
珠玉の歌 音楽鑑賞・学習会

会　場

東邦音楽大学大塚センター 文京区大塚4-46-9

詳細・お問合せ

東邦和音源
TEL: 03-3954-3014

e-mail: musietta@ps.sakura.ne.jp

クラシック古謡 オーディション
毎（木）17：00～ 東邦音楽大学大塚センター

【研究協力】式部職楽部　首席楽長
【特別協力】学校法人三室戸学園東邦音楽大学
【交流協力】在日オーストリア大使館文化フォーラム
 在日デンマーク王国大使館文化部　他

＊＊＊平安クラシック宮廷古謡＊＊＊
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

しわ消し（ボトックス）

52,500→30,450～
二　重

29,800～

こめかみ・頬のくぼみ など
ヒアルロン酸 84,000

↓

49,800

若返り・しみ取りレーザーフォトRF
……顔全体 42,000

↓

21,000（初回のみ）

美　容　皮　膚　科 音楽鑑賞・学習会 教　　室

ピアノ・ヴァイオリンクラス発表会
3月16日（日）文京シビックホール.小 要問

／アート（企画）

着付けの受講料無料体験講座 補　聴　器 音　楽　教　室 コ ン サ ー ト

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

※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 P&Pギャラリー
「印刷表現のユニバーサルデザイン」

2月13日（水）〜
4月19日（土）

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） 鷗外・漱石と肥後熊本の先哲たち 〜3月16日（日） 目白台1-1-1 3941-0850

お茶の水おりがみ会館 全日本紙人形協会作品展 〜3月1日（土） 日・祭日も開催
10:00〜17:00 湯島1-7-14 3811-4025

オルゴールの小さな博物館 ① 25周年特別企画 シャガールの『サーカス』展
② シャガールとシリンダー・オルゴール展

① 〜7月19日（土）
② 〜3月8日（土）

目白台
3-25-14 3941-0008

礫
こいしかわ

川浮世絵美術館 開館10周年記念浮世絵名品展 後期 〜2月24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 梅まつり 2月9日（土）〜３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 土・日・祝日休館 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。

湯島1-4-25
（財）斯文会 3251-4606

竹久夢二美術館
夢二と謎の画家・小林かいち展
〜大正ロマンから昭和モダンへ、
　花開く絵葉書・絵封筒の美〜

【同時開催】 竹久夢二 新春美人画展

〜3月30日（日） 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［後期］ 〜3月23日（日） 弥生2-4-5 5684-8780

トーキョーワンダーサイト本郷 TWS-Emerging 092-094
うらうらら・工藤春香・高石晃

2月16日（土）〜
3月9日（日） 本郷2-4-16 5689-5331

東京大学総合研究博物館 『異星の踏査−
  「アポロ」 から 「はやぶさ」 へ』 展

〜2月8日（金）
土・日・祝日休館 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 サザンカ・ツバキ・マンサク等が見られます。 白山3-7-1 3814-0138

東洋大学 井上円了記念博物館 常設展
「哲学館から東洋大学へ、120年の歩み」

2月15日（金）〜
5月24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 シリーズ“創る”（5） 伝統の美と先端技術
多田牧子 組紐展 〜3月4日（火） 目白台2-8-1 5981-3376

鳩山会館 常設展 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） 2月24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「鷗外の散歩道−東京方眼図で
　　　　  たどる観潮楼周辺−」

2月9日（土）〜
３月30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
①企画展「野球とオリンピック展
　　　　  〜がんばれ星野JAPAN 〜」
②企画展 「1990年代の野球展」

①〜2月11日（月・祝）

②2月19日（火）〜
後楽1-3-61 3811-3600

弥生美術館
生誕120年記念
カリスマ挿絵画家 高畠華宵展
〜少女よ、永久にそのよき日を愛せ…

〜3月30日（日） 弥生2-4-3 3812-0012

六義園
早春の六義園を楽しむ
①俳句展　②尺八･篠笛コンサート
③フレーベル少年合唱団早春コンサート

①2月9日（土）〜29日（金）
②2月11日（月･祝）
③2月16日（土）・17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

