
無料きもの着付教室

学 ぶ 理 由 は 十 人 十 色

10月入学生募集！

～放送大学をご存じですか～
●学びたい科目だけ学べる
●１科目から学べる
●全国のキャンパスで学べる
●入学資格は学ぶ意欲
●自宅でマイペースで学べる
●科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）もスタート

電話、ＦＡＸ、ホームページで募集要項（無料）をご請求ください。
インターネット出願も出来ます。

東京文京学習センター
HP:www.u-air.ac.jp
ＴＥＬ：03-5395-8688
FAX：03-5395-8681

　　 0120-864-600
FAX：043-297-2781

平成20年6月15日（日）
～平成20年8月31日（日）

募集期間

放 送 大 学 学 生 募 集

た
だ
い
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集
中
。

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 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

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、学芸研究に従事する非常勤職員を募集します。

■業務内容 アカデミー文京での文化事業に関する学芸研究等
■勤務場所 アカデミー文京（文京シビックセンター地下1階）
■対　　象 学芸員資格を持つ方 ■定　　員 1名
■勤務期間 平成20年10月1日〜平成21年3月31日 ■勤務日数 週30時間
■賃　　金 182,000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（9月上旬） ■締　　切 平成20年8月27日（水）必着
■申　　込 履歴書（写真添付）、学芸員資格証明書の写しを持参又は郵送 詳細は下記へ
■問 合 せ （財）文京アカデミー アカデミー文京 文化事業係　TEL 5803-1120　FAX 5803-1341

※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。

施設名 イベント（日程） 8月の休館（園）日・所在地・お問合せ先

印刷博物館 総合展（常設展示中）、夏休み体験教室（〜8/31）
ポップアップブックのできるまで（〜10/13） 休月 所水道1-3-3 問 5840-2300

永青文庫（細川コレクション）「白隠とその弟子たち」展（〜9/15） 休月 所目白台1-1-1 問 3941-0850

お茶の水おりがみ会館 動物・昆虫・恐竜おりがみ展（〜8月末） 休日・祝、8/14〜16
所湯島1-7-14 問 3811-4025

オルゴールの小さな博物館 19世紀、暮らしのなかのオルゴール展（〜9/13）
夏休みの自由研究お手伝い開催（〜8/30）

休日・月
所目白台3-25-14 問 3941-0008

旧安田楠雄邸庭園 防空壕公開（8/9のみ開催 10：30〜16：00） 休月・火・木・金・日、8/13・16
所千駄木5-20-18 問 3822-2699

礫
こいしかわ

川浮世絵美術館 江戸文化爛熟期の浮世絵展 後期（〜8/24）
（11：30〜18：00、入館17：30まで）

休月、8/25〜31
所小石川1-2-3 問 3812-7312

小石川後楽園 〜8/17日の金・土・日、開園時間を２時間延長
※入園時間 9:00〜18:30（閉園 19:00） 休なし 所後楽1-6-6 問 3811-3015

講談社 野間記念館 休月・火・水 所関口2-11-30 問 3945-0947

講道館 柔道資料館 常設展示 休土・日・祝 所春日1-16-30 問 3818-4562

史跡 湯島聖堂 生涯学習講座を開催しています。詳細は問 休 8/13〜17 所湯島1-4-25 問 3251-4606

竹久夢二美術館 竹久夢二 子どもの世界展 ノスタルジック＆モダ
ン 夢二が残した童画・童謡・童話より（〜9/28） 休月 所弥生2-4-2 問 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［後期］（〜9/28） 休月 所弥生2-4-5 問 5684-8780

トーキョーワンダーサイト本郷
TWS-Emerging101-103 塩川直子・青山裕企・黒
川彰宣（8/2〜8/24）、Oコレクションによる空
想美術館第5室 −太郎千恵藏の部屋（〜9/21）

休月、8/25〜29 所本郷2-4-16 問 5689-5331

東京大学総合研究博物館 特別展示 「UMUTオープンラボ −建築模型の博
物都市」展（〜9/30） 休月、8/14〜18 所本郷7-3-1 問 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）

