
音　楽　教　室 文化・学習・スポーツの情報誌
スクエアに広告を掲載しませんか。
PR活動にお役立てください。

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…

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
合せください。

E-mail_jimu-o@toho-music.ac.jp　URL_http://www.toho-music.ac.jp

【子供・大人のプライベートレッスン】

TEL：03-3946-9667
文京区大塚4-46-9（新大塚駅徒歩3分）
東邦音楽学校（東邦音楽短期大学内）

東京都指定介護保険特定施設（一般型特定施設）

介護認定未取得の方もご相談ください

看護師24時間常駐＊内覧随時受付中！＊常勤6人、非常勤6人　（土地建物権利形態：建物1～4階を賃借）

〒１１３-００２３ 文京区向丘2-2-6（広告有効期限/平成20年9月末日）

介護付有料老人ホーム

600 （年間プラン・非課税）

介護付有料老人ホーム

255,150円より（税込）

●発行部数＝10万部
●発行先＝（1）文京区内新聞折込 朝日・毎日・
読売・日経・東京・産経の6紙朝刊 （2）財団施
設、区施設、区内の駅や大学・博物館等

●発行日＝毎月5日（変更の場合有）
●広告掲載料＝60mm×60mm
　1面（カラー）：39,900円
　2・3面（2色）：26,250円
　4面（カラー）：33,600円
■問合せ＝管理課庶務係
　電話：（5803）1102  FAX：（5802）2230
　http://www.b-academy.jp/

小ホール

4平成20年8月号（通巻第92号） 情 報 紙  文京アカデミーSQUARE

チケットのお求めは
大ホール・小ホール共通

※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）

シビックチケット
予約専用電話 03-5803-1111

なお、チケット取扱に  が表示されている公演は、下記でもお求めいただけます。
 電子チケットぴあ  0570-02-9999
 ローソンチケット  0570-000-403

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

お願い
●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。

区民先行予約
について

※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。

 

◆◆◆◆ アカデミー文京区民参加事業 ◆◆◆◆

平成20年度財団法人文京アカデミー企画展

護国寺とぶんきょう
―将軍家の祈りから地域文化へ―

演劇グループ
今年の4月に始まった第13期講習。
日々練習を重ね、自分を磨きながら、
演劇を楽しむことを学んできました。
これまでの講習の成果をぜひご覧ください。

■会　期  8月30日（土）～9月15日（月・祝）
■会　場  文京シビックセンター1階展示室「ギャラリーシビック」
　　　　  10時～18時（最終日 ～17時）
　　　　  護国寺「本堂・西の間」（文京区大塚5-40-1）
　　　　  9時～12時・13時～16時30分（最終日 ～16時）
■観覧料  無料

“ザ・シビック”
第13期講習生中間発表会

“ザ・シビック”プロフィール：‘96年4月、（財）文京区地域振興サービス公社（現（財）文京アカデミー）が公募し結成さ
れた演劇集団。今年3月のオーディションにより第13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、演劇の基礎を学んでいる。

　護国寺に代々伝わる将軍家ゆかりの貴重な寺宝や、護国寺の歴史を語る史料が集結。
　将軍家と強い絆を持つ寺院と地域社会の実情を古い時代から探り、地域に生きる護
国寺の姿を浮き彫りにしながら、護国寺とのかかわりを通して、当時の人々の信仰と文
化を明らかにします。
　文京アカデミーで情報を収集し、獲得した知識を持って護国寺を訪ね、文化遺産の現
物と向き合う体験から、より一層の知見を広めてください。
　多様な文化財に出会う絶好の機会をお見逃しなく。

◆シビックセンターと護国寺の2か所で同時開催◆

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

■日　時  9月8日（月）
　　　　  午後6時15分開場6時45分開演
■会　場  文京シビックホール会議室
　　　　  （シビックセンター3階）
■料　金  無料・直接会場へお越しください。
■問合せ  アカデミー文京文化事業係

大ホール

主催公演チケットのご予約及びお問合せ 03-5803-1111主催公演のご案内

次号の文京アカデミーSQUAREは9月5日発行です。

12/26㈮ 1：00PM開演・3：45PM開演（2回公演）

HIROMICHI23
たっち! タッチ! Touch!
ライブ 2008

出演＝佐藤弘道　ゲスト＝坂田おさむ

全席指定 2,000円
●3歳以上の方はチケットが必要です。
　（3歳未満の膝上鑑賞に限り無料）
チケット取扱 チケット＝好評発売中

9/21㈰ 3：00PM開演

響きの森
クラシック・シリーズ
Vol.25
〜フレッシュ名曲コンサート〜

指揮＝小林研一郎　ヴァイオリン＝長尾春花
管弦楽＝東京フィルハーモニー交響楽団
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
全席指定
S席4,000円、A席3,000円、B席は完売
●未就学児の入場はご遠慮ください。
チケット取扱 チケット＝好評発売中

コバケン十
お は こ

八番のマーラーが破格の値段で!
新鋭長尾春花のヴァイオリンにも注目!!

