前
7時30分頃とします。
なお、施設の空き情報はこの期間中も閲覧できます。

「文の京」施設
予約ねっとの

年末年始利用について

施設名 年末 年始 
区民センター 12月28日（金）まで

1月4日（金）から
スポーツセンター

（施設の貸出受付は12月28日（金）
  まで、1月4日（金）から受付開始）

柔・剣・弓道場／トレーニングルーム／会議室

12月27日（木）まで

1月8日（火）から競技場／卓球場／多目的室／プール

総合体育館
（施設の貸出受付は12月28日（金）

  まで、1月4日（金）から受付開始）

柔・剣・弓道場／トレーニングルーム
1月4日（金）から

競技場／卓球場
プール 1月7日（月）から

シビックホール（施設の貸出受付は12月28日（金）まで、1月4日（金）から受付開始） 1月5日（土）から
スカイホール

12月28日（金）まで
1月4日（金）から

アカデミー文京・地域アカデミー（向丘・湯島・音羽・茗台）
アカデミー千石 1月5日（土）から
竹早テニスコート

（施設の貸出受付は12月28日（金）まで、
   1月4日（金）から受付開始） 12月27日（木）まで

1月5日（土）から
六義公園運動場
後楽少年野球場
小石川運動場
シビックチケット 12月24日（月・祝）まで

年末年始の施設ご利用案内

文の京ミューズネット 主催：文京アカデミー
企画・運営：文京区レクリエーション研究会

～あなたも文の京の魅力リサーチ隊になりませんか？～

●開催日時
　平成20年1月20日（日） 午前10時～午後3時
●集合場所
　シビックセンター地下2階 区民ひろば（予定）
●対象
　区内在住・在勤・在学で18歳以上の方が
　一人以上いるグループ（2～5名）または家族
●定員
　40組（超えた場合は抽選）
●参加費
　無料（周遊する施設の入場料及び、交通費は各自負担となります。）
●締切 12月25日（火）必着

●申込
　往復はがきに①「ミューズネットぶらりクイズDEさんぽ」申込
　②住所 ③代表者氏名 ④電話番号 ⑤参加人数（2～5名）
　と返信用にもあて先を明記し、
　〒113-0032 文京区弥生2-3-5 桜樹堂内
　　　文京レク研究会 へ

●問合せ先
　文京レク研究会
　　　
　　　（ただし14：00～

ボランティアスタッフ（若干名）募集！
●1月20日（日）全日参加可能な方
●事前研修（12月または1月の土曜日午後半日）

イベント参加申込と同様の書式で、「ボランティアスタッフ申込」
と記入のこと。（応募多数の場合は抽選）

区内の庭園、博物館、美術館などを
2～5名のグループ（家族でもOK）でクイズを解きながらめぐります。

ふれあいのつどい

から

へ

ウォークラリー

ゲームラリー

ぶらり DEクイズ さんぽ

第3回文の京文芸賞表彰式が行われました。
【受賞作】下鳥 潤子氏「わすれないよ 波の音」

　第3回文の京文芸賞には、全国から298点の作品のご応募をいただ
きました。第一次選考を21作品が、第二次選考を5作品がそれぞれ通
過し、7月23日に行われた最終選考会において最優秀賞受賞作が決定
いたしました。
　最優秀賞には、新潟県在住の下鳥潤子氏の小説「わすれないよ 波の音」が選ばれ、11月10日
に東京ドームホテルで表彰式が開催され、賞金100万円ならびに副賞が授与されました。あわ
せて、「文の京ぶんきょう」を全国に発信するという本文芸賞の趣旨とともに、優れた作品をい
つまでも読み続けていただくため、講談社のご協力により単行本として発刊された同氏の受
賞作品のお披露目もあり、和やかな雰囲気のなか、喜びあふれる表彰式となりました。

（単行本化にあたり、改題及び作者名を本名へ変更しております。）

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

第133回シビックコンサート
　今月は東邦音楽大学の皆さんによる『クリスマス
ハンドベルコンサート』をお送りいたします。
日　時 12月19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 クリスマスハンドベル（東邦音楽大学）
入場料 無料・直接会場へお越しください。
曲　目 赤鼻のトナカイ、ジングルベル　他

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

第4回歌壇・俳壇作品募集
対　象 区内在住・在勤・在学者
締　切 平成20年1月10日（木）必着
申　込 はがきに種別（歌壇・俳壇）・作品（1枚
に2首・句以内）・住所（在勤者は勤務先名・所
在地、在学者は学校名）・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号を明記し
〒112-0003 文京区春日1-16-21

アカデミー文京 文化事業係へ
アカデミー文京文化事業係　5803-1120

前号の答え

応募総数82通、
正解率100％細川 護 立

文京博士文京博士これで
あ・な・た・も
これで
あ・な・た・も

※今月号の問題は紙面の都合により
　お休みさせていただきます。

区制60周年記念 文京区秋の文化祭第25回記念書道展・第58回絵画展の入賞作品決定
　文京区秋の文化祭として、第25回記念書道展および第58回絵画展を開催しました。書道216点、絵画192点
の中から次の入賞作品が決まりました。

