
子供服リサイクル音　楽　教　室

夏休みアートに挑戦〈油絵〉どなたでも可
7月29日～31日の3日間

／アート（企画）

要問

7月2日（水）
北とぴあ・さくらホール
開演：昼の部１３：３０ 夜の部１８：００

【出  演】

【演  目】

中村錦之助、中村梅玉、
中村東蔵、中村時蔵 ほか
●１橋弁慶  ●２口　上
●３毛谷村  ●４神田祭

○c 松竹

松
竹
大
歌
舞
伎

S席（1階席）5,000円
A席（2階席）4,000円

入場料

■北とぴあ1階チケット売場
　（窓口のみ10:00～19:00）
■チケットぴあ
　電話予約：０５７０（０２）９９９９
　Pコード：385-334
　インターネット予約 http://pia.jp/t
■チケットWeb松竹
　http://www1.ticket-web-shochiku.com/p/

チケット販売

全席指定

二
代
目

中
村
錦
之
助

襲
名
披
露

※未就学児のご入場はお断りいたしております。

JR京浜東北線・東京メトロ南北線
王子駅より徒歩2分

チケッ
ト

好評発
売中!

【主催・問合せ】（財）北区文化振興財団 TEL.03（5390）1221

公　演　情　報 音　楽　教　室

楽しいコーラス
世界中のステキな歌

早稲田、新橋、高輪 他にて

補　聴　器 音　楽　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

パソコン教室リサイクルブランド子供服

い～ふく い～よいこ～

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。

夏の衣替・引越しに！！まずはお気軽に

リサイクルブランド子供服

メモリーズ
業務拡張につき
移転しましたhttp://www.memories-net.com 台東区根岸3-6-18

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 6月の休館（園）日 所在地 お問合せ

印刷博物館 本展示場 「デザイナー誕生ー1950年代日本のグラフィック」展
P&Pギャラリー 「グラフィックトライアル2008」展

〜7月6日（日）
〜7月13日（日） 月 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） 細川のお姫さま 華やかなるプリンセス・ライフ 〜6月22日（日） 月 目白台1-1-1 3941-0850
お茶の水おりがみ会館 塩崎文江 創作和紙の花「和み」展 〜6月14日（土） 日・祝 湯島1-7-14 3811-4025

オルゴールの小さな博物館 ①25周年特別企画 シャガールの『サーカス』展
②シャガールとディスク・オルゴール展 〜7月19日（土） 日・月 目白台

3-25-14 3941-0008

礫
こいしかわ

川浮世絵美術館 浮世絵青絵具の変遷展 II
ベルリンブルー導入に依る風景画百花繚乱 〜6月25日（水） 月 小石川1-2-3

小石川春日ビル5F 3812-7312

小石川後楽園 なし 後楽1-6-6 3811-3015
講談社 野間記念館 竹内栖鳳と京都画壇 〜7月21日（月） 月・火・水 関口2-11-30 3945-0947
講道館 柔道資料館 常設展示 土・日・祝 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。 なし 湯島1-4-25

（財）斯文会 3251-4606

竹久夢二美術館 マルチアーティスト 竹久夢二の〈七つの顔〉展 〜6月29日（日） 月 弥生2-4-2 5689-0462
立原道造記念館 立原道造の世界V 絵画・建築設計図を中心として［前期］ 〜6月29日（日） 月 弥生2-4-5 5684-8780

トーキョーワンダーサイト本郷

①TWS-Emerging 097,098 安田悠、シムラユウスケ

②Oコレクションによる空想美術館第4室
　「ジュリアン・シュナーベルの部屋-ある不器用な潜水夫の詩」

①6月7日（土）
　〜29日（日）
②6月7日（土）
　〜7月27日（日）

月 本郷2-4-16 5689-5331

東京大学総合研究博物館 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 月・火・水 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 月 白山3-7-1 3814-0138
東洋大学 井上円了記念博物館 日・祝 白山5-28-20 3945-8764
東洋文庫 土・日・祝・30日 本駒込2-28-21 3942-0328
日本サッカーミュージアム 月 本郷3-10-15 3830-2002