休月・火・水、8/11〜20
所白山3-7-1問 5777-8600

東京大学大学院理学系研究科
附属植物園 休月 所白山3-7-1 問 3814-0138

東洋学園大学
東洋学園史料室 常設展示 休月・水・金・土・日、8/12・14

所本郷1-26-3 問 3811-1783

東洋大学 井上円了記念博物館 休日・祝 所白山5-28-20 問 3945-8764

東洋文庫 休土・日・祝、8/29
所本駒込2-28-21 問 3942-0328

日中友好会館美術館 休不定 所後楽1-5-3 問 3815-5085

日本サッカーミュージアム 休月 所本郷3-10-15 問 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）（〜8/21）

休 8/5・6、11〜13、15〜20
所目白台2-8-1 問 5981-3376

鳩山会館 8/4〜8/25まで補修工事のため、臨時休館日。
8/26から開館予定。 休〜8/25 所音羽1-7-1 問 5976-2800

ファーブル昆虫館
（虫の詩人の館） 休月〜木 所千駄木5-46-6 問 5815-6464

本郷図書館 鷗外記念室 庭園のみ公開（日曜のみ） 休月〜土 所千駄木1-23-4 問 5834-0156

文京ふるさと歴史館 常設展示、ミニ企画：森鷗外とドイツ（〜10/13）休月・26日 所本郷4-9-29 問 3818-7221

三菱史料館 常設展示（10:00〜16:30） 休土・日・祝 所湯島4-10-14 問 5802-8673

野球体育博物館
野球で自由研究（図書室）（〜8/31）、バット製作実演

（8/19・20）、特別展「野球とオリンピック展」（〜9/28）、
「平成20年 野球殿堂入り特別展」（〜9/28）

休なし 所後楽1-3-61 問 3811-3600

弥生美術館
乙女のイコン展 〜大正・昭和の雑誌に見る少女
画のイコノグラフィ〜（〜9/28）、 「中原淳一 私
の好きな少女 〜没後25年展〜」（〜9/28）

休月 所弥生2-4-3 問 3812-0012

六義園 〜8/17の金・土・日、開園時間を２時間延長
※入園時間 9:00〜18:30（閉園 19:00） 休なし 所本駒込6-16-3 問 3941-2222

わだつみのこえ記念館 特別展「戦没学生遺稿展」
（会場：江戸東京博物館ロビー）（8/13〜8/16）

休火・木・土・日、8/12〜31
所本郷5-29-13 問 3815-8571

文京ミューズネット スケジュール 区内の歴史・
文化遺産に身近に触れる

※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。

開催日 イベント 入場料 お問合せ
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ル

8月 16日（土）
TBSアニメフェスタ2008 有料 ムービックプロモートサービス	 3972-1511

17日（日）
23日（土）

2008 フラ・フェスタイン オオエド 有料 フラ・フェスタ	in	大江戸	 5912-5244
24日（日）
28日（木）第5回　東都生協文京区連絡会　平和の集い 無料 東都生協文京区連絡会	 5374-4751
30日（土）第63回東京都合唱コンクール 有料 東京都合唱連盟	 3544-5433
31日（日） 井上あずみ25周年ツアー スタジオジブリ作品名曲コンサート 有料 （株）光藍社	 3943-9999

9月 4日（木）
ミラマーレ・ムジカ オペラ「愛の妙薬」 有料 （有）ミラマーレ	 045-530-8350

5日（金）
6日（土）劇団飛行船「ピーターパン」 有料 （株）劇団飛行船	 5826-1500
7日（日）フラダンス合同フェスティバル発表会 有料 ケアロハフラの会	 3813-7990
8日（月）映画「おくりびと」試写会 無料 松竹（株）映画宣伝部	 5550-1588
13日（土）文京区交響吹奏楽団 秋の定期演奏会2008 無料 文京区交響吹奏楽団	 090-3345-5579
14日（日）アフォガート管弦楽団 第16回演奏会 無料 アフォガート管弦楽団	 090-8746-3302
15日（月） Yes! プリキュア5 Go Go ミュージカルショー 有料 （株）劇団飛行船	 5826-1500
27日（土）

第63回東京都合唱コンクール 有料 東京都合唱連盟	 3544-5433
28日（日）
29日（月）医療機器販売業等・修理業の継続的研修 有料 商工組合東京医療機器協会事務局	 3811-6761
30日（火）布施明LIVE 08-09 有料 東京労音	 5273-0801