開催日 イベント 入場料 お問合せ

大
ホ
ー
ル

2月 17日（日） お茶の水OBオーケストラ第24回演奏会 有料 お茶の水OBオーケストラ 江花 3718-0545
18日（月） 文京福祉チャリティーコンサート 有料 （財）富士福祉事業団 042-327-9731
19日（火） カトリック小学校連合音楽会 無料 カトリック小学校音楽部 村上 090-6108-1010
24日（日） 南沢コーラス第4回定期演奏会 有料 南沢コーラス 042-466-3619
27日（水） 人形劇団プーク「エルマーのぼうけん」公演 有料 人形劇団プーク 3370-3371

3月 1日（土） 文京区交響吹奏楽団春の定期演奏会2008 無料 文京区交響吹奏楽団 090-3345-5579
5日（水） ダンス学科第9期生卒業公演 有料 専門学校東京ミュージック＆メディアアーツ尚美 ダンス学科 3814-8861
6日（木） りそなグループ主催 資金運用セミナー 無料 りそなコミュニケーションダイヤル 0120-24-3989

14日（金） HOLY NOISE Vo6 有料 シャローム教会 3371-7558
15日（土） 東京ハートフェルトフィルハーモニック管弦 有料 （株）ブロッサム音楽事務所 050-5539-3991
16日（日） 東京MXTVハワイアンライブ 有料 NPO法人 日本アロハ協会 3403-1116
25日（火） 2008年度新点数・高齢者医療制度説明会 無料 東京保険医協会 栗林 5339-3601
28日（金） 20年度診療報酬改定説明会 無料 東京歯科保険医協会 3205-2999
29日（土） 日本大学豊山高等学校・中学校吹奏楽部 第13回定期演奏会 無料 日本大学豊山高等学校・中学校 増田 （代）3943-2161
30日（日） 東京楽友協会交響楽団 第84回定期演奏会 有料 東京楽友協会交響楽団 前田 090-1842-9014

4月 3日（木） バレエ発表会 無料 Kei Nakano classic ballet academy 5976-7799
12日（土） BlutePhilhermoniker 有料 （株）ブロッサム音楽事務所 050-5539-3991
13日（日）「吹奏集団風の和」第16回定期演奏会 有料 吹奏集団風の和 090-5195-9164
14日（月） 100万人のクラシック シエナ・ドリーム・ブラス2 有料 CC MUSIC FACTORY 5210-9072

小
ホ
ー
ル

2月 19日（火） 映画「日本の青空」上映会 有料 文京区労働組合協議会 3815-1558
20日（水） 100万人のクラシック 田村麻子ソプラノリサイタル 有料 CC MUSIC FACTORY 5210-9072
22日（金） 東京芸術大学ホルンアンサンブル定期演奏会 有料 東京芸術大学ホルン科 田島 090-2201-5715
23日（土） Sing! Sing! Sing! 2008 〜 What A Wonderful World 〜 無料 Sing! 3 5978-4428
24日（日） 区民と歯科医師会のつどい 無料 健康センター 5803-1116
26日（火） アンサンブルモデコンサート 有料 目白音楽事務所 090-4424-9332
27日（水） スプリングファミリーコンサート 有料 文京子育て交流会 担当者宅 6822-4936
27日（水） 沖縄県民映画「GAMA-月桃の花」上映会 有料 日本出版労働組合連合会 佐藤 3560-2250
29日（金）「平成19年度放射線安全管理研修会」 有料 放射線障害防止中央協議会 5804-8484