日本女子大学成瀬記念館 日本女子大学創立者 成瀬仁蔵
生誕150年記念展 「天職に生きる」（前期） 〜7月26日（土） 日・月

（15日は開館） 目白台2-8-1 5981-3376

鳩山会館 常設展 月 音羽1-7-1 5976-2800

ファーブル昆虫館 （虫の詩人の館） ①初心者向け標本製作教室
②初心者のための昆虫の飼い方教室

①6月22日（日）
②6月29日（日） 月〜木 千駄木5-46-6 5815-6464

文京区立本郷図書館 鷗外記念室 庭園のみ公開（日曜のみ） 月〜土 千駄木1-23-4 5834-0156
文京ふるさと歴史館 常設展示 ミニ企画：子どもの遊び 小さな世界 月・24日（火） 本郷4-9-29 3818-7221
三菱史料館 常設展示 土・日・祝 湯島4-10-14 5802-8673
野球体育博物館 企画展 「世界に広がる野球」 〜6月22日（日） 2・16・23・30日 後楽1-3-61 3811-3600

弥生美術館 生誕百年 山川惣治展
〜戦後日本を勇気づけた「少年ケニヤ」〜 〜6月29日（日） 月 弥生2-4-3 3812-0012

六義園 「和のあじさいを楽しむ」 6月14日(土)〜22日(日) なし 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

6月 15日（日） 第86回上智大学管弦楽団定期演奏会 有料 上智大学管弦楽団 藤田 080-5413-3213
20日（金） 2008年度 （株）竹中工務店安全衛生大会 無料 竹中工務店東京本店安全衛生協力会 工藤 6660-6189
21日（土） 第8回日本抗加齢医学会総会　市民公開講座 無料 第8回日本抗加齢医学会総会事務局 3508-1214
22日（日） バレエスタジオパルティール第5回発表会 無料 バレエスタジオパルティール 5684-2225
26日（木） 全シ協　平成20年度定期総会 無料 （社）全国シルバー人材センター事業協会 矢田部 5802-6345
27日（金） 平成20年度 外国人労働者問題講演会 無料 東京労働局職業安定部特別雇用対策係 3512-1662
29日（日） 第19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

7月 1日（火） 第57回アイカ現代建築セミナー 無料 （株）建報社 3818-1961
5日（土） FAF管弦楽団第36回定期演奏会 有料 FAF管弦楽団 070-6577-7676
6日（日） テーラワーダ仏教一日体験会 無料 日本テーラワーダ仏教協会 5738-5526

19日（土） 東京大学音楽部管弦楽団サマーコンサート2008東京公演 有料 東京大学音楽部管弦楽団 高橋 090-2012-3375
20日（日） ファミリーコンサート 有料 ひさかた弦楽合奏団 3812-0247
21日（月） ブロッサム・フィルハーモニック第3回定期演奏会 有料 （株）ブロッサム音楽事務所 050-5539-3991
25日（金） 都民と消防のふれあいコンサート 無料 東京消防庁音楽隊 3221-0119
26日（土） JOCハイライトコンサート in Tokyo 有料 （財）ヤマハ音楽振興会 東日本支部 5488-6654

8月 8日（金）
幼児のことば遊びの会 有料 ことば遊び研究会 3947-5692

9日（土）

小
ホ
ー
ル

6月 15日（日） 文京区私立中学・高等学校連合進学説明会 無料 東京私立中学・高等学校協会 第4支部 3828-4141
17日（火） 私学と学習塾の相談会 無料 （株）攻文社 3989-8903
17日（火） 生まれてスミマセン　宝槻美代子誕生会 有料 健康思いっきりコーラス 3816-3461
20日（金） 漫才バカ一代第25幕 有料 漫才バカ一代 080-3128-6329
23日（月） 第21回三遊亭楽太郎独演会 有料 （株）星企画 3584-4684

7月 1日（火） デュオ　クレマー　コンサート 有料 小宮 忠 5567-0565
3日（木） 文京区保育士採用ガイダンス 無料 文京区職員課人事係 5803-1144
8日（火） 童謡唱歌を会員で斉唱し心身のリラックスを図る 有料 歌の街・文京童謡の会 馬場 3944-8633
9日（水） 第71回コンセール・C メシアンとドビュッシーの夕べ 有料 コンセール・C 中村 0467-25-3167

