
福　祉　介　護

貸出し補聴器で体験

テレビ・電話の音声が
直接補聴器で聞こえる

職場で 家庭で ご旅行で

シーメンス・ピュア

健康痩身サロン

耳つぼ健康サロン
NPO法人

日本痩身医学協会

完 全 予 約 制
まずは無料カウンセリングにおいでください。

豊島区南大塚2-7-2（丸の内線新大塚駅3分）www.essentia.ne.jp/happydiet

ハッピーダイエット

●数々のダイエットの末、
　初めて10kg減量できました。
●健康診断の気になる数値が
　すべて改善され驚いています。
●痩身前より元気になり、
　美肌にもなったようです。

施術料：1回 2,000円　お子様連れ歓迎です。

「今年のぜい肉、
今年のうちに」
その願い、
耳つぼダイエットが叶えます!!

当サロン
人気の理由

●文京アカデミー共催特別講演
学長講演「隣りの国とどう付き合うか」
 渡辺 利夫（拓殖大学学長）

日　時 ： 12月6日（土）10:30～12:30
会　場 ： 文京キャンパス C301教室
聴講料 ： 無　料　定　員 ： 200名程度
申込み ： 財団法人文京アカデミー
　　　  （本紙3ページまたは区報をごらんください）

●国際講座 聴講料 ： 1講義 1,000円（会場入口で頂戴いたします）

11月15日（土） 時間 ： 10：30～12：00
　「新大統領を迎えたアメリカ」

村田 晃嗣（同志社大学法学部教授）
12月  6日（土） 時間 ： 13：30～15：00
　「東南アジアの諸相」

吉野 文雄（海外事情研究所教授）

両講座とも…
定員：120名程度（予約不要） 会場：文京キャンパス C301教室

大 学 公 開 講 座

拓殖大学
（茗荷谷駅から3分）

394 7 - 7 1 6 6TEL

3 9 4 7 - 7 2 6 5FAX

open@ofc.takushoku-u.ac.jpEmail

結 婚 相 談 所

未婚者の8割以上が結婚願望
それなのに何故?

安心と信頼のご結婚相談は

携帯電話はこちらから………
http://jma-komagome.mobi/

TEL 03-3945-5771
Mail jma-komagome@cc.wakwak.com
HP http://beloved.jp/

駒込駅至近  六義園隣接
JMA駒込

出会いの場が少ないのです。
だからこそ、結婚相談所をご利用ください。
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FAX.03-5800-2230
TEL.03-5803-1102
広告掲載のお問合せは上記まで

文京アカデミーＳｑｕａｒｅは
財団ホームページでもご覧いただけます

（財団広報紙・情報紙をクリック）
http://www.b-academy.jp/

発行部数／100,000部
文京区内新聞折込

〒112-0003 東京都文京区春日1-16-21
（文京シビックセンター2階）

（財）文京アカデミー
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次号の文京アカデミーSQUAREは12月5日発行です。
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【東京大学大学院理学系研究科附属植物園（小石川植物園）】白山3-7-1
電　　話：03-3814-0138　URL：http://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/
開園時間：9:00～16:30（入園は16:00まで）　休 館 日：月曜日（祝日の場合は翌日）
入 館 料：大人（中学生以上）330円、小人（6歳以上）110円
 団体割引についてはお問合せください。「みどりの日」は入園無料
最寄り駅： 地下鉄三田線「白山」駅から徒歩10分、 地下鉄丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩15分
 都営バス（上60）「白山2丁目」停から徒歩3分

東京大学大学院
理学系研究科
附属植物園

薬園も残る小石川養生所跡

小石川植物園
1896年、平瀬作五郎氏が精子を発
見したイチョウの木。偉大な発見に
世界中の学界が湧きました。1956
年には「精子発見60周年記念」の石
碑も建立されています。

1722年、町医者小川笙船の提言で
貧しい人々のために作られた小石川
養生所。この敷地にあった井戸は今
も枯れずにこの地に残っています。

日本庭園近くにある旧東京医学校本
館は1969年にこの地に移されたも
の。1876年の建造物で国の重要文
化財に指定されています。

都会に存在する大自然、樹木の一生を見守る厳粛な土地

ニュートンゆかりの『りんごの木』 ▼
小石川植物園には希少な植物や歴史的な記念樹が数多く存在しています。絶滅

種と言われていた化石属である“メタセコイアの林”が存在したり、裸子植物で初めて
精子が発見された“イチョウの木”。物理学者のアイザック・ニュートンが万有引力の法則
のヒントを得た“りんごの木”は1964年にこの地に分譲されています。また、遺伝子の基
礎を築いた“メンデルの葡萄の木”とその内容はすばらしいものです。
もちろん、その季節ごとに私たちの目を楽しませてくれる梅林、ソメイヨシノ、ハンカチノキ、
シマサルスベリ並木やイロハモミジ並木、計100種にも及ぶハナショウブ園などもありま
す。この他にも白山御殿跡の日本庭園、柴田桂太氏の記念館など見応え十分です。

