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平成20年2月号（通巻第86号）

文京アカデミーSQUARE

主催公演のご案内
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03-5803-1111

主催公演チケットのご予約及びお問合せ

大ホール

小ホール

5/16（金）6：30PM開演
6/8（日）3：00PM開演
岩崎宏美・岩崎良美 Precious Night 感動と安らぎへの誘い
響きの森
クラシック・シリーズ
Vol.24

2/9（土）

5：00PM開演

いざな

姉妹そろって人気・歌唱力共に恵まれ、日本のPOPSをリードする岩崎宏美＆岩崎
良美が、このステージで初めて、デュエットでの美しいハーモニーをたっぷりと聞かせ
る！ 共演はPOPSでも定評のある藤野浩一指揮、神奈川フィルハーモニー管弦楽
団。姉妹ふたりの特別で大切な時間を、
あなたも共に初体験しませんか？

出演＝岩崎宏美・岩崎良美

全席指定 S席8,000円 A席7,000円

●未就学児の入場はご遠慮願います。
★区民先行予約日2月21日
（木）午前10時〜午後7時
（1日限り で電話予約のみ受付）

指揮・ピアノ＝ダン・エッティンガー
ピアノ＝河村尚子
管弦楽＝東京フィルハーモニー交響楽団
曲目＝ストラヴィンスキー /組曲
「プルチネルラ」
モーツァルト/2台のピアノのための協奏曲
ストラヴィンスキー /バレエ音楽
「春の祭典」

全席指定 4,000円

2/15（金）

7：00PM開演

Bee

シリーズセット券

Vol.24

SS席 19,800円
（Vol.26のみSS席、その他S席3公演 22,000円のところ）

S席 18,900円

（S席4公演 21,000円のところ）

Vol.25

A席 15,300円

（A席4公演 17,000円のところ）

B席 11,700円

Vol.26

（B席4公演 13,000円のところ）

セット券発売＝2月9日（土）10：00AMから

●未就学児の入場はご遠慮願います。 Vol.

27

※各公演の詳細は、決まり次第、
文京アカデミーホームページにて発表いたします。
（http://www.b-academy.jp/）

（木）7：00PM開演
3/27
野村万作・萬斎狂言の夕べ

© K.Miura

全席指定 4,000円

全席指定

S席5,000円 A席4,000円 B席3,000円

【指揮・ピアノ】ダン・エッティンガー 【ピアノ】河村尚子
【曲目】ストラヴィンスキー／組曲「プルチネルラ」、モーツァルト／2台のピアノのための協奏曲
ストラヴィンスキー／バレエ音楽「春の祭典」
2008年9月21日（日）3:00PM開演

全席指定

S席4,000円 A席3,000円 B席2,000円

【指揮】小林研一郎 【ヴァイオリン】長尾春花
【曲目】ブルッフ／ヴァイオリン協奏曲第1番、マーラー／交響曲第5番
2008年12月13日（土）3:00PM開演

全席指定

全席指定

出演＝野村万作、
野村萬斎 他
演目＝
「呼声」
「舟渡聟」
「茸」

S席5,000円 A席4,000円 B席3,000円

シビックチケット
予約専用電話

CNプレイガイド
03-5802-9999
イープラス http://eee.eplus.co.jp/

介護付有料老人ホーム

お願い

区民先行予約 ※区民先行予約ができる方は、区内在住、在勤、在学の方です。
※区民先行の予約枚数には限りがあります。お席は選べません。あらかじめご了承ください。
について

楽

教

室

【子供・大人のプライベートレッスン】
ピアノ・声楽（ヴォーカル）
・管弦楽器・エレクトーン

無料体験レッスン
随時受付中!!
お気軽にお問い

＊

介護認定未取得の方もご相談ください

合せください。
（土地建物権利形態：建物1〜4階を賃借）

東邦音楽学校（東邦音楽短期大学内）
文京区大塚4-46-9（新大塚駅徒歩3分）

TEL：03-3946-9667

〒113-0023 文京区向丘2-2-6

チケット＝好評発売中

●電話番号は、
おかけ間違いのないよう、
お気をつけください。
●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。
●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。

目的やレベルに合わせたレッスン。
憧れの曲が弾けるように…

看護師24時間常駐 内覧随時受付中！＊常勤6人、非常勤8人

OBザ・シビックプロフィール 演劇グループ
“ザ・シビック”卒業
生により構成された演劇集団。さらなる技術の向上を目指し、
熱のこもった稽古を重ねている。

※各公演のチケット発売日からシビックチケットで販売
※電話予約の場合は、1週間以内（公演により異なる場合があります。）
にシビックチケットで引き取り（代金引換郵便による郵送も可）

音

東京都指定介護保険特定施設（一般型特定施設）

ザ・シビックプロフィール '96年4月、
（ 財）文京区地域・文化振興
公社
（現：
（財）文京アカデミー）が公募し結成された演劇集団。昨年
3月のオーディションにより第12期講習生が選ばれ、現代劇センター
真夏座主宰・演出家池田一臣氏の指導のもと、練習に励んでいる。