10日（木） 私学と学習塾の相談会 無料 （株）攻文社 3989-8903
12日（土） 日本自治体危機管理学会研究大会 無料 文京区危機管理課 5803-1280
14日（月） 大気環境学会講演会「東アジアにおける環境負荷と日本の役割」 無料 （社）大気環境学会 3341-5632
15日（火） 中村純子ピアノリサイタル 有料 金子 真佐子 3813-4018
16日（水） 平成20年度第2回食品衛生実務講習会 無料 文京区生活衛生課食品衛生係 5803-1228
17日（木） 寺田史人ヴァイオリンリサイタル 有料 新進芸術家を支援する会 寺田 027-233-2577
18日（金） ピアノジョイントリサイタル 有料 オーストリア音楽協会 中井 045-901-1173
19日（土） 親子ふれあい人形劇 無料 文京区教育推進部庶務課地域教育支援担当 5803-1306
20日（日）

ヒロファンミュージックコンサート2008 有料 ヒロファンミュージック 5952-1407
21日（月）
22日（火） バレエソフィア　サマーコンサート 無料 バレエソフィア 3818-2894
26日（土） 山鳥ハートフルコンサート　Vol.4 有料 ワークショップやまどり 3812-3700
28日（月） 東京コーディネーター研究会第4回セミナー 有料 東京コーディネーター研究会 3944-6531
30日（水） 文の京　区民平和のつどい 無料 文京区総務課総務係 5803-1139

8月 4日（月） 第一学習社小論文講演会 無料 （株）第一学習社 5803-2134
6日（水） 平成20年度第3回食品衛生実務講習会 無料 文京区生活衛生課食品衛生係 5803-1228
8日（金） 堂島孝平アコースティックコンサート 有料 （株）フリップサイド 5411-4000

10日（日） ピッコロテアートロ公演 プッチーニ作曲オペラ「トスカ」全三幕 有料 リリカイタリアーナオペラ 平田 090-4132-7419
11日（月） すずきミュージックスクール演奏会 無料 すずきミュージックスクール 3828-9670
12日（火） 童謡唱歌を会員で斉唱し心身のリラックスを図る 有料 歌の街・文京童謡の会 馬場 3944-8633

※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78回 シビックシネマサロン
「紙屋悦子の青春」 2006年  日本映画
　舞台は終戦を間近に控えた鹿児島の田舎町。二
人の若者が美しい純朴な娘に恋をし、娘もまた、初
めてのときめきに胸を焦がす。戦争の業火は、若い
命を呑み込み生き残った者の心にも消えることの
ない傷跡を刻みこむ。黒木和雄監督の遺作。
日　時 6月20日㈮ 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）
監　督 黒木和雄　 出　演 原田知世、永瀬正敏
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

アートウォール・シビック公募展
「文化学院版画研究科展」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20年度前期の応
募から選ばれた文化学院版画
研究科のみなさんの作品展を開
催しています。
会　期 6月3日㈫〜30日㈪
会　場 シビックセンター地下１階

吹きぬけ空間
アカデミー文京文化事業係　5803-1120

文の京 文化発信プロジェクト
啄木学級 文の京講座

　石川啄木の生誕の地
である盛岡市と終焉の
地、文京区との共催によ
り開催します。講師に金
田一秀穂氏をお迎えし、

「啄木と京助をめぐる時
代」と題し、お話いただ
きます。皆様のご参加をお待ちしております。
日　時 7月2日㈬ 午後3時開演（午後2時30分開場）
会　場 文京シビックホール小ホール
対　象 区内在住・在勤・在学者　 入場料 無料（全席自由）
申　込 往復はがきに「啄木学級区民枠」と明記のう
え、参加希望者の住所・氏名・電話番号（在勤・在学の
方は勤務先・学校の名称も）・参加人数（1枚につき２
名まで）を記入し、返信用にもあて先を記載し下記へ
〒028-4195 盛岡市玉山区渋民字泉田77-1

盛岡市玉山総合事務所 産業振興課
TEL.019-683-3852

※当日は、往復はがきの返信を受付に提示してください。
締　切 6月18日㈬ 必着　 定　員 180名（申込順）

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

区民水泳大会
日　時 7月20日㈰ 午前11時30分〜（午前10時集合）
会　場 スポーツセンター 　 対　象 区内在住・在勤・在学者
費　用 １種目につき小・中学生400円、高校生以上600円、リレー4人1組1,000円
申　込 6月28日㈯・29日㈰ 午後3時〜７時までに参加費を添えてスポーツセンターへ（電話申込は不可）
※当日のプール一般利用は、午後5時30分から午後8時30分までとなります。
問合せ 水泳連盟・大山 TEL.3821-1559

スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

第139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の皆さ
んによる『ヴォーカルアンサンブル』をお送りいたします。
日　時 6月２5日㈬

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 ヴォーカルアンサンブル
曲　目 もののけ姫 他
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

「文の京」第九合唱団員募集
　昨年12月にシビックホール大ホールで開催し好評を博した「文の京」第九演奏会を本年度も開催します。

演奏会
日　時 １２月１８日㈭ 午後７時開演　 会　場 文京シビックホール大ホール
指　揮 横島勝人氏　 管弦楽 SHOBIシンフォニーオーケストラ
合唱団員募集
練　習 毎週月曜日午後7時15分〜9時（9月1日㈪より練習開始） 

練習会場：尚美学園内スタジオブーカ（本郷4-15-9）ほか
対　象 16歳以上の区内在住・在勤・在学者
定　員 テノール・バス各30名、ソプラノ・アルト各70名（超えた場合は抽選）
費　用 8,000円（楽譜代別）　 締　切 7月31日㈭
申　込 往復はがきに「文の京」の第九合唱団・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・希望パートと返信用にも宛名を明記し
〒113-0033 文京区本郷4-15-9 「文の京」の第九実行委員会 TEL.3814-2813へ

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

ぶんきょう民謡大会観覧者募集
　〜日本の郷土芸能にふれてみませんか〜
　区内で活動する民謡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 6月２2日㈰ 開場：午前10時
開演：午前10時30分〜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 区内で活動する民謡愛好サークルの発表
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

平成20年度
文京区謡曲大会出演者募集

　〜宝生能楽堂で謡ってみませんか〜

日　時 9月6日㈯ 午前9時〜午後5時30分
会　場 宝生能楽堂（本郷1-5-9）
内　容 素謡・連吟ほか（入 退 場を含め、１グ
ループにつき１５分以内）
※詳細は募集要項をご覧ください。
対　象 区内在住・在勤・在学者及び、区内を活
動拠点とするグループ
定　員 30番程度（超えた場合は抽選）
費　用 無料　 締　切 6月30日㈪
申　込 文京アカデミー文化事業係で配布の申
込書にご記入の上、

【観世流】
　〒112-0011 文京区千石4-40-18
　　　　文京区謡曲連盟副会長 清水弘雄宅

【宝生流、その他の流派】
　〒112-0002 文京区小石川1-11-3
　　　　文京区謡曲連盟会長 根木勇雄宅
へ郵送にてお申込ください。

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

文京スポーツセンター 
プール休場のお知らせ

　水入れ替えのため休場いたします。

日　時 7月6日㈰〜7月10日㈭
※文京総合体育館は通常どおりご利用いただ

けます。
文京スポーツセンター　3944-2271

文京総合体育館
プール休場のお知らせ

　水入れ替えのため休場いたします。

日　時 6月30日㈪〜7月4日㈮
※文京スポーツセンターは通常どおりご利用

いただけます。
文京総合体育館　3814-4271

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、一般事務及び施設の小規模修繕
等（技能系職員）に従事する非常勤職員を募集します。

【業務内容】
スポーツ振興事業事務補助、施設の小規模修繕及び
施設貸出等の窓口業務等

【勤務場所】

▼スポーツ事業課（スポーツセンター）

▼文京アカデミー（文京シビックセンター） 
【対　　象】 健康な方
【定　　員】 各1名
【勤務期間】 平成20年8月1日～平成21年3月31日
【勤務日数】

週30時間（施設貸出等の窓口業務は土日祝勤務有）
【賃　　金】 143,200円（交通費別途支給）
【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（6月下旬）
【締　　切】 平成20年6月19日（木）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

20年度後期文京アカデミア 受講生募集
　文の京・学びの学園 お近くのキャンパスへ！

対　象 15歳以上の区内在住・在勤・在学者（中学生を除く）　 締　切 6月27日㈮ 必着
申　込 ㈶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新設希望講座 ⑦文京アカデミアに対する要望（⑥・⑦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6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）。

