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クラシックバレエ発表会
10月19日（日）15：00開演
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※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。詳しくは各施設にお問合せください。

施設名 イベント（日程） 10月の休館（園）日・所在地・お問合せ先

印刷博物館
本展示場企画展「ミリオンセラー誕生へ！ー明治・
大正の雑誌メディア展」（〜12/7）、P&Pギャラリー

「ポップアップ絵本のできるまで」展（〜10/13）

休月（但し10/13は開館、10/14は休館）
　P&Pギャラリー：10/14〜末
場水道1-3-3 問 5840-2300

永青文庫（細川コレクション） 細川家の能面・能装束（〜12/25） 休月 場目白台1-1-1 問 3941-0850

お茶の水おりがみ会館 和紙人形展「源氏物語千年紀」（〜11/8） 休日・祝 場湯島1-7-14 問 3811-4025

オルゴールの小さな博物館 19世紀パリ、時代とオートマタ展（〜11/15） 休日・月
場目白台3-25-14 問 3941-0008

旧安田楠雄邸庭園 能登の花嫁のれん展（10/16〜10/22） 休月・火・木・金・日（ただしイベント期間中は無休）
場千駄木5-20-18 問 3822-2699

礫
こいしかわ

川浮世絵美術館 「月百姿」を主に月岡芳年展 後期（〜10/25） 休月、10/26〜31
場小石川1-2-3 問 3812-7312

小石川後楽園 休なし 場後楽1-6-6 問 3811-3015

講談社 野間記念館 「川合玉堂」とその門下（〜10/26） 休月・火 場関口2-11-30 問 3945-0947

講道館 柔道資料館 常設展示（10：00〜12：00、13：00〜17：00） 休土・日・祝 場春日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 休なし 場湯島1-4-25 問 3251-4606

竹久夢二美術館 竹久夢二 舞台芸術の世界展Ⅱ 〜上方歌舞伎か
らバレエ・リュスまで〜（〜12/23）

休月（但し10/13は開館、10/14は休館）
場弥生2-4-2 問 5689-0462

立原道造記念館 立原道造の世界Ⅵ
書簡を中心として[前期]（10/7〜12/23）

休月（但し10/13は開館、10/14は休館）
場弥生2-4-5 問 5684-8780

トーキョーワンダーサイト本郷

TWS-Emerging107-109 日置智也・石井弘和・笹田晋平
（〜10/19） TWS-Emerging110-112 永島千裕・伊藤雅恵・

西村加奈子（10/25〜11/16） Oコレクションによる空想
美術館第6室-赤羽史亮、小西紀行の部屋（〜11/16）

休月、10/21〜24
場本郷2-4-16 問 5689-5331

東京大学総合研究博物館 常設展示 「UMUTオープンラボ −建築模型の博
物都市」展（〜12/19） 休土・日・祝 場本郷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 ※祝日は開館
場白山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 場白山3-7-1 問 3814-0138

東洋学園大学
東洋学園史料室 常設展示「女子歯科医学から英語教育へ」 休月・水・金・土・日

場本郷1-26-3 問 3811-1783

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

東洋文庫

秋期東洋学講座「越境するイスラーム−ヨーロ
ッパ・日本・中国−」18:00〜20:00

「中国におけるイスラーム−ウイグル人を中心
に−」新免康氏（10/6）

休土・日・祝、10/31
場本駒込2-28-21 問 3942-0328

日中友好会館美術館 漳州指遣い人形展（〜10/26） 休火 場後楽1-5-3 問 3815-5085

日本サッカーミュージアム 休月 場本郷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」（後期）（〜12/20）

休日・月
場目白台2-8-1 問 5981-3376

鳩山会館 常設展示 休月（但し10/13は開館）
場音羽1-7-1 問 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（10/26 13：30〜）（要予約・有料） 休月〜木 場千駄木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 場千駄木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）特別展：
博物館で見る−ぶんき ょう食の文化展−（10/25〜） 休月 場本郷4-9-29 問 3818-7221

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

野球体育博物館 名選手のバット展（10/7〜11/30） 休 10/6・20・27 場後楽1-3-61 問 3811-3600

弥生美術館 ペン画の神様 樺島勝一展（〜12/23） 休月（但し10/13は開館、10/14は閉館）
場弥生2-4-3 問 3812-0012

六義園
「六義園グリーンアドベンチャー」（10/11〜10/19）

樹木の名前を答えながら園内を巡る 【受付時間】9：00
〜15：00 【開園時間】9：00〜17：00 ※入園は16:30まで

休なし 場本駒込6-16-3 問 3941-2222

わだつみのこえ記念館 常設展 休火・木・土・日・祝 場本郷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