　白山御殿跡に沿う『御殿坂』を下るその脇には緑豊かな土地が広が
っています。『小石川植物園』の名で知られるこの広大な緑地は『東
京大学大学院理学系研究科』の附属植物園です。1684年、白山御殿
の地に徳川幕府が設けた『小石川御薬園』があった場所であり

“赤ひげ”の名で知られる町医者がいた養生所跡としても有名です。
　総面積16万1588平方メートル、変化に富んだ地形は、まさに自
然の野山にいるようです。東京都の真ん中にこれほどまでの自然
があるのか……と思える場所で、近隣のビルひとつ見えない“完
璧”さも持ち合わせています。庭園を思わせる佇まいの場所もあれ
ば、同じ敷地内には森林の名にふさわしい“うっそう”とした場所も
存在しています。まるで人の侵入を拒むような、自然がそのままの
状態で存在しているのです。都会の緑地としては相応しくないと
お考えになる方も多いかもしれませんが、ここはあくまで大学の研
究所教育施設であることをお忘れなく。日本最古の植物園には約
4000種類にも及ぶ樹木が生い茂り、植物や自然の変化を研究する
には絶好の土地なのです。
　明日の私たちを支える研究の地を、これからも大切にしていき
たいものですね。

CITTADINO
歌劇団

CITTADINO歌劇団のプロフィール

第9期生公演

区民参加オペラ 2009年2月8日（日）
14：00開演

シビックホール 大ホール

全席指定 2,000円
チケット発売：11月18日（火）10：00から

シビックチケット

10：00～19：00 土・日・休日も受付

※未就学児の入場はご遠慮ください。

CITTADINO歌劇団第8期生公演より

03-5803-1111

電子チケットぴあ
0570-02-9999ノルマ

CITTADINO（チッタディーノ）とは、イタリア語で「市

民」という意味。平成12年度より区民参加オペラとし

てキャストと合唱団を広く公募し、「椿姫」「仮面舞踏

会」「愛の妙薬」「マクベス」「ランメルモールのルチ

ア」「ナブッコ」「ラ・ボエーム」「カヴァレリア・ルステ

ィカーナ／道化師」を上演。今年度の第9期生公演に

向けて、7月から稽古に励んでいる。

チッタディーノ
　文京区では、区内の美術館・博物館・庭園などで
ネットワークを組み、文化発信のための活動の輪
を広げています。
　文京ミューズネットの施設が集まり、簡易展示を
開催します。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

文の京
ミュージアムネットワーク
合同イベント

会　期11月12日（水）10：00～18：00
会　場 シビックセンター1階展示室

「ギャラリーシビック」
問合せ 〒112-0003 文京区春日1-16-21

アカデミー文京 文化事業係
TEL 5803-1120

音　楽　教　室
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）

4平成20年11月号（通巻第95号） 情 報 紙  文京アカデミーSQUARE

チケットのお求めは

お願い

土・日・休日も受付10:00～19:00

03-5803-1111
0570-02-9999

大ホール・小ホール共通

シビックチケット
予約専用電話

電子チケットぴあ

区民先行予約
について

●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。
●チケットは、本紙発行時に完売している場合があります。
※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。

※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、予約日を含む4日以内（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）

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。

0570-000-403ローソンチケット
03-5802-9999CNプレイガイド

http://eee.eplus.co.jp/イープラス

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12月5日発行です。

小ホール

11/20㈭・21㈮19：00開演
22㈯13：00開演・17：00開演・23㈰14：00開演

現代劇センター真夏座第115回公演
「ミラクル★マリッジ」

お問合せ＝現代劇センター真夏座 03-3816-4029
　　　　　http://www.manatsuza.com
全席指定 前売3,500円、当日3,800円
●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＝電話予約は11/7㈮まで、窓口販売は11/10㈪まで