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

文京アカデミアサポーター養成講座　受講生募集
　文京アカデミアは年間約100講座を開講しています。これらの講座のサポーターを養成する講座を開講します。
　受講後サポーターとして活動して頂いた方には、文京アカデミアの講座を優待受講していただく制度があります。

定　員 20名（超えた場合は抽選）　 費　用 無料　 締　切 6月25日㈬ 必着　 対　象 区内在住・在勤・在学者
申　込 往復はがきに住所・氏名・年齢・電話番号・受講の動機と「文京アカデミアサポーター養成講座」と明記し
〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京 学習推進係へ
※㈶文京アカデミーのホームページからも申し込めます。http://www.b-academy.jp
7月 9日：生涯学習のススメ…明治学院大学非常勤講師 7月16日：さわやかに・しなやかに…文京アカデミア学習推進委員会委員
7月11日：楽しく充実…文京アカデミアサポーター 7月18日：百聞は一見にしかず…アカデミー文京職員
※いずれも18：30〜20：00　※サポーター登録には3回以上の出席が必要となります。

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

20年度夏休み子どもアカデミア講座　受講生募集
対　象 区内在住・在勤・在学者　 締　切 7月7日㈪ 必着
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㈶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（詳細は、返信はがきにて通知）。※定員を超えた場合は抽選。

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

初心者ミニテニス教室
日　時 7月2・9・16・23日㈬ 全4回
午後7時〜8時45分（受付は6時30分から）
会　場 スポーツセンター　 対　象 区内在住・在勤・在学者
費　用 無料　 定　員 50人（超えた場合は抽選）
申　込 往復はがきに「初心者ミニテニス教
室」・住所（在勤の場合は勤務先住所・在学の
場合は学校名も）・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、下記スポー
ツ青少年係へ
締　切 6月18日㈬ 必着
問合せ 〒112-0012 文京区大塚3-29-2

スポーツセンター内
㈶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
スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

初心者弓道教室
日　時 6月17・19・21・24・26・28日（火･木･土） 全6回
午後7時〜8時30分（受付は6時30分から）
会　場 スポーツセンター弓道場
対　象 高校生以上の区内在住・在勤・在学者
費　用 2,000円（保険料・テキスト代等）
定　員 30名（超えた場合は抽選）
申　込 はがきまたはFAXに「弓道教室」・氏名（ふりが
な）・住所（在勤の場合は勤務先住所・在学の場合は学校
名も）・電話番号・年齢を明記し、下記スポーツ青少年係へ
締　切 6月9日㈪ 必着
問合せ 〒112-0012 文京区大塚3-29-2

スポーツセンター内
㈶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
スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

中学生の英語講座〜楽しく学ぶからだの不思議
　英国の公的文化交流機関であるブリティッシュ・カウンシルの英国人講師と中学生が交流しながら体につい
て学ぶ楽しい講座です。夏休みに開催される英国科学実験講座「クリスマス・レクチャー」の関連講座です。
日　時 6月21日㈯・6月28日㈯ 全2回　午前10時〜11時30分
会　場 アカデミー文京 学習室　 対　象 区内在住・在学の中学生　 定　員 20名（超えた場合は抽選）
費　用 無料　 締　切 6月10日㈫ 必着
申　込 ①往復はがきに「中学生の英語」・〒住所・氏名（ふりがな）・電話番号・学校名及び学年と、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 国際交流推進係へ
②㈶文京アカデミー HP http://www.b-academy.jp 「講座情報」→「その他」から