1₀月 1日（水）介護予防講演会「川島隆太教授講演会」 無料 文京区高齢者福祉課介護予防係	 5803-1209
2日（木）日本作曲家協会音楽祭2008 無料 （社）日本作曲家協会	 3585-4970
5日（日）第10回日本太鼓全国障害者大会 無料 （財）日本太鼓連盟	 6229-5577
11日（土）第28回定期演奏会 有料 明治大学マンドリンOB倶楽部	鈴木	 3821-1931
12日（日）東京ハートフェルトフィル定期演奏会 有料 （株）ブロッサム音楽事務所	 050-5539-3991
13日（月）丸の内交響楽団 第14回演奏会 有料 丸の内交響楽団	事務局	 042-339-3616

小
ホ
ー
ル

8月 16日（土）ユーガットメール#6 有料 （株）三創社	 3818-5811
17日（日）吉扇会日本舞踊勉強会 無料 吉扇会	花柳	 3947-4582
19日（火）

黒藤院・蝉丸ダンス公演 有料 （株）マッチポイント	 3498-9623
20日（水）
21日（木）「ミュージック・コレクション」vol.10 無料 メロディーサロン	松元	 090-4248-0102
22日（金）土木映画会 無料 （社）土木学会	 3355-3442
22日（金）第10回キアラ音楽教室発表会 無料 キアラ音楽教室	 3554-5283
23日（土）レアリッツァーレイ・イル・ソーニョ 有料 レアリッツァーレイ・イル・ソーニョ	小山	 3646-6768
24日（日）日本老年医学会関東甲信越地方会公開講座 無料 エーザイ（株）	 3817-3751
24日（日） FIORE SECOND LIVE 有料 FIORE	 5992-9055
27日（水）中村音楽教室 発表会 無料 中村音楽教室	 3818-4339
28日（木）世界で活躍する留学生達のバレエコンサート 有料 S&H留学センター	 5950-8800

9月 4日（木）合唱団結団式 無料 東京コールフリーデ	 090-2936-6307
10日（水）ジョイントコンサート・トゥモロー 有料 （株）シド音楽企画	 3465-6115
11日（木）第22回三遊亭楽太郎独演会 有料 （株）星企画	 3584-4684
13日（土）区民のためのオペラ入門 有料 チッタディーノ	オペラ振興会	 3941-3085
15日（月）うたおう! ぼくらの空! おどろう! とらいあんぐる体操! 有料 NPO法人地域ネットワークとらいあんぐる	5879-2757
16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
18日（木）小沼理恵サクソフォンコンサート vol.2 有料 小沼理恵	 090-4207-9569
22日（月）第15回文京プラタナス発表会 無料 文京プラタナス	 3814-0706
25日（木）アンサンブル漣コンサート 有料 アンサンブル漣	田村	 042-301-5933
26日（金）日本と中国・音楽の夕べ 有料 I	女性会議東京都本部	 3812-3865
27日（土）ノーマライゼーションコンサート 無料 ヒューマンライフ企画	 3945-5869
28日（日）手話狂言観劇会 有料 文京区社会福祉協議会	 3812-3170
28日（日）漫才バカ一代 有料 漫才バカ一代	 080-3128-6329
30日（火）アーサー・ビナード 小森陽一講演会 有料 ムジカ音楽教育文化研究所	 3356-5713

1₀月 1日（水）鈴慕会三曲研修会 有料 鈴慕会	佐野	 3941-6816
2日（木）筒井はるみヴィオラリサイタル 有料 天創不動産（株）平野	 080-5445-4184
3日（金）東京医大・日本医大合同コンサート 無料 東京医大ショパンソサイエティ	 3351-6141
6日（月）第72回コンセール・C 中田喜直の夕べ 有料 コンセール・C	中村	 0467-25-3167
7日（火）《Musical Festa!》 有料 Accord	Vibrer	 080-5868-7892
12日（日）コンポシエスタ 新作室内楽を聴く昼下がり 有料 composiesta	 3813-5066
14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。

休：休館（園）日
所：所在地
問：お問合せ先

前号の答え

応募総数27通、正解率96％水戸 光 圀
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。
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第80回 シビックシネマサロン
夏休みこどもと親のシネマサロン