3月 3日（月） 人権講演会 無料 （株）ヒップ 5367-1360
5日（水） 大塚商会 文京見聞録 無料 （株）大塚商会 文京支店 5395-3371
6日（木） 人形詩劇「鬼笛」 有料 （有）人形劇団ポポロ 山根 042-344-3389
7日（金） ミュゼフィエスタ 有料 NPO法人「えこお」 3816-2127
8日（土） ジョイント・リサイタル 有料 リサイタル事務局 090-7783-6482

10日（月） マタニティひろば ハロー赤ちゃん 無料 （財）母子衛生研究会 梨本 4334-1155
11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
12日（水） DANKAI JAZZ CONCERT 有料 JJMプロジェクト 042-396-4165
13日（木） 黒沼幸子ピアノリサイタル 有料 清瀬佳津子 3818-2278
14日（金） 早稲田大学ピアノの会第26代卒業演奏会 無料 白井佳奈 090-4397-8404
17日（月） 齊藤香織ピアノリサイタル 有料 東京ピアノ倶楽部 050-3347-9228
18日（火） 文京かけ橋合唱団 第7回演奏会 無料 文京かけ橋合唱団 3943-1591
18日（火） 新宿区中央準倫理法人会イブニングセミナー 有料 新宿区中央準倫理法人会 3239-7763
20日（木） シンポジウム／安心・安全な建築文化を未来につなげ 有料 建築ジャーナル 山崎 3861-8104
22日（土） 野田順子フルート教室発表会 無料 中里 由紀子 3815-8577
24日（月） ぽこあぽこミニミニコンサート 無料 ぽこあぽこ 090-1615-7153
26日（水） 第20回三遊亭楽太郎独演会 有料 （株）星企画 3584-4684
27日（木） 第10回小石川フィル定期演奏会 無料 小石川フィルハーモニーオーケストラ部 竹村 3964-7133
28日（金） スズキメモリーコンサート 有料 （社）才能教育研究会 3295-0270
29日（土） フレッシュガラコンサート 有料 （有）及川音楽事務所 3946-7189
31日（月） 第16回定期演奏会 無料 都立小石川高校軽音楽研究会 5392-3750

4月 3日（木） Sound Trackers 室内楽コンサート 有料 Sound Trackers 松本 080-5380-8271
8日（火） 童謡唱歌を会員で斉唱し心身のリラックスを計る 有料 歌の街・文京童謡の会 馬場 3944-8633

13日（日） 田中音楽教室ピアノ発表会 無料 田中音楽教室 5567-0253
13日（日） 家庭倫理の会文京区講演会 有料 家庭倫理の会文京区 3945-0303

※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。

前号の答え

応募総数44通、
正解率95％千 羽 鶴

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。

3 平成20年2月号（通巻第86号） 情 報 紙  文京アカデミーSQUARE 2平成20年2月号（通巻第86号）情 報 紙  文京アカデミーSQUARE

第2回 みんなで楽しくキンボール大会
日　時 3月16日（日）午前9時30分〜午後0時30分　 会　場 スポーツセンター　 対　象 小学生以上の区内在住・在勤・在学者
部　門 ①小学生の部 ②ファミリーの部（小学生2人以上を含む） ③一般の部（女性1人以上を含む）

④体験の部（初心者） ※1チーム4〜6人での申込、個人での申込も可（主催者側でチーム編成）
費　用 無料　 締　切 3月3日（月）必着
申　込 所定の申込書に記入し、郵送またはFAXで下記へ
※申込書は、スポーツセンター・総合体育館で配布または財団HPからダウンロード
問合せ 〒112-0012 文京区大塚3-29-2（スポーツセンター内） （財）文京アカデミースポーツ事業課 スポーツ青少年係

TEL.3944-2273 FAX.3944-5549　http://www.b-academy.jp/
スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

第74回 シビックシネマサロン
「市民ケーン」 1941年  アメリカ映画
古今東西の映画作品の中、世界各国で最も支持さ
れている人気作品である。オーソン・ウェルズ、25
歳のデビュー作品。
日　時 2月15日（金）午後1時〜3時
会　場 アカデミー文京 学習室