アカデミー文京国際交流推進係　5803-1310

▲金田一秀穂氏 ▲金田一京介（左）
　と石川啄木

対　　　　　象
小学生

（1年生以上） 中学生 一般A
（16歳〜29歳）

一般B
（30歳〜39歳）

一般C
（40〜49歳）

一般D
（50歳〜59歳）

一般E
（60歳以上）

種　
　

目

自 由 形
25m 50m 25m
50m 100m 50m

背 泳
50m

25m平 泳
バ タ フ ラ イ 25m 50m
リ レ ー

100m 200m 100m ※100m
メドレ ーリレ ー

※混合リレーはオープン参加として出場可
※混合リレー種目区分：一般C（160〜190歳）、一般D（200歳〜239歳）、一般E（240歳以上）

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 1 文学再発見！

〜一葉と鷗外の作品を読む〜
文芸評論家
澤田 章子

10月 1日〜
11月26日 水 13:30〜

15:30 5 50 ¥2,400 アカデミー文京
学習室

文　

学

2 初心者のための短歌レッスン 歌人
今野 寿美

 9月18日〜
12月 4日 木 13:00〜

15:00 6 30 ¥5,100 アカデミー文京
レクリエーションホール

3 古代オリエント・ロマン 歴史学者
小林 登志子

 9月25日〜
12月11日 木 10:00〜

12:00 6 50 ¥3,100 アカデミー文京
学習室

4 光源氏と紫上 −晩年の二人の
愛を「御法」「幻」の巻から読む−

日本女子大学教授
高野 晴代

10月3日・
10月10日 金 13:30〜

15:00 2 30 ¥1,000 日本女子大学

5 続 名作文学朗読劇場 元 ラジオ日本アナウンサー
染谷 惠二

11月4日〜
12月9日 火 10:00〜

12:00 6 40 ¥3,600 アカデミー文京学習室・
レクリエーションホール

歴
史
・
社
会

6 日仏交流150周年記念
「19世紀美術における日仏交流」

一橋大学教授
喜多崎 親

10月2日〜
12月4日 木 10:00〜

11:30 5 50 ¥2,600 アカデミー文京
学習室

7 「共生」の光と影
−環境・文化・地域社会の問題点から−

東洋大学教授
青木 辰司 ほか

10月25日〜
11月29日 土 10:30〜

12:30 5 50 ¥2,000 東洋大学

8 日本と世界の諸地域シリーズ
〜中国〜

東京外国語大学教授
井尻 秀憲 ほか

10月 9日〜
11月13日 木 18:30〜

20:30 6 30 ¥3,400 東京外国語大学

9 「論語」の名言・名文に学ぶ 文教大学教授
謡口 明 

 9月5日〜
10月3日 金 14:00〜

16:00 5 50 ¥2,400 ¥900 アカデミー文京学習室・
レクリエーションホール

芸　

術

10 ビーズ・アクセサリー
〜秋色ビーズ、天然石で作るアクセサリー〜

ドールクリエーター
横川 博子

 9月10日〜
11月26日 水 13:00〜

15:00 6 15 ¥3,800 ¥6,000 アカデミー文京
アトリエ

11 バロック音楽の楽しみ 東京藝術大学名誉教授
角倉 一朗

 9月12日〜
11月28日 金 10:00〜

12:00 6 50 ¥3,100 アカデミー文京
学習室

12 シャンソン＆カンツォーネ ビクター音楽カレッジ講師
浦 ひとみ

 9月26日〜
11月21日 金 10:30〜

12:00 8 30 ¥5,300 アカデミー文京
レクリエーションホール

13 平城遷都1300年記念講座
「平城京の寺院と仏像」

早稲田大学講師
齋藤 理恵子

 9月24日〜
12月17日 水 13:00〜

15:00 5 50 ¥6,400 アカデミー文京
学習室

14 大人のためのウクレレ 東邦音楽学校講師
小林 正巳

10月10日〜
12月12日 金  9:30〜

11:30 8 30 ¥6,400 ¥1,000 東邦音楽大学

15 楽しい水彩画 日本大学講師
松原 潤

10月24日〜
12月 5日 金 10:00〜

12:00 7 20 ¥9,000 ¥2,500
（モチーフ代）

アカデミー文京
アトリエ

く　

ら　

し

16 マイクロソフトオフィスを学ぼう！
（Word上級編）

拓殖大学准教授
西尾 篤人

 9月27日〜
10月25日 土 13:00〜

15:00 5 45 ¥2,500 拓殖大学

17 お料理1年生 料理研究家  
根本 美保

10月3日〜
11月28日 金 10:00〜

12:00 5 20 ¥6,250 ¥5,000 アカデミー茗台