　夏休みのまるごと一日、普段観る機会のすくない
名作アニメと劇映画を、ご家族みなさんとお友達ご
いっしょでお楽しみください。

日　時 8月8日㈮
上映：午前10時〜閉演：午後4時30分
会　場 アカデミー文京 学習室

（シビックセンター地下1階）
■第一部（開場午前9時30分）
アニメ 「火垂るの墓」  10:00〜11:30
アニメ 「まんが日本昔ばなし（耳なし芳一 ほか）」
 11:30〜12:00

■第二部（開場12時30分）
劇映画「微笑みを抱きしめて」
 13:00〜14:40
アニメ「うしろの正面だあれ」
 14:40〜16:30

対　象 区内在住・在勤・在学者

定　員 120名（先着順）

料　金 無料

申　込 当日直接会場へ

※上映開始30分前から入場できます。
アカデミー文京学習推進係　5803-1119

「夏休み親子お絵かき教室作品展」
開催中

　区内小学生のみなさんの作品展を開催しています。

会　期 8月4日㈪〜２5日㈪
会　場 シビックセンター地下１階 吹きぬけ空間

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

ミュージカル・ライブ・ステージ
参加者募集

　プロの講師による5ヶ月間の
講習会を経てステージに立ち
ます。シビックホール大ホール
のステージで本格的なミュージ
カルの体験をしてみませんか。
■公演
日　時 平成21年3月8日㈰ 午後1時・午後5時
会　場 シビックホール大ホール
内　容 ミュージカル﹃キャッツ﹄より
■参加者募集
練習日 土曜（月4回）10月より開始

（午後6時30分〜9時）
会　場 シビックセンター地下1階
アカデミー文京内レクリエーションホール ほか
講　師 構成・振付・ダンス指導：野口アキラ氏、
歌唱指導：若林裕治氏
対　象 区内在住・在勤・在学者 年齢（小学生以上）
費　用 月5,000円　 定　員 50人
締　切 9月5日㈮ 必着
申　込 往復はがきに住所・氏名・性別・年齢・職
業・電話番号と、返信用にも宛先を明記し下記へ
〒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
アカデミー文京文化事業係　5803-1120

文京シビック合唱団 団員募集
　文京シビック合唱団は、9月20日、第6回定期演奏会を開催、また来年の第7回
定期演奏会に向け団員の募集を行います。

■第6回定期演奏会の概要 日　時 9月20日㈯ 午後3時開演　 会　場 文京シビック大ホール

曲　目 フォーレ作曲「レクイエム」、サンサーンス作曲「レクイエム」　 指　揮 松尾葉子

入場料 2,000円（全席自由、当日券あり）　 問合せ 文京合唱団団長・佐藤宅 TEL.3821-0316

■第7回定期演奏会団員募集 日　時 平成21年9月19日㈯ 予定　 会　場 文京シビック大ホール

演奏曲目 未定　 練習日 毎週火曜日午後7時〜9時（10月7日㈫ 発会式・練習のみシビックホール地下1階多目的室）

練習会場 アカデミー文京レクリエーションホール（第1・3火曜日）・本駒込交流館（第2・4・5火曜日）

指　導 佐藤宏充、泉智之　 募　集 ソプラノ・アルト各50名  テノール・バス各30名

月　謝 月3千円・入団費1千円（新規入団の方のみ）楽譜代実費 演奏会負担金　 締　切 9月19日㈮ 必着

申　込 往復はがきに住所・氏名・年齢・電話番号・パート別を明記し下記へ
〒113-0021 文京区本駒込4-49-6 佐藤　TEL.3821-0316
アカデミー文京文化事業係　5803-1120

夏休み体験教室
「クイズに答えて、本を作ろう!」
　クイズに答えて、印刷につい
て楽しく学び、印刷や製本を体
験できる教室を開催します。
夏休みの自由研究として参加
してみませんか。

日　時 〜8月31日㈰の㈫・㈭・㈯・㈰、
及び8月13日㈬・15日㈮の11時〜と14時
〜（各回約50分）
会　場 印刷博物館本展示場及び印刷工房（水道1-3-3）
主　催 凸版印刷株式会社 印刷博物館
後　援 財団法人文京アカデミー
対　象 小・中学生及び保護者
参加費 小・中学生は無料（保護者は一般300円、
学生200円、高校生100円、65歳以上は無料）
問合せ 印刷博物館 TEL.5840-2300