（シビックセンター地下1階）
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
費　用 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

演劇グループ“ザ・シビック”
第13期講習生募集

演じることの楽しさ、仲間と一緒に作品を創り上げ
る喜びを体験してみませんか。初心者大歓迎です！
講習期間 4月〜21年3月の毎週月・木曜午後6時30分〜9時
受講料 月4,000円　 募集人員 20名程度
講　師 池田一臣（現代劇センター真夏座主宰・演出家）
対　象 4月時点で16歳以上の方ならどなたでも

◎オーディションのお知らせ
日　時 3月19日（水）夜間・22日（土）午後の

いずれか（日時の指定はできません）
会　場 アカデミー文京 アトリエ

（シビックセンター地下1階）
申込方法 指定の応募用紙に写真（スナップ可）
を添付し、官製はがきと80円切手（各1枚）を
同封し下記へ持参または郵送のこと。
締　切 3月7日（金）必着
申込先 〒112-0003 文京区春日1-16-21

アカデミー文京 文化事業係
※オーディションの詳細は、後日郵送で連絡します。
※応募用紙は財団各施設に用意してあります。
（財団ホームページにてダウンロードもでき
ます）応募書類は返却いたしません。

※21年3月に文京シビックホール小ホールで卒
業公演実施。
アカデミー文京文化事業係　5803-1120

文京アカデミーS
スクエア

quareは財団ホームページでもご覧いただけます http://www.b-academy.jp/ （財団広報紙・情報紙をクリック） 文京アカデミーS
スクエア

quareは財団ホームページでもご覧いただけます http://www.b-academy.jp/ （財団広報紙・情報紙をクリック）

アートウォール・シビック
「文京ミューズフェスタ2007

文京アカデミーってどんなとこ？展」開催中
「アートウォール・シビック」は、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です。
今月は、区制６０周年記念事業として平成１９年１１月
に開催された「文京ミューズフェスタ２００７」より、
文京アカデミーのブース展示を再現しています。

会　期 2月1日（金）〜29日（金）
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

シビックシネマサロン 特別番組
文の京一日まるごと映画館、

「ユキエ」上映と松井久子監督トーク
第1部 『一日まるごと映画館』

貴重な文京区製作の文化財映画作品上映
第2部 話題の劇映画「ユキエ」上映と監督のトークショー
日　時 2月28日（木）午前9時〜午後4時
第1部 文の京まるごと映画館（9：00〜12：00）

開場 8：50　上映 9：00
 「文京の史跡と文化財をたずねて」
 ほか5作品連続上映

申　込 第1部参加希望の方は当日直接会場へ
 （入退場自由）
第2部 劇映画「ユキエ」上映と
 松井久子監督のトーク（13：00〜16：00）

開場 12：50　上映 13：00
 劇映画「ユキエ」 1997年 93分
 製作・監督：松井久子 出演：倍賞美津子
トークショー 15：00〜16：00
 松井久子監督　講演、トーク
終演 16：00

申　込 第2部参加希望の方は当日正午にシ
ビックセンター地下1階で入場券配布。

※上映開始後の入場はできません。
対　象 区内在住・在勤・在学者
会　場 アカデミー文京 レクリエーションホール

（シビックセンター地下1階）
定　員 120名（先着順）　 費　用 無料

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

第22回アカデミー向丘まつり

アカデミー向丘を利用している団体相互の親睦と
交流を深め、地域アカデミーを広く区民の皆さんに
知っていただくため、各サークルの活動内容の発表
を中心に、アカデミー向丘まつりを開催します。皆
様のご来場をお待ちしています。