書道展（各賞 漢字・かなの順  敬称略） 文京アカデミー理事長賞
「禅語 夢中夢」本間 萩月・「なな少女」益田 やよひ

書道連盟賞
「幾片一聲 七言二句」大田 瑶風・「月」釼持 めぐみ

区制60周年記念賞
「翔」髙鹿 恒宏・「夕ぐれ」入谷 由紀子

第25回記念賞
「煙華樓閣」篠木 玉孔・「かささぎ」塚越 幸子
ほかに佳作として14名、奨励賞として16名の方が入賞しました。

■ 区長賞 ■

「漢詩」鈴木 暉月 「もみぢ」新井 昌子

絵画展（各賞 洋画・日本画の順  敬称略） 文京アカデミー理事長賞
「神々の遺跡」菅原 亘・「此岸の月」野木 ひろ子

文京美術会賞
「路上ライブ」寺田 厚幸・「浮遊」福嶋 淳子

区制60周年記念賞
「晩夏2007年」清水 寛子・「ネゴシエーション」河上 芳明

奈良岡正夫賞
「スペイン巡礼ービスカレッタ」鎌田 明浩・「いっぷく」小川 昭成
ほかに佳作として18名、奨励賞として18名の方が入賞しました。

■ 区長賞 ■

「朝の風景」竹田 千恵子 「居待月」亀ヶ谷 茂

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

文京アカデミア「大学プロデュース特別講座」
（学長講演会）参加者募集
日本医科大学の新しい講堂の落成を記念し、
学長による講演会を開催します。
テーマ 「野口英世が学んだ日本医科大学の前身

  済生学舎」
日　時 平成20年1月26日（土）

午後3時〜午後4時
講　師 日本医科大学学長 荒木勤
会　場 日本医科大学教育棟2階大講堂

（文京区千駄木1-1-5）
内　容 日本医科大学の前身、済生学舎は、明治
9年日本最古の私立医学校として開校。野口英
世をはじめ優れた医師を数多く輩出した。多く
の市民の医療を支えてきた歴史と未来を語る。
対　象 区内在住・在勤・在学者
料　金 無料　 定　員 200名
締　切 12月26日（水）必着

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

講　座　名 講師（敬称略） 期 間 曜日 時間 回数 定員 受講料 教材費 会場

イメージで読む源氏物語 源氏物語研究家
田中 順子

20年1月10日
〜3月13日 木 14:00〜

16:00 5 40 ￥1,000
アカデミー
文京自分力アップ！

トータルフィットネス
NPO法人MYフィットネス研究会
指導員　久郷 幸子

20年1月11日
〜2月8日 金 10:00〜

11:30 5 40 ￥1,000 ￥1,000

手あみ
グラデーションベスト

河合ニットデザイン専門学校校長
河合 貴代美

20年1月19日
〜2月23日 土 10:00〜

12:30 6 20 ￥1,500 ￥5,300 アカデミー
千石

やさしい気功養生法 小石川整体・気功院院長
羽根 善弘 ほか

20年1月21日
〜2月25日 月 14:00〜

16:00 5 30 ￥1,000

アカデミー
文京

おやじ「古典花」体験 古流崇顕流家元
宮上 崇顕

20年1月22日
〜2月19日 火 13:30〜

15:30 5 20 ￥1,500 ￥8,000

健康ストレッチ
ジャズダンスインストラクター
飯田 容子

20年2月3日
〜3月2日 日

13:30〜
14:45 4 20 ￥1,000

親子でダンス 15:30〜
16:35 4 ※ ￥1,000

やさしい太極拳 日中太極拳交流協会
上級指導員　沢田 由紀子

20年2月19日
〜3月25日 火 10:30〜

12:00 6 30 ￥1,000

講　座　名 講師（敬称略） 期 間 曜日 時間 回数 定員 受講料 教材費 会場

花と香りとロハスな暮らし 目白大学教授
槇島 みどり

20年1月18日
〜2月15日 金 13:30〜

15:30 4 50 ￥2,000 アカデミー
文京

50歳からの健康つくり
〜気持ちよく体を動かしてみませんか？〜 文京区体育指導委員 20年1月29日

〜3月4日 ※ 火 18:30〜
21:00 6 50 ￥1,500 スポーツ

センター

古文書入門
〜いろはの“い”から〜

NHK学園講師
油井 宏子

20年2月1日
〜2月29日 金 14:00〜

16:00 4 40 ￥2,400

アカデミー
文京

江戸の文学に親しむ
〜恋川春町から山東京伝まで〜

帝京大学教授
棚橋 正博

20年2月8日
〜3月21日 金 13:30〜

15:30 5 50 ￥2,400

絵葉書から見るアート入門 絵葉書収集家
林 宏樹

20年2月12日
〜3月4日 火 10:00〜

12:00 4 30 ￥3,200

ジョージ・オーウェル『動物農場』を読む 日本女子大学文学部教授
川端 康雄

20年2月12日
〜2月26日 火 13:30〜

15:00 3 40 ￥1,100 日本女子
大学

※20年2月11日（月・祝）13：00〜16：00に行われる「50歳からのスポーツまつり」への参加あり。（別途、教材費500円が必要）

※4歳から小学校低学年までの子どもと保護者10組。

文京アカデミア講座等
下記のお申込は

往復はがきに①講座名（パソコン講座の場合は希望コースも） 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）と返信用にもあて先を明記し
〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京学習推進係へ

※詳細は（財）文京アカデミーＨＰを参照、ＨＰからも申込ができます。（http://www.b-academy.jp/）
※受講料・教材費は指定口座に振込（大学プロデュース特別講座は無料。詳細は、返信はがきにて通知）。
※定員を超えた場合は抽選。
※手話通訳希望者は、応募はがきに赤字で「手話通訳希望」と記入（大学プロデュース特別講座）。