チケット取扱

チケット＝好評発売中

が表示されている公演は、下記でもお求めいただけます。

0570-02-9999
0570-000-403

（平成19年9月 中間発表会より）

●3歳以上の方はチケットが必要です。

●未就学児で座席を必要としない場合は入場無料。

03-5803-1111

3/2（日）
1：00PM開演
5：00PM開演

全席自由 600円

チケットのお求めは
大ホール・小ホール共通

チケット＝好評発売中

1年間演劇を学んだ第12期講習生による
「文の京の
いろいろ祭り」をお届けします。
OBザ・シビックによる友情公演もお楽しみください。
第1部「文の京のいろいろ祭り」
出演＝ザ・シビック第12期講習生
作＝宮澤龍太郎 演出＝池田一臣
第2部「笛」
出演＝OBザ・シビック
作＝田中千禾夫 演出＝池田一臣

全席指定 大人：5,500円、小学生以下：3,000円

チケット＝好評発売中

●3歳以上の方はチケットが必要です。

“ザ・シビック”第12期講習生卒業公演

が に み ち ぶ し

チケット取扱

テレビでお馴染みの忍たま乱太郎のキャラク
ターショーとヘムヘムクイズ大会

演劇グループ

出演＝りんけんバンド
ゲスト＝ティンクティンク、琉球國祭り太鼓 東京支部・埼玉支部

●未就学児の入場はご遠慮願います。

ⒸNHK・尼子騒兵衛・
総合ビジョン

（2回公演・各回とも2部構成）

沖縄ポップの先駆者・照屋林賢率いる
「りんけんバン
ド」が、若手ゲストと共に、文京シビックに30周年を
記念して初参上！ 勇壮なエイサーや観客を巻き込ん
でのカチャーシーでステージは華やかに展開。真冬
の文京の街に沖縄ポップの熱い嵐が巻き起こる！

全席指定
S席6,000円、A席4,500円、
B席3,000円、C席1,500円

忍たま乱太郎
ファミリー
ステージショー

チケット取扱

【指揮】エリック・カンゼル 【ピアノトリオ】椎名豊トリオ 【ナビゲーター】朝岡聡
【曲目】ガーシュイン／ラプソディ・イン・ブルー、パリのアメリカ人
バーバー／弦楽のためのアダージョ
バーンスタイン／「シンフォニック・ダンス」セレクション ほか

く

（日）
2/17
11：30AM開演
2：30PM開演

全席指定 1,500円

SS席8,000円 S席7,000円 A席6,000円 B席5,000円

【指揮】佐渡裕 【独唱】田村麻子（S）、坂本朱（A）、吉田浩之（T）、キュウ・ウォン・ハン（B）
【合唱】東京オペラシンガーズ 【曲目】ベートーヴェン／交響曲第9番「合唱付」
2009年2月14日（土）3:00PM開演

チケット＝好評発売中

チケット取扱

文京区、
（財）文京アカデミーと東京フィルハーモニー交響楽団の提携事業は、今年で9年
目を迎えます。2002年度から始まった「響きの森クラシック・シリーズ」では、シリーズ4公
演を同じ席で聴くことができるシリーズセット券を発売いたします。あなただけのスペシャ
ルリザーブシートで、東京フィルと名高い出演者が繰り広げる演奏をご鑑賞ください。

2008年6月8日
（日）3:00PM開演

兵庫県立芸術文化センター
撮影：飯島 隆

●未就学児の入場はご遠慮願います。

2/23（土）5：00PM開演
黄金三星
りんけんバンド
結成30周年記念コンサート

野村万作・萬斎をお迎
えして、毎年恒例の狂
言公演をお届けします。

電子チケットぴあ
ローソンチケット

出演＝
及川浩治
（ピアノ）、
石田泰尚
（ヴァイオリン）、
石川祐支
（チェロ）

チケット発売＝3月14日
（金）
10：00AMから

響きの森クラシック・シリーズ Vol.24〜Vol.27

チケット＝好評発売中

チケット取扱

全席指定
S席5,000円、
A席4,000円、B席3,000円

シリーズセット券
（4回連続券）
発売開始！

なお、チケット取扱に

●3歳以上の方はチケットが必要です。

© Eisuke Miyoshi

チケット取扱

チケット発売＝2月29日
（金）
10：00AMから

チケット取扱

当日はウクレレ持参で会場へ！！
みんなで一緒に演奏しましょう。
出演＝高木ブー、ニューハロナ 他

●未就学児の入場はご遠慮願います。
★区民先行予約日3月6日
（木）午前10時〜午後7時
（1日限り で電話予約のみ受付）

チケット取扱

チケット取扱

高木ブーと
魅惑のハワイアンナイト

E-mail̲jimu-o@toho-music.ac.jp URL̲http://www.toho-music.ac.jp

次号の文京アカデミーSQUAREは3月5日発行です。

コ ン サ ー ト