発表内容

3月8日（土）午前10時〜午後8時
卓球、こども映画会、レクダンス、合唱、フラダ
ンス、社交ダンス、ヨーガ
3月9日（日）午前10時〜午後4時
こども映画会、レクダンス、ストレッチ体操、大正
琴、太極拳、ジャズダンス、合唱、薄茶点前（表千家）
展示等
生け花、工芸、絵付け、こどもの絵画、書道、絵手
紙、模擬店等
会　場 アカデミー向丘（向丘2-5-7）

TEL.3813-7801
アカデミー文京学習推進係　5803-1119

ミュージカル・
ライブ・ステージ
へのご招待

文京区民有志と東京ミュージック＆メディアアーツ
尚美ミュージカル学科生による「ミュージカル・ライ
ブ・ステージ」公演にご招待します。
日　時 3月8日（土）午後5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
定　員 100組200人（定員になり次第締切）
料　金 無料　 締　切 2月22日（金）必着
申　込 往復はがき（1枚2名まで）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、返信用にも宛先を明記し
〒113-0033 文京区本郷4-15-9
文京区の文化を推進する会「ミュージカル」係

TEL.3814‐3301へ
アカデミー文京文化事業係　5803-1120

区民俳句大会参加者募集
日　時 3月15日（土）午後1時〜4時30分
会　場 アカデミー文京 レクリエーションホール

（シビックセンター地下1階）
対　象 区内在住・在勤・在学者
定　員 100名（申込順）　 費　用 無料
投句方法 兼題「 春

しゅん

光
こう

」1句・席題（当日発表）1句
を題詠する。作品は未発表のものに限る。
作品発表 互選3句を披講し、選者選（特選6句、
佳作10句）を表彰する。
選　者 松澤 昭（ぶんきょう俳壇選者）、佐怒賀
正美（平成20年度よりぶんきょう俳壇選者）
締　切 3月7日（金）
申　込 直接又は電話で下記へ

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

文京区民踊のつどいを開催します   
〜日本の伝統芸能にふれてみませんか〜
毎年恒例となりました「文京区民踊のつどい」を開
催します。区内で活動する民踊愛好家の皆さんが、
日頃の練習の成果を発表します。
日　時 3月9日（日）

午前10時30分〜午後5時00分（予定）
会　場 文京シビックホール 小ホール
内　容 区内で活動する民踊愛好サークルの発表
料　金 無料
申　込 当日直接会場へ

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

財団法人文京アカデミー
非常勤職員募集
文京アカデミーでは、非常勤職員を募集します。

■業務内容 一般事務補助
■勤務場所 アカデミー文京
■対　　象 健康な方
■定　　員 2名程度
■勤務期間 平成20年4月1日〜
 平成２１年３月３１日
■勤務日数 週30時間
■賃　　金 134,100円（交通費別途支給）
 19年度実績
■社会保険 社会保険・雇用保険加入
■選　　考 書類審査後、該当者のみ面接
 （3月上旬）
■締　　切 平成20年2月22日（金）必着
■申　　込 履歴書（写真添付）を持参又は
 郵送　詳細は下記へ
■問 合 せ 文京アカデミー管理課庶務係
 TEL.5803-1102
 FAX.5800-2230