© 満田 聡

歌や体操で子どもたちに元気をお届けしている佐藤弘道お兄
さんが文京シビックホールに初登場！ 今回はスペシャルゲス
トにうたのお兄さん、坂田おさむさんを迎えての元気で楽しい
コンサート。
みんな、ひろみちお兄さんと一緒に楽しく遊びましょう！！

12/13㈯ 3：00PM開演

響きの森
クラシック・シリーズ Vol.26
〜佐渡・東京フィルの第九！〜

指揮＝佐渡裕　ソプラノ＝田村麻子　アルト＝坂本朱
テノール＝吉田浩之　バリトン＝キュウ・ウォン・ハン
合唱＝東京オペラシンガーズ
管弦楽＝東京フィルハーモニー交響楽団
曲目＝ベートーヴェン/交響曲第９番「合唱付」

全席指定 S席7,000円、A席6,000円、B席5,000円
●未就学児の入場はご遠慮ください。
★区民先行予約日8月29日㈮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 チケット発売=9月4日㈭ 10:00AMから

いよいよ響きの森クラシック・シリーズに第九が登場!
今年の第九は、シビックホール、佐渡のタクトで!

© Jun Yoshimura

9/5㈮ 0：15PM開演

ランチタイム
コンサート

ヴァイオリン＝長尾春花
曲目＝サン・サーンス/序奏とロンド・カプリチオーソ
　　　クライスラー/愛の悲しみ
　　　マスネ/タイスの瞑想曲
　　　エルガー/愛の挨拶 ほか
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

入場無料（全席自由）
直接小ホールへお越しください（先着順）
●未就学児の入場はご遠慮ください。

お昼休みのひととき!
2007日本音楽コンクールで
圧倒的第1位に輝いた
長尾春花による珠玉の名品をお楽しみください!!

8/28㈭
0:00PM開演 3:30PM開演

（2回公演）
東京フィルと楽しむ
クラシック!
こどものための
音楽体験教室
〜ルロイ・アンダーソンの贈り物〜

指揮＝宮松重紀　お話＝田上知穂
管弦楽＝東京フィルハーモニー交響楽団
曲目＝ルロイ・アンダーソン／舞踏会の美女、

プリンク・プレンク・プランク、踊る子猫 ほか

全席指定 1,000円
●5歳未満の方の入場は
　ご遠慮ください。
●小学校3年生までは、
　保護者の同伴が必要です。

チケット取扱 チケット＝好評発売中

さまざまな楽器の仕組みや音楽についての説明と、誰もが
知っている名曲を中心としたコンサートをお届けします。
また、楽器の音が鳴る仕組みを、身近な生活用品を使って
体験できます。

11/29㈯ ❶10:30AM開演
❷2:00PM開演（2回公演）

音楽の絵本

出演＝ズーラシアンブラス ほか
曲目＝魔女の宅急便メドレー ほか

全席指定 2,000円
●3歳以上の方はチケットが必要です。
　（3歳未満の膝上鑑賞に限り無料）
この公演のチケット発売初日は電話予約はできません。窓口
で販売したチケットの残席があった場合は翌日の10時から電
話予約もお受けします。
（完売している場合もございますので、あらかじめご了承ください。）

チケット取扱 
チケット発売=8月23日㈯ シビックチケット窓口のみで販売

（❶は10：00AMから  ❷は1：00PMから）

オカピやインドラインオンなど、動物園の人気者たちによ
る、親子のためのクラシック・コンサートです。

9/6㈯ 2：00PM開演
2008貞水夏舞台
一龍斎貞水の立体怪談

出演＝一龍斎貞水（講談師・人間国宝）
ゲスト＝柳家喬太郎（落語家）、
　　　　一龍斎貞橘（講談師）
お問合せ＝影向舎 046-297-0371
全席指定
3,000円（前売） 3,300円（当日）
●未就学児の入場はご遠慮ください。
チケット取扱 チケット＝好評発売中