開催日 イベント 入場料 お問合せ

大
ホ
ー
ル

1₀月 15日（水）平成19年度全国経験交流大会 無料 （社）全国シルバー人材センター事業協会	 5802-6333

19日（日）クラシックバレエスタジオ 無料 小石川バレエスタジオ	 5800-5511

26日（日）ブロッサム・フィルハーモニック第4回定期演奏会 有料 （株）ブロッサム音楽事務所	 050-5539-3991

1₁月 8日（土）小石川90周年記念行事 無料 都立小石川高等学校	 3946-7171

9日（日） 2008年度五井平和財団フォーラム 有料 五井平和財団	 3265-2071

10日（月）試写会「D-WARS ディー ウォーズ」 無料 メディアボックス	 5565-9862

16日（日）第4回日本オープンタンゴダンス選手権大会 有料 NPO法人日本アルゼンチンタンゴ・ダンス協会	3544-5600

18日（火）
タンゴリベルタ2008 有料 NPO法人日本アルゼンチンタンゴ・ダンス協会	3544-5600

19日（水）

22日（土）お茶の水管弦楽団 第83回定期演奏会 有料 お茶の水管弦楽団	高橋	 090-6172-9509

23日（日）楽団カーニバル2001第6回総合音楽祭 無料 楽団カーニバル2001	佐藤	 070-6638-4907

24日（月）フラ・ホイケ 2008 有料 小澤恵子	 3410-0859

27日（木）第148回東邦音楽大学定期研究発表演奏会 無料 東邦音楽大学	長井	 049-235-2157

28日（金）東京吹奏楽団 定期演奏会 有料 東京吹奏楽団	 5287-2050

1₂月 1日（月）バジャン・シェアの会 有料 バジャン・シェアの会	小浪	 090-9813-1390

9日（火）バジャン・シェアの会 有料 バジャン・シェアの会	小浪	 090-9813-1390

10日（水）第149回東邦音楽大学定期研究発表演奏会 無料 東邦音楽大学	長井	 049-235-2157

小
ホ
ー
ル

1₀月 15日（水）作田麻美（ソプラノ）CD発売記念コンサート 有料 （有）及川音楽事務所	 3946-7189

17日（金）Dance Performance '08 有料 お茶の水女子大学モダンダンス部	梨本	090-9667-2818

19日（日）シェルダズール　東京学芸大学音楽科卒業生有志 有料 シェルダズール	 5955-8712

21日（火）区民公開講座 無料 東大医師会	川西	 3811-5881

22日（水）日本声楽発声学会主催コンサート 有料 日本声楽発声学会	 047-479-5701

23日（木）シニア海外ボランティア「体験談&説明会」 無料 （社）青年海外協力協会	 3406-9900

26日（日）秋のジョイントコンサート 有料 グジーカテリーナ	小林	 090-6656-1378

28日（火）友愛ドイツ歌曲（リート）コンクール予選会 無料 （財）日本友愛青年協会	 5684-3188

31日（金）鶴田亘弘 古希のお祝い ザ・ノーブランズコンサート 有料 文京ハーモニカ研究会	 3828-2092

1₁月 1日（土）語り部ライブ公演 有料 語り部の会	冨田	 080-1953-0884

2日（日）コンサート形式オペラ「蝶々夫人」 有料 Soave（ソアーヴェ）	 090-4955-2297

3日（月）平成20年度早稲田大学竹友会定期演奏会 無料 土井	遼	 080-5347-1359

4日（火）（財）ダイヤ高齢社会研究財団主催講演会 無料 （財）ダイヤ高齢社会研究財団	 5802-1631

5日（水）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

6日（木）みんなで子育て研修会 無料 NPO法人ファザーリング・ジャパン	 050-8884-4252

8日（土）映画「蟹工船」上映会 有料 独立映画センター	 5827-2641

8日（土）郁文館高校・グローバル高校入試説明会 無料 学校法人	郁文館夢学園	 3828-2206

8日（土）モンゴル民族文化基金チャリティーコンサート 有料 モンゴル民族文化基金	ムンク	 090-6127-8184

15日（土）区民と医師会のつどい 無料 文京区生活衛生課健康推進担当	 5803-1386

15日（土）グループ21ピアノコンサート 無料 グループ21ピアノコンサート	 3813-1755

18日（火）文京区青少年関連団体交流会 無料 文京区保護司会	佐藤	 3941-7455

18日（火）上本訓久（テノール）CD発売記念コンサート 有料 （有）及川音楽事務所	 3946-7189

24日（月）ハーモニックスコンサート 有料 東京医科歯科大学医学部附属病院	中林	 047-497-2168

26日（水）文京区保護司会講演会 無料 文京区保護司会	佐藤	 3941-7455