第135回　シビックコンサート
今月は東邦音楽大学の学生による『ピアノコンサー
ト』をお送りいたします。

日　時 2月27日（水）
午後0時15分〜午後0時45分

会　場 区民ひろば
（シビックセンター地下2階）

内　容 ピアノコンサート

入場料 無料・直接会場へお越しください。
アカデミー文京文化事業係　5803-1120

20年度前期文京アカデミア 受講生募集
詳細は講座案内リーフレット『春からはじまる講座』でご確認を！
対　象 15歳以上の区内在住・在勤・在学者（中学生を除く）　 締　切 2月22日（金）必着
申　込 （財）文京アカデミー HP（http://www.b‐academy.jp/）から申込み。または、往復はがき（1講座1枚）
に①講座名 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤電話番号（在勤者は勤務先の名称・所在地・電話番号、在学者
は学校名も） ⑥文京アカデミアに対する要望（⑥はある場合）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まで。
※詳細のカリキュラムは、地域アカデミー・図書館・地域活動センターなどで2月上旬より配布する「講座案内」、または（財）文京アカデミー HPに
て紹介しています。必ずご確認ください。※定員を超えた場合は抽選。※月〜金曜の午前・午後の講座は3〜6歳の就学前児の無料保育あり。
希望者は応募はがきに赤字で「保育希望」・幼児の氏名（ふりがな）・性別・年齢を記入。※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。※受講料・教材費は、指定口座に振込（詳細は、返信はがきにて通知）。定員の1割に満たない応募については開講できないこともあります。

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

共催事業 東京大学留学生センター「多文化社会を生きる 〜外国籍住民とともに考える〜」
多文化化が進み、身近に外国籍住民が暮らす今、住みよい地域社会づくりを一緒に考えます。
日　時 3月22日（土）午後1時30分〜5時30分　 会　場 スカイホール（シビックセンター26F）
対　象 区内在住・在勤・在学（優先）、区外の方　 定　員 100名（超えた場合は抽選）
費　用 無料　 締　切 3月12日（水）必着
申　込 ①往復はがきに、「多文化社会」・住所・氏名（フリガナ）・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 B1F　アカデミー文京 国際交流推進係
②メール申込の場合は住所・氏名を明記し seminar@ic.u-tokyo.ac.jp（東京大学 留学生センター）まで

アカデミー文京国際交流推進係　5803-1310

資格取得キャリアアップ講座受講生募集
対　象 15歳以上の区内在住・在勤・在学者（中学生を除く）　 会　場 日本女子大学（目白台2-8-1）
申　込 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（在勤者は勤務先の名称・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
申込期間 2月12日（火）〜4月7日（月）必着〈各講座とも申込順〉

※詳細は（財）文京アカデミー HPを参照。（http://www.b-academy.jp/） ※受講にあたっては日本女子大学生涯学習総合センターの会員登録が必要。