11/29㈯10：30開演・14：00開演（2回公演）
音楽の絵本 クリスマスコンサート

12/22㈪19：00開演
ラ・クァルティーナ クリスマス公演

2009年 3/7㈯16：00開演
文京シビック寄席
神田山陽独演会

出演＝神田山陽 ほか

全席指定 3,500円
●未就学児の入場はご遠慮ください。
チケット取扱 チケット発売＝11/30㈰10：00から

NHK「にほんごであそぼ」で大人気！
講談界の旗手、
神田山陽が文京シビックに初登場！
シークレットゲストとの爆笑トークもあり！？

2009年 2/22㈰15：00開演

口笛天国
〜口笛吹けばクチビル楽しい！〜

出演＝分山貴美子、上柴はじめ
ゲスト＝三宅英明（2008年 国際口笛大会 成人の部 ファイナリスト）

全席指定 3,000円
●未就学児の入場はご遠慮ください。
チケット取扱 チケット発売＝11/13㈭10：00から

口笛ブームの立役者、分山貴美子とピアニス
トでありプロの口笛奏者でもある、上柴はじ
めによる口笛コンサート。即興口笛講座も
あり、観客も楽しめるライブです。

チケット
完売

しました

2009年 1/23㈮19：00開演
〜珠玉のピアノ名作品〜
神谷郁代
ピアノリサイタル

出演＝神谷郁代
曲目＝シューマン／子供の情景 作品15、
　　　ブラームス／3つの間奏曲 作品117 ほか

全席指定 3,500円 ●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

世界的なピアニスト神谷郁代が贈る、
珠玉のピアノ名曲コンサート。

2009年 1/31㈯17：00開演

MASAKO&国府弘子の
カフェ・ド・シビックへ
ようこそ

出演＝MASAKO（from サーカス）、国府弘子　ゲスト＝中井貴惠

全席指定 4,000円 ●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

ここは《都会のオアシス》
お洒落な音楽　オトナなトーク
女たちの、楽しく、チョット知的な

“ミュージック・カフェ”へようこそ。

チケット
完売

しました

2009年 2/7㈯16：00開演

つるとかめ ライブinシビック
〜海のシルクロードでたどる民謡の旅〜

出演＝沢田勝秋、木津茂理 ほか

全席指定 3,000円
●未就学児の入場はご遠慮ください。
チケット取扱 チケット発売＝11/8㈯10：00から

海のシルクロードと呼ばれる北前船の航路・
寄港地をたどり、南風（ハエ）に乗って全国
各地に分布した「ハイヤ節」の流れを歌で旅
する。そして「津軽甚句」「黒石よされ節」で
観客と楽しくコラボレーション！本格的な民
謡デュオの知的で楽しい民謡ライブです。

大ホール
12/13㈯15：00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。
チケット取扱 チケット＝好評発売中

© Jun Yoshimura

2009年 3/13㈮18：30開演

前川 清meets前田憲男
Jazz&Pops スタンダードの華麗な世界

出演＝前川 清、前田憲男 ほか

全席指定 6,500円
●未就学児の入場はご遠慮ください。
★区民先行予約日11月10日㈪10：00〜19：00
　（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＝11/15㈯10：00から

歌謡界に独自のヴォーカルスタイル
を築いた前川 清と、JAZZピアニス
トの最高峰 前田憲男が出逢った。
Jazz&Popsの名曲と、前川 清のオリ
ジナル曲がふたりのジョイントで21世
紀に甦る。ちょっと特別なコンサート。

12/26㈮13：00開演・15：45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

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！ みんな、ひろみちお兄さんと
一緒に楽しく遊びましょう！！

2009年 2/14㈯15：00開演

響きの森
クラシック・シリーズVol.27
指揮＝エリック・カンゼル
ピアノ・トリオ＝椎名豊トリオ
管弦楽＝東京フィルハーモニー交響楽団
曲目＝ガーシュイン／パリのアメリカ人 ほか

全席指定 S席5,000円、A席4,000円、
　　　　 B席3,000円
●未就学児の入場はご遠慮ください。
お申込み・お問合せ＝東京フィルチケットサービス 03-5353-9522

（平日10：00〜18：00）
チケット発売＝11/12㈬10:00から

2009年
A 2/28㈯14：00・18：30開演　3/4㈬19：00開演
B 3/3㈫19：00開演　C 3/1㈰14：00開演

アントニオ・ガデス舞踊団
演目＝A「カルメン」　B「アンダルシアの嵐」
　　　C「血の婚礼」「フラメンコ組曲」
お問合せ＝ジャパン・アーツぴあ03-5237-7711

（10:00～18:00土・日も受付）

全席指定 S席13,000円、A席10,000円、
　　　　 B席7,000円
●未就学児の入場はご遠慮ください。
★区民先行予約日11月19日㈬10：00〜19：00（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＝11/24（月・祝）10：00から

12/3㈬14：00開演・18：30開演（2回公演）

中村勘太郎 中村七之助 特別公演
お問合せ＝Zen-A（ゼンエイ）03-3583-6766

（平日11：00～19：00）http://zen-a.co.jp/

全席指定 S席6,800円、A席5,500円
●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

12/19㈮19：00開演・20㈯15：00開演・21㈰15：00開演

鼓童十二月公演
お問合せ＝鼓童チケットサービス0259-86-2330

（平日9:30～17:00）
全席指定 S席6,000円、A席4,500円
●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

Ⓒ TAKASHI OKAMOTO

12/23㈫17：00開演・24㈬18：00開演
井上バレエ団12月公演

「くるみ割人形」全二幕
お問合せ＝井上バレエ団03-3416-3656（月～土10:00～17:30）

全席指定 S席8,000円、A席7,000円、
B席5,000円、C席3,000円

●3歳未満の方の入場はご遠慮ください。
※親子席は井上バレエ団のみで取り扱い
　親子席12，000円（12歳以下1名と保護者1名の2枚1組）

チケット取扱 チケット好評発売中

2009年 1/6㈫18：30開演

劇団四季ミュージカル
「むかしむかしゾウがきた」

お問合せ＝劇団四季 東京公演本部03-5776-6730
（平日9:30～18:00）

全席指定 
大　　　人 S席:5,000円、A席:3,500円、B席:3,000円
小学生以下 S席:3,000円、A席:2,000円、B席:1,500円
●3歳以上の方はチケットが必要です。（3歳未満の着席鑑賞は有料）
チケット取扱 チケット好評発売中

撮影：荒井健