30日（日）犯罪被害者週間全国大会2008 無料 ハートバンド	 6386-6283

1₂月 7日（日）ハンドベルとひらく共生の扉 無料 筑波大学附属盲学校ハンドベルOG会	 3943-5421

7日（日）改ざん! フィガロの結婚パート2 会社編 有料 金曜コーラス	 3816-3461

8日（月）松本淳子リサイタル2008 有料 林	督	 3947-4227

9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

9日（火）倫理法人会イブニングセミナー 有料 文京区倫理法人会	 3815-3880

10日（水）第13回東京都障害者福祉交流セミナー 無料 東京都心身障害者福祉センター	 3203-6141

10日（水）難民支援チャリティー寄席 有料 難民支援チャリティー寄席実行委員会	 3508-8708

12日（金）第24回コール・ポピー演奏会 有料 女声合唱団コール･ポピー	吉沢	 3333-0700

14日（日）七田チャイルドアカデミー・子ども発表会 無料 七田チャイルドアカデミー	田端･大塚教室	3810-7544

14日（日）ダンスパーティー 無料 駒込ダンスサークル	鷹取	 3558-9154

お 詫 び
８月30日より9月15日まで開催しました企画展「護国寺とぶ
んきょう」の展示図録34頁にあります「如意輪観音菩薩
像」の写真に誤りがありました。正しい写真の修正シール
を作成し対応いたしましたが、8月30日、31日にご購入され
たお客様の一部の方には、対応ができておりません。至急
対応させていただきますので、恐れ入りますが下記までご
連絡ください。 アカデミー文京文化事業係 5803-1120

※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。

3 平成20年10月号（通巻第94号） 情 報 紙  文京アカデミーSQUARE 2平成20年10月号（通巻第94号）情 報 紙  文京アカデミーSQUARE

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）

第82回 シビックシネマサロン
「カサブランカ」 1946年 アメリカ
　第二次世界大戦の仏領モロッコ・カサブランカが舞台
のロマンス映画。「君の瞳に乾杯」の台詞は余りにも有名。

監督：マイケル・カーティス
出演：ハンフリー・ボガード、イングリッド・バーグマン

日10/17㈮ 13：00〜14：30
場アカデミー文京	学習室（シビックセンター地下1階）
対区内在住・在勤・在学者
定60名（先着順）※正午より入場券配布
費無料
申当日直接会場へ
　※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

第143回　シビックコンサート
　今月は東邦音楽大学の皆さんによる『木管楽器
の音色』をお送りいたします。
日10/22㈬ 12：15〜12：45
場区民ひろば（シビックセンター地下2階）
内木管楽器の音色
費無料　申当日直接会場へ

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

アートウォール・シビック
「本郷美術学院 作品展」開催中
「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
から選ばれた本郷美術学院作品
展を開催しています。

日10/4㈯〜10/30㈭
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

20年度後期文京アカデミア区民プロデュース講座受講生募集
対15歳以上の区内在住・在勤・在学者（中学生を除く）　締10/14日㈫	必着
申往復はがきに①講座番号②講座名③住所④氏名（ふりがな）⑤年齢⑥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
〒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、当選通知に記載）。※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

区民大会　区民の皆様を対象とした様々なスポーツ大会を開催しています。

所定の申込書に記入のうえ

スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

幕府直轄の学校として
寛政9年に開設された学問所の名前は？
○の中に漢字を1文字入れてください。

昌平○学問所

■応　募
　はがきに答え、住所、氏名を明記して下記へ。
　〒112-0003 文京区春日1-16-21
　（財）文京アカデミー「文京博士」係
■締　切
　平成20年10月20日（当日消印有効） 
■発　表
　商品の発送をもってかえさせていただきます。