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

コース 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

地
　
域

もっと知ろう「文の京」　※1 元文京区文化財調査員
金子 昭三

5月8日〜
6月12日 木 13:30〜

15:30 6 40 ¥3,600
アカデミー文京

大名庭園のガーデニング基礎　※2 龍居庭園研究所所長
龍居 竹之介 ほか

5月12日〜
6月16日 月 13:30〜

15:30 6 40 ¥1,200

持続可能社会を目指して
地域から考える地球温暖化防止

文京学院大学准教授
中山 智晴  

5月12日〜
5月26日 月 19:00〜

20:30 3 30 ¥2,000 文京学院大学

文京落語教室（入門編） 落語家
むかし家今松

6月19日〜
8月28日 木 18:30〜

20:30 5 60 ¥2,000 アカデミー文京

文　

学

ドラマティック・ギリシア神話 作家
楠見 千鶴子

5月7日〜
7月30日 水 14:00〜

16:00 7 50 ¥3,600
アカデミー文京 

読み聞かせを楽しもう アナウンサー
三上 彩子

5月14日〜
7月23日 水 10:00〜

12:00 6 50 ¥3,100

歴
史
・
社
会

世界宗教の発祥と興隆
（キリスト教、イスラム教）

電気通信大学講師
倉橋 良伸

5月13日〜
6月17日 火 14:00〜

16:00 6 50 ¥3,000 アカデミー文京

活字に親しむ、本を愛する
〜印刷文化を学ぶ〜

印刷博物館館長
樺山 紘一 ほか

5月14日〜
6月25日 水 10:15〜

12:00 4 50 ¥2,000 印刷博物館

仏像鑑賞入門 早稲田大学講師
齋藤 理恵子

5月14日〜
7月23日 水 13:00〜

15:00 6 50 ¥3,100 アカデミー文京

現代の日本の貧困 ーホームレス、ワーキ
ング・プア、ネットカフェ難民と現代日本ー

日本女子大学教授
岩田 正美

5月21日〜
5月28日 水 13:30〜

15:00 2 35 ¥900 日本女子大学

日本と世界の諸地域シリーズ
〜アメリカ〜

東京外国語大学教授
佐々木 孝弘 ほか

6月26日〜
7月31日 木 18:30〜

20:30 6 30 ¥3,400 東京外国語大学

芸　

術

近代演劇にふれてみよう 〜泉鏡花「婦系図」、森
本薫「女の一生」、三谷幸喜「笑いの大学」など〜

演劇評論家
みなもと ごろう

4月23日〜
6月4日 水 13:30〜

15:00 4 30 ¥2,000 日本女子大学

遠州流いけばな
（現代華・古典生花）

遠州流華道家元
岩本 一薫

4月25日〜
6月27日 金 18:30〜

20:30 8 20 ¥9,600 ¥11,200

アカデミー文京

ブルースハープを吹こう
〜小型ハーモニカにチャレンジ〜

ブルースハープ奏者
浅見 安二郎

5月9日〜
7月11日 金 18:30〜

20:00 8 20 ¥8,000 ¥1,400

イタリアの都市と音楽 慶応大学講師
今谷 和徳

5月9日〜
7月11日 金 13:00〜

15:00 6 50 ¥3,100

お茶を楽しむ 表千家茶道教授
中川 宗方

5月13日〜
7月15日 火 14:00〜

16:00 10 20 ¥10,000 ¥5,000

初歩から楽しめる
アコースティックギター入門

東邦音楽学校講師
堀尾 和孝

5月14日〜
7月9日 水 9:30〜

11:30 8 30 ¥6,400 ¥500 東邦音楽大学

お花大好き
〜三日間集中フラワーアレンジメント〜

桂ローズアカデミー主宰
伊東 桂

5月14日〜
5月16日

水〜
金

10:00〜
12:00 3 20 ¥3,600 ¥8,500

アカデミー文京松本恭子のパーチメントクラフト
レーシィカード

KMLC SALON代表
松本 恭子

5月15日〜
7月17日 木 10:00〜

12:00 6 20 ¥6,000 ¥9,000

グラスリッツェン NGR理事
大場 敦子

5月15日〜
7月17日 木 13:30〜

15:30 5 20 ¥5,600 ¥5,000

集まれ！管楽器
（管楽器を演奏できる方の再レッスン）

東京ミュージック＆メディアアーツ尚美講師
坂本 浩志

5月17日〜
6月28日 土 11:00〜

12:00 7 10 ¥7,000 ¥1,000 東京ミュージック＆
メディアアーツ尚美 

く　

ら　

し

自然療法で美しく健康に 英国IFA認定アロマセラピスト
雪江 奈津代

5月9日〜