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

「文の京」の第九合唱団員追加募集
　区民による「第九」合唱団員を追加募集します。

■演奏会 日　時 12月18日㈭ 午後7時開演
会　場 シビックホール大ホール　 指　揮 横島勝人　 管弦楽 SHOBIシンフォニーオーケストラ

■合唱団員募集 日　時 毎週月曜日午後7時15分〜9時（9月1日㈪から練習開始）
会　場 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 8月24日㈰ 必着

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下記へ

〒113-0033 文京区本郷4-15-9「文の京」の第九実行委員会　TEL.3814-2813
アカデミー文京文化事業係　5803-1120

平成20年度 謡曲大会開催のお知らせ
〜日本の伝統芸能の『能』。厳かな雰囲気にふれてみませんか〜
　毎年恒例となりました文京区謡曲大会を開催し
ます。区内で活動する能楽愛好家の皆さんが、日頃
の練習の成果を発表します。能楽に興味のある方
もそうでない方も、この機会にぜひとも能楽堂に足
を運んでみてください。

日　時 9月6日㈯ 午前9時〜午後6時（予定）
会　場 宝生能楽堂（本郷1-5-9）

内　容 素謡・連吟・仕舞ほか

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

第141回　シビックコンサート
　今月はプロのフルート演奏家の中川直美さんと
真鍋朋子さんをお招きして、特別コンサートをお送
りします。

日　時 8月27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 フルートデュオ　 曲　目 浜辺の歌 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

文京区秋の文化祭作品募集（書道・絵画）
第26回書道展・第59回絵画展の作品を募集します。多くの皆さんのご応募をお待ちしています。

■書道展 作品の種別：漢字・かな・調和体・少字数・刻字（てん刻はのぞく）、書体は自由	規格：①額装・刻字：仕上り寸法が一
辺95cm以内でかつ縦横の和が150cm以内（額縁を含んだ大きさ）。必ず裏打ちすること。	②軸装：作品の寸法が小画仙紙（半
切）以内で仮表装以上のもの（仮巻は不可）。軸の仕上がり幅は55cm以内。審査員（敬称略・五十音順）：漢字の部：伊奈香春、
遠藤有翠、末永神川、杉崎雨泉。仮名の部：大石三世子、尾上白邨、楢崎華祥。
■絵画展 作品の種別：日本画（水墨画・その他を含む）・洋画（水彩画・版画・その他を含む）	規格：8〜20号で額仕立てのも
の。ガラス使用は10号以下の額装のみ可。11号以上は、アクリル使用か、なにも使用しない額装。額縁の太さは10cm以内。仕
上がり寸法（額縁を含んだ外寸）は92.5×80.5cm以内となります。（マット付きの額装の場合も同様）	審査員（敬称略）：洋画：荻
太郎、村田省蔵	日本画：船水徳雄

会　場 ギャラリーシビック・アートサロン（シビックセンター1階）
※出品点数により地下1階壁面アートウォールに展示する場合があります。
対　象 18歳以上の区内在住・在勤・在学または区内を活動の本拠としている書道・絵画サークルの会員
出品点数 1人各1点まで（絵画展は日本画・洋画いずれか1点）　 出品料 1000円（搬入時に納入）
申　込 アカデミー文京・各地域アカデミー窓口で配布する出品申込書（出品要領付）にてアカデミー
文京・地域アカデミーへ。詳細は、出品要領をご覧ください。

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

文京アカデミア 生涯学習サークルプロデュース講座「ことばの力〜一本の鉛筆があれば〜」
　話すことば、心かよう文、すてきな詩を通してかけがえのない出会いを大切に生きていることの楽しさを考える。

日　時 9月12日（金）午後2時〜4時　 会　場 アカデミー文京 レクリエーションホール
講　師 詩人 門倉 詇氏　 対　象 15歳以上の区内在住・在勤・在学者（中学生を除く）　
費　用 無料　 定　員 60名（超えた場合は抽選）　 締　切 8月27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）と返信用にも宛先を明記し下記へ
〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京学習推進係
※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/

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

ボクシングエアロ教室
　ダイエット、健康維持、ストレス発散!