答
え

正解者の中から抽選で10名様に

をプレゼントいたします。
湯島聖堂オリジナルのポストカード

前号の答え 応募総数41通、正解率100％葛飾 北 斎

問 

題
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オリンピック・パラリンピック招致シビック記念コンサート
　2016年、オリンピック・パラリンピックを東京
に招致するため、記念コンサートを開きます。
日11/7㈮ 18：00〜20：30
場シビックホール大ホール
内オーケストラ演奏、合唱、アトラクション	他
費無料　申当日直接会場へ

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

合唱のつどい参加団体募集のご案内
　来る平成21年1月「文京区合唱のつどい」を開催いたします。日頃の練習の成果の場として、皆様どうぞ奮ってご参加ください。
日平成21年1/18㈰ 11：00〜18：30（予定）　場シビックホール大ホール	
対区内で活動する合唱グループ　募集期間：10月6日㈪〜10月20日㈪　募集団体数：40グループ
内合唱（女声合唱・混声合唱・男声合唱）1グループ7分以内（時間厳守）　費無料　締10/20㈪	消印有効
申アカデミー文京（シビックセンター地下1階）で配布する申込用紙に記入し、普通郵送にて下記へ
（尚、郵便書留等はご遠慮下さい。）	 〒113-0021	文京区本駒込4-29-10	文京区合唱連盟・鬼久保朋子宅

問文京区合唱連盟事務局	鬼久保朋子／アカデミー文京文化事業係	TEL	5803-1120
※伴奏楽器ピアノあり、小楽器の持込可、電子楽器不可。
※募集団体数を超えた場合は、抽選を行い、抽選結果を郵送にて通知します。

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

共催事業
「第3回学校囲碁指導者講習会」
参加者募集

　地域の児童・生徒を指導するための指導者養成
講座です。地域で囲碁を教えてみたい方の参加を
お待ちしています。
日10/26㈰ 14：00〜17：00
場アカデミー文京	学習室（シビックセンター	地下1階）
講日本棋院	棋士	七段	山本正人
日本棋院	棋士	七段	水間俊文

対区内在住・在勤・在学者で日本棋院5級程度以上の方
定50名（超えた場合は抽選）　費無料
申往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・
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
先を明記し下記へ

〒113-0021	文京区本駒込4-10-1	梅沢忠一
締10/14㈫	必着
問文京区囲碁指導者連絡会	梅沢	TEL	3821-1807

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

第3回 アカデミー千石 「展示・発表会と体験教室」
　アカデミー千石を利用して活動を行っている6団体が作品を展示・発表します。地
域アカデミー利用団体相互の親睦と交流を深めると共に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、開催します。皆様のご来場をお待ちしております。
日10/25㈯ 10：00〜16:30、10/26㈰ 10：00〜15:00
場アカデミー千石学習室A・B（文京区千石1-25-3千石図書館2階）　申当日直接会場へ　問アカデミー千石	TEL	3946-4430
内アルバム、絵手紙、パッチワーク、水墨画、土絵・泥団子、小学生の習字
体験教室（無料）：アルバム（体験希望者は各自ご家族等の写真持参）、絵手紙、パッチワーク