7月18日 金 10:30〜

12:00 7 40 ¥4,500 アカデミー文京

オフィスの基礎（Word編） 拓殖大学准教授
西尾 篤人

5月10日〜
6月14日 土 13:00〜

15:00 5 28 ¥3,000 拓殖大学

五感を磨く⑤触覚
〜五感を暮らしに活かそう〜

五感生活研究所代表
山下 柚実 ほか

5月13日〜
7月8日 火 14:00〜

16:00 5 30 ¥4,000
アカデミー文京身近な宇宙のお話Ⅱ

〜宇宙を見る・知る〜
JAXA宇宙教育センター参与
平林  久 ほか

5月13日〜
6月10日 火 18:30〜

20:30 5 50 ¥2,400 ¥800

自然食と雑穀料理 自然派料理教室
モンパスタン主宰 吉武 香織

5月14日〜
7月2日 水 10:30〜

12:30 5 20 ¥6,250 ¥7,00 アカデミー茗台

臨床心理学から考える
「話の聴き方」

放送大学准教授
山口 義枝

5月24日〜
6月21日 土 10:30〜

12:00 5 25 ¥1,000 放送大学

「認知脳科学」の話
〜脳を知り、感情と上手につきあおう〜

文京学院大学准教授
小林 剛史

5月26日〜
6月16日 月 19:00〜

20:30 3 30 ¥2,000 文京学院大学

絵本を作ろう！ イラストライター
はなぶさ こう

5月27日〜
6月24日 火 18:30〜

20:00 5 20 ¥1,500 ¥1,000 アカデミー文京

韓国文化を理解しよう 拓植大学教授
村上 祥子

7月12日〜
7月26日 土 13:00〜

15:00 3 60 ¥500 拓殖大学

語　

学

韓国語入門 ACC講師
韓 銀順

5月9日〜
7月11日 金 13:00〜

14:30 10 20 ¥7,500

アカデミー文京実践・楽しい入門英会話 YWCA講師
リサ・ホラン

5月14日〜
7月16日 水 15:30〜

17:00 10 20 ¥7,500 ¥2,560

はじめてのイタリア語 ACC講師
レオナルド・ベヌッチ

5月16日〜
7月4日 金 15:30〜

17:00 8 20 ¥6,000

健
康
・
ス
ポ
ー
ツ

真向法体操 （社）真向法協会会長
佐藤 良彦

5月8日〜
7月17日 木 10:30〜

12:00 8 30 ¥5,300

アカデミー文京

初めての舞〜地唄舞〜 地唄舞葛流家元
葛 タカ女

5月8日〜
6月5日 木 18:30〜

20:30 5 20 ¥1,500

アロハ・フラ リマナニフラスタジオ
ハウナニ 俊子

5月14日〜
7月2日 水 19:00〜

20:30 8 30 ¥5,300

ピラティス・マットエクササイズ Pilates Movement Space Inc.
所属トレーナー 　芝江 杏子

5月17日〜
7月19日 土 10:30〜

11:45 8 30 ¥6,400

スポーツ吹矢で健康づくり 吹矢レクリエーション協会
河西 信祐 ほか

7月5日〜
7月26日 土 15:00〜

17:00 4 30 ¥2,000 ¥1,000

※1. 史跡めぐり1回あり　 ※2. 現地見学・実習4回あり

講　座　名 講師（敬称略） 期 間 曜
日 時間 回

数
定
員受講料 区民

割引額 教材費
カラーコーディネーター検定3級対策講座 クレアール専任講師  古川 依子 4月25日〜6月13日 金 18:10〜20:40 7 6 ¥25,000 ¥2,000 ¥4,500
福祉住環境コーディネーター検定3級対策講座 クレアール専任講師  吉澤 千鶴子 4月25日〜6月27日 金 18:30〜20:30 9 6 ¥29,000 ¥2,000 ¥4,600
保育士資格筆記試験対策講座 ※1 LEC専任講師 4月26日〜7月12日 土 12:50〜17:40 10 6 ¥53,000 ¥6,000
留学のためのTOEFL iBT61突破 駿台留学センター専任講師 5月9日〜7月15日 火・金 18:20〜20:20 20 7 ¥83,000 ¥6,000
総合・国内旅行業務取扱管理者受験対策講座 クレアール専任講師  相馬 隆幸 5月13日〜10月7日 火・金 18:10〜20:40 ※2 35 6 ¥99,000 ¥6,000

宅地建物取引主任者試験対策講座 TAC専任講師 5月24日〜10月4日 土 10:00〜12:30
13:20〜15:50 33 6 ¥89,000 ¥6,000

コーチング入門講座 コーチ・トゥエンティワンのスタッフ 6月10日〜6月24日 火 19:00〜20:30 3 7 ¥10,000 ¥1,000

※1. 1科目からの申込も可　 ※2. 10月4日のみ13:00〜17:00