日　時 9月5・11・19・25日（金・木）全4回
午前10時〜11時30分

会　場 スポーツセンター剣道場
対　象 18〜64歳までの区内在住・在勤・在学者
定　員 25名（超えた場合は抽選）
費　用 2,200円（保険料等）
締　切 8月20日㈬ 必着
申　込 往復はがきに、「ボクシングエアロ教
室」・住所（在勤者は勤務先名・所在地・電話番
号、在学者は学校名）・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へ
〒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

TEL.3944-2273
スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

レディーステニス大会（硬式）
日　時 10月9日㈭（予備日10月16日㈭）

午前9時から
会　場 竹早テニスコート
対　象 区内在住・在勤者又はテニス協会加入団体員の女性
種　目 ダブルス　 試合方法 1セットマッチ（6ゲーム先取）
定　員 70組（申込順）　 費　用 1,500円
申　込 9月9日㈫までに所定の申込用紙（スポーツセン
ター・竹早テニスコートで配布）で直接竹早テニスコートへ
竹早テニスコート事務所 TEL.3814-0427
問合せ 文京区テニス協会 星多津子 TEL.3944-6841
※当日参加費の領収書と在住・在勤を証明で

きるものを持参
スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

区民クレー射撃大会
日　時 9月15日（月・祝）午前8時30分〜
会　場 成田射撃場

（千葉県印旛郡印旛村山田166）

対　象 区内在住・在勤・在学の銃砲等所持許
可証をお持ちの方

競　技 トラップ 100個撃ち　 費　用 8,000円

申　込 文京区クレー射撃連盟事務局に電話
で申し込み

問合せ 文京区クレー射撃連盟事務局
TEL.3831-5304

スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

区民陸上競技大会
日　時 9月23日（火・祝）午前9時30分開会

（雨天時は9月28日㈰に順延）
会　場 小石川運動場
対　象 小学5年生以上の区内在住・在勤・在学者
種　目 別表参照 ※一人2種目まで（リレーを除く）
費　用 高校生以上：500円、中学生：300円、小学生：100円、
リレー1チーム：500円（会費は当日会場で納入）
申　込 9月10日㈬までに文京区体育協会事務局

（文京区大塚3-29-2）へ ※電話での申し込みは不可
スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

対象

種目
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年（
50
歳
以
上
）

100m ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

400m ●

800m ● ● ● ● ● ●

3,000m ● ● ● ● ● ● ●

5,000m ● ● ●

4×100mリレー ● ● ● ●

4×200mリレー ● ●

砲丸投げ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

区民ハゼ釣り大会
日　時 9月7日㈰ 午前5時 シビックセンター集合
会　場 千葉県木更津〜富津公園周辺　 釣り方 おか釣り
対　象 中学生以上の区内在住・在勤・在学者
定　員 100人（申込順）　 交　通 貸切バス
費　用 一般：5,000円程度、女性・中学生：4,000円程
度（バス・えさ・氷代など、現地で支払い） ※当日は昼食持参
申　込 8月15日㈮までに直接文京区釣友連
合会・野上宅または文京区体育協会事務局へ
問合せ 文京区釣友連合会・野上宅（文京区本郷3-44-6）

TEL.3813-4811
文京区体育協会事務局（文京区大塚3-29-2）

TEL.3944-0478
スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

書道展 絵画展（洋画） 絵画展（日本画）
申込締切 9月17日（水）必着 10月1日（水）必着

搬入日時
及び会場

10月6日（月）13〜19時
10月7日（火）10〜17時

10月17日（金）13〜19時
10月18日（土）10〜17時

10月28日（火）13〜19時
10月29日（水）10〜17時

シビックセンター1階ギャラリー・シビック

会　　期 10月10日（金）〜15日（水） 10月21日（火）〜26日（日） 11月1日（土）〜6日（木）
10〜18時（最終日は17時まで）

搬出日時
及び会場

10月15日（水）17時30分〜19時
10月16日（木）10〜17時

10月26日（日）17時30分〜19時
10月27日（月）10〜17時

11月6日（木）17時30分〜19時
11月7日（金）10時〜13時

シビックセンター1階ギャラリー・シビック
11月7日（金）14時〜17時

地下1階レクリエーションホール
※申込締切後のお申込は、理由の如何を問わず受付できません。
　各展とも申込締切を厳守してください。
※申し込み時間・配布時間		 	
　アカデミー文京：上記期間中の平日午前9時から午後5時までとなります。	 	 	
　各地域アカデミー：上記期間中の土・日・祝を含み午前9時から午後9時までとなります。
※作品外箱は預かりません。	※搬入・搬出等の時間は厳守していただきます。