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

講座№ 講座名 内容 講師（敬称略）／提案者 期間 曜 時間 回数 定員 受講料 教材費 会場

51 コ−チング入門 人と人とのコミュニケーションのあり方をもう一度考えてみませんか。
職場・家庭・教育・医療現場で活用を。

コーチングオフィス「道」代表
高木	道夫

11/1〜
12/6 土 14:00〜

16:00 6 20 ¥1,500 ¥1,050

アカデミー
文京

52 みんなで楽しい
社交ダンス

「ベーシック」を楽しく踊りながら、健康で美しく元気になりましょう。
㈶日本ボールルームダンス連
盟プロインストラクター
野村	直人

11/4〜
12/9 火 13:30〜

15:30 6 30 ¥1,000

53 心豊かに
「暮らしのデザイン」

心豊かに元気に、をテーマの暮らしのデザイン講座。四季の食卓&カジュアルな
パーティーの楽しみ方他をお伝えします。実習を通してお愉しみいただきます。

メルティス・生活デザイン研究室主宰
山田	和実

11/4〜
11/25 火 14:00〜

16:00 4 20 ¥1,500 ¥2,000

54 3分間自分エステ リンパを流してすっきり小顔になりましょう。本やTVでは分かりにく
い力の抜き方、手の使い方を学びます。

㈲Dr.ニザールJp.代表
大井	公子

11/10、
または
12/6	※1

月・土 13:30〜
15:30

各
1
回
一回
20名 ¥1,000 ¥500

55 やさしい詩吟 難解、古くさいというイメージの詩吟を、楽しくわかりやすく学んでゆ
きます。声を出すと気持ちがよいですよ。女性にもおすすめです。

㈳日本吟道学院正師範
古田	優龍

11/14〜
12/12 金 18:30〜

20:00 5 20 ¥1,500 ¥1,000

56 絵絹に描く
−美しい日本画−

絹に描く本来の美しい日本画を描いてみませんか、個性を大切に丁寧
に指導。初心者の方でも楽しく受講できます。

日本画家・日展評議員
林	和緒

11/15〜
21年2/14 土 13:30〜

16:00 6 20 ¥1,500
¥10,000
（日本画材
所有者は
¥1,700）

57 身体喜ぶストレッチ 体のなかから元気になれる、カンタンな運動法を実践する。疲れた心
と体をほぐす、体にやさしい楽しいストレッチレッスン。 ジャズダンスインストラクター

飯田	容子

11/16〜
12/7 日 13:15〜

14:20 4 30 ¥1,000

58 親子で参加
リズムダンス

歌やリズムにのせて、かんたんな手遊びやステップにチャレンジ。音に
合わせて体と心を動かす、親子いっしょの楽しいダンスレッスン。

11/16〜
12/7 日 14:40〜

15:45 4 15組
※2 ¥1,000

59 ア−ト・フラワ−・
アレンジメント2

ご自宅に飾ったり、プレゼントにもできる季節感あるフラワーアレンジ
をアート素材（造花）で作ります。

園芸専門校講師
鈴木	卯位子

11/18〜
21年3/17 火 10:30〜

12:00 5 25 ¥1,200 ¥6,000

60 おしゃれな手編 手編みを完成させた事のない方も簡単なマフラー、手袋、帽子を作って
手編みを楽しみましょう。

ヴォーグ手編指導員	フリーレース講師
海野	よし江

12/3〜
21年1/23 水・金

10:00〜
12:00 6 15 ¥2,000 ¥3,300

61 ねんど遊び
−親子で陶芸−

ねんど遊びから子どもの創造性を育む。親子いっしょに考え作る陶芸
教室。手にぴったりの「マイカップ」づくり。

あがの陶房主宰
渡辺	みゆき

11/15〜
11/29 土 10:00〜

12:00 3 10組
※3 ¥3,000 ¥1,000 アカデミー音羽

※1：単発講座のため、どちらかの希望日を記入してください。※2：4歳から小学校3年生までの子どもと保護者15組		※3：5歳から小学生までの子どもと保護者15組

「日本舞踊のつどい」出演者募集
日平成21年2/8㈰ 10：30〜19：30（予定）　場シビックホール小ホール　費無料
対区内在住・在勤・在学者及び区内を活動拠点とするグループ
内日本舞踊（1人1番、入退場を含め古典は6分以内、新舞踊
は5分以内。民謡及び民謡調は除く。伴奏はカセットテープ
に限る）	番組数：100番程度（各部とも超えた場合は抽選）
※詳細は募集要項をご覧ください。　
申アカデミー文京（シビックセンター地下1階）で配布する申込書に必要事項を記入の上、受取人の郵便番号・
住所・宛名を明記し、1演目につき80円切手を貼った封筒（抽選結果通知用）を1通同封のうえ郵送にて下記へ