実習室

18 暮らしのなかの電気の秘密 放 送 大学東 京文 京学習セン
ター所長　桂井 誠

10月28日〜
11月25日 火 15:00〜

16:30 5 30 ¥1,000 放送大学

19 からだのしくみ発見！ 文京学院大学准教授
樋口 桂

12月 5日〜
12月19日 金 19:00〜

20:30 3 30 ¥2,000
文京学院大学

20 文化心理学入門 〜日本人と米国
人の違い・日本国内の地域差〜

文京学院大学教授
上村 佳世子

11月14日〜
11月28日 金 19:00〜

20:30 3 30 ¥2,000

21 日本医科大学・明治薬科大学連携講座
「最近話題の医学講座」

日本医科大学教授 川田 智之 ほか
明治薬科大学教授 本島 清人

11月 1日〜
11月22日 土 14:00〜

15:30 4 80 ¥1,200 日本医科大学

22 和室礼法 清水法子きもの&礼法教室主宰
清水 法子

 9月 4日〜
10月16日 木 13:00〜

15:00 6 15 ¥9,600 ¥3,200 アカデミー文京
茶室・和室

23 新しい手芸①
中国結びdeアクセサリー

「葡萄の木」主宰
小野澤 知子

 9月18日〜
11月20日 木 14:00〜

16:00 5 20 ¥5,000 ¥3,000 アカデミー文京
アトリエ

24 身近な税金の基礎知識 本郷税務署職員 10月 7日〜
10月28日 火 10:00〜

12:00 4 50 無料 アカデミー文京
学習室

25 アナウンサーに学ぶ、
元気の出る話し方

宮崎絢子ボイストレーニングス
タジオ主宰　宮崎 絢子

10月 2日〜
11月27日 木 19:00〜

21:00 5 30 ¥4,000 アカデミー文京
レクリエーションホール

語　

学

26 フランス語 ACC講師
マリー・ヴィオートー

 9月17日〜
11月26日 水 10:00〜

11:30 10 20 ¥7,500 ¥2,620

アカデミー文京
アトリエ27 中国語入門 ACC講師

中村 孝子
 9月25日〜
11月27日 木 19:00〜

20:30 10 20 ¥7,500 ¥2,560

28 入門英会話 ACC講師
マーガレット・グラント

 9月26日〜
11月28日 金 14:00〜

15:30 10 20 ¥7,500 ¥2,560

健
康
・
ス
ポ
ー
ツ

29 卓球の元世界チャンピオンが
やってくる！

元卓球世界チャンピオン
伊藤 繁雄 ほか

 9月30日〜
10月21日 火 12:30〜

14:30 4 40 ¥2,400 ¥600 文京
スポーツセンター

30 腰痛予防のための
股関節・骨盤エクササイズ

筋肉デザイナー
藤本 陽平

 9月12日〜
11月7日 金 19:00〜

20:30 8 30 ¥5,300

アカデミー文京
レクリエーションホール31 チベット体操 カイラスヨガ協会認定チベット体操

インストラクター　岡沢 明子
 9月24日〜
12月 3日 水 19:00〜

20:30 10 30 ¥5,000

32 バレエエクササイズ 元NHKテレビ体操アシスタント 
ほんじょう あつこ

 9月26日〜
11月28日 金 13:30〜

15:00 10 30 ¥5,000

※当選されたご本人のみの受講となります。 ※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。

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

33 羊毛で作る
ミニチュアDogのストラップ

ミニチュア・羊毛作家
佐藤 有紀子 7月30日 13:30〜16:00 1 30 小学生は保護者同伴

中学生 ¥700 ¥1,200 アカデミー文京
レクリエーションホール

34 夏休み「親子で折り紙」 折り紙研究家
宮上 崇顕

8月5・7・12・
 　19・21日 10:00〜11:30 5 10組

20名
5才〜小学生

（保護者同伴） ¥1,500 ¥500 アカデミー文京
アトリエ

35 ぼくたち・わたしたちの
CMビデオをつくろう

CM製作プロデューサー
香川 不二夫

8月18日〜22日、
8月31日

13:00〜16:00
（31日のみ10:00〜12:00） 6 30 小学校

4・5・6年生 ¥4,000 ¥500 アカデミー文京
学習室

36 親子お絵かき教室 文京美術会から5名 8月1日 13:00〜16:00 1 親子で
80名

小学校1〜6年生
（保護者同伴） ¥1,000 ¥500 アカデミー文京

アトリエ ほか