〒112-0015	文京区目白台1-14-4	文京区日本舞踊普及会会長・若柳庸宅（TEL	3941-1627）
申込期間：10/10㈮〜31㈮

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

部名 対象 定員
第１･3部 一般の部 高校生以上 70番程度

第2部 児童の部 中学生以下 20番程度
第4部 指導者の部 指導者 10番程度

文京区秋の文化祭を開催します
　秋の恒例となりました文京区秋の文化祭は、下記の
予定により開催します。皆様、どうぞご来場ください。

場ギャラリーシビック・アートサロン　費無料
アカデミー文京文化事業係　5803-1120

会　期
茶会・華道展 10/5㈰	で終了いたします。

書道展 10/10㈮〜15㈬	10：00〜18：00

絵画展（洋　画） 10/21㈫〜26㈰	10：00〜18：00

絵画展（日本画） 11/	 1㈯〜	 6㈭	10：00〜18：00

全て、最終日は17：00までです。

“BUNKYO  ENGLISH  SIGHTSEEING  TOUR”  文京・英語観光ツアー 外国人参加者募集

A good opportunity to know more about your historic town !!
Bunkyo English Tour Guide Group delightedly offers foreigners a walking sightseeing tour 
through Bunkyo City's attraction spots as outlined below. Please join!!
Tour Route : Yushima Seido (Origin of Higher Educational Institutions) - Origami Kaikan (Japanese Paper Arts shop) - 
Japan Football Museum - Yushima Tenmangu (Annual Chrysanthemum Festival scheduled on)
Date & Time : 2008  November 15 (Sat)  1:30 p.m - 4:00 p.m		Number of Guests : Max. 15 (drawing in case of over number)
Participation Fee : Free  Meeting Place : JR Ochanomizu Station (Hijiribashi exit) 1:15 p.m
Application  : a) via Bunkyo Academy HP >>> hppt://www.b-academy. jp (Go to Events Information page)

b)	by fax >>> 03-5803-1341
*In either case please do not forget specifying guest’s full name/address/phone number & nationality.

Closing Date : November 4    Inquiry : Bunkyo Academy International Section  Tel 03-5803-1310
アカデミー文京国際交流推進係　5803-1310

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）

「三曲のつどい」出演者募集
日平成21年2/15㈰ 10:30〜18:00（予定）
場シビックホール小ホール
対区内在住・在勤・在学者及び区内を活動拠点とするグループ
費無料
内演目：筝（十七弦含む）、三弦、尺八いづれか
もしくは組合せによる合奏。入退場を含め１５
分以内。番組数：30番程度（超えた場合は抽選）
申10/6㈪〜11/4㈫　アカデミー文京（シビック
センター地下1階）で配布する申込書に必要事
項を記入の上、郵送にて下記へ

〒113-0021	文京区本駒込6-1-13
文京区三曲連盟事務局・佐野鈴秀宅

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

種目 競技方法 日時 会場 対象 費用 申込方法 お問合せ 備考

アーチェリー 一般男女30m
初心者・ジュニア18m

10月26日㈰
10:00〜 総合体育館 区内在住・在勤・在学者 300円

（大会当日納入） 当日9:30までに会場へ
アーチェリー協会	中村
TEL.3941-3398 用具は各自持参

合気道 11月2日㈰
13:00〜 スポーツセンター 区内在住・在勤・在学者

（小学生以上） 無料 当日12:30から会場で受付 合気道連盟	雪垣
TEL.3946-9449

馬術
①第2課目
②ジムカーナ
③小障害飛越

11月3日（月・祝）
8時30分〜 東京乗馬倶楽部 日馬連騎乗者資格C級以上

の区内在住・在勤・在学者

1種目	4,000円
貸与馬1種目
3,000円

10月15日㈬までにFAXで
文京区馬術連盟へ

文京区馬術連盟	奥山
TEL.045-682-4112
FAX.045-682-4111

傷害保険には各自
で必ず加入

柔道
団体戦
個人戦
形コンクールの部

11月3日（月・祝）
13:00〜 講道館 区内在住・在勤・在学者 1名につき

500円

10月8日㈬までに申込用紙
に参加費を添えて文京区体
育協会事務局へ

文京区体育協会事務局
〒112-0012文京区大塚3-29-2
TEL.3944-0478

卓球 MIXダブルス団体戦
シングルス団体戦

11月2日㈰	・
16日㈰
9時〜

スポーツセンター 区内在住・在勤・在学者及
び卓球連盟登録者

1チーム
3,000円

10月6日㈪〜10日㈮までに
申込書を添えて現金書留で
卓球連盟へ

卓球連盟	小山
TEL.3814-2731
〒112-0005	文京区水道1-5-19

申込書はスポーツ
センターで配布

相撲 11月16日㈰
13:30〜 スポーツセンター 区内在住・在勤・在学者 無料

所定の申込書に記入のうえ
11月15日㈯までに相撲連盟
へ（当日正午より会場でも
受付）

相撲連盟	満留
TEL.3947-3408
〒112-0002
　文京区小石川5-19-26

参加者はまわしを
着用（本部で用意）

空手道 11月23日㈰
10:00〜 総合体育館 区内在住・在勤・在学者

1種目につき
3,500円
（大会当日納入）

11月4日㈫までに直接また
は電話で空手道連盟へ

空手道連盟	添田
TEL.3817-2038

※詳細等何かわからない事がありましたら各連盟までご連絡下さい。


