
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

●国際講座

1月10日（土）「北京五輪を終えた中国」
 杜 進（国際学部教授）

1月24日（土）「台湾の今日と未来」
 澁谷 司（海外事情研究所准教授）

2月  7日（土）「繁栄と混乱の中東」
 森 伸生（イスラーム研究所所長）

聴講料 ： 1講義 1,000円（会場入口で頂戴いたします）
時間：10：30～12：00  会場：文京キャンパス
定員：各々120名程度（予約不要）

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

東京不動産のれん会 会員

代表取締役
不動産鑑定士 後藤 晃

あなたの身近な
相談相手

地元の
信頼

創業63年

本社
新大塚駅前
（文京区大塚４-５２-５） （代）03-3943-0005
新大塚・茗荷谷・春日

の物件をお探しでしたら……… 是非当社のホームページをご覧ください。

不動産の売買・賃貸の仲介・管理

http://www.goto-f.comhttp://www.goto-f.com

響きの森クラシック・シリーズ
2009年度の「響きの森クラシック・シリーズ」は、超一流のアーティストによる名曲の数々をお贈りいたします。
また、シリーズ4公演を同じ席で聴くことのできる「シリーズセット券」を発売いたします。

2009年4月12日（日）3:00PM開演

【指揮】金聖響 【ギター】木村大

2009年10月3日（土）3:00PM開演 2010年1月16日（土）3:00PM開演 2010年3月20日（土）3:00PM開演

公演の
ご案内

公演情報とシリーズセット券発売の詳細については4面をご覧ください。

vol.28～vol.31

vol.28 vol.29 vol.30 vol.31

【指揮】尾高忠明 【ピアノ】北村朋幹 【指揮】沼尻竜典 【ヴァイオリン】川久保賜紀
○c Eisuke Miyoshi ○c Masahide Sato ○c Syuji Tonoki ○c Kiyotaka Saito

【指揮】渡邊一正 【ピアノ】仲道郁代

で あ い ・ ふ れ あ い ・ か た り あ い 情 報 紙
平成20年12月5日発行第96号

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

ス
ク
エ
ア

次号の文京アカデミーSQUAREは来年1月5日発行です。

12月号

データ

THE

ワクワク

【東京大学総合研究博物館】本館、分館とも入場無料です。
■本館 本郷7-3-1（東京大学本郷キャンパス内） ■分館 白山3-7-1（小石川植物園隣り）
電　　話：03-5777-8600
U R L：http://www.um.u-tokyo.ac.jp
開園時間：10:00～17:00（入館は16:30まで）
休 館 日：土・日・祝、12/20（土）～H21年1/6（火）
最寄り駅： 地下鉄丸の内線「本郷三丁目」駅から徒歩6分
 地下鉄大江戸線「本郷三丁目」駅から徒歩3分

電　　話：03-5777-8600
U R L：http://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/annex.html
開園時間：10:00～16:30（入館は16:00まで）
休 館 日：月・火・水（いずれも祝日の場合は開館）、
 12/24（水）～H21年1/7（水）
最寄り駅： 地下鉄丸の内線「茗荷谷」駅から徒歩8分

文京
ミューズネット

20

　東京大学にある「総合研究博物

館」は、1996年春に国内初の教育

研究型ユニヴァーシティ・ミュージア

ムとして誕生した、価値ある博物館

です。

　東京大学にはその歴史の分だけ

各種学術標本が存在しており、その

総数は約600万点にも及ぶといわ

れています。その中から選りすぐっ

た240万点と収集、寄贈、寄託標本

を加えた300万点を超える標本を

収蔵し、展示しているのがここ「東

京大学総合研究博物館」です。集め

られた標本の価値はもちろん“世界

的水準”のものばかり。動物学、人

類学、古生物学、考古学、美術史、

博物学工学、建築史、情報科学、展

示空間デザイン、建築情報デザイ

ン、文化資源学、博物資源学の各域

をカバーした博物館は、まさに見応

え十分。加えて凄いのは、“創造性”

のある展示がなされているため、観

る者を飽きさせない魅力があること

です。まさにミュージアムの名にふ

さわしい各専門分野からなる展覧

会も催されているので、ぜひそので

過去と現在と未来が織りなす世界

を体感してください。

東京大学総合研究博物館

東京大学総合研究博物館
小石川分館

世界的にも希少な標本をその目に

斬新な試みで展開される
「未来型」展覧会に心が躍る

　1965年に東京大学の本郷キャンパスで解体され、

1969年に小石川植物園内に移築再建された「旧東京

医学校本館」。現在は植物園で日本庭園に映える美し

い洋館として人の目を楽しませてくれると共に、東京大

学総合研究博物館の「小石川分館」としてその役目を

果たしています。

　この建物は東京大学に現存する最古の学校

建築であり、1970年には国の重要文化財にも

指定されました。2001年11月に総合研究博物館の分

館として一般公開され、翌年12月から開館1周年を記

念して特別展「MICROCOSMOGRAPHIA－マーク・

ダイオンの『驚異の部屋』」が開催されました。今までに

ないアーティスティックな世界観のある展覧会

は、多くの来館者を招き話題を集めたのです。現在は新

たな形を組み込んだ『驚異の部屋－The Chambers 

of Curiosities』が常設展示されています。

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）

東京都指定介護保険特定施設（一般型特定施設）

要介護状態で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4人（土地建物権利形態：建物1～4階を賃借）

お問い
合わせは

〒１１３-００２３ 文京区向丘2-2-6（広告有効期限/平成21年1月末日）

介護付有料老人ホーム

600
255,150

（年間プラン・非課税）

介護付有料老人ホーム

5805-7420

4平成20年12月号（通巻第96号） 情 報 紙  文京アカデミーSQUARE

チケットのお求めは 土・日・休日も受付
10:00～19:0003-5803-1111

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

※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

●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。

お願い
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。また、お席は選べませんのであらかじめご了承ください。

主催公演のご案内 12/28（日）～1/4（日）は休業

次号の文京アカデミーSQUAREは来年1月5日発行です。
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シリーズセット券（4回連続券）発売開始!

vol.28～vol.31

vol.28

S席 16,700円
（S席4公演18,500円のところ）

2009年4月12日（日）15：00開演

全席指定 S席5,000円 A席4,000円 B席3,000円

A席 13,100円
（A席4公演14,500円のところ）

B席 9,900円
（B席4公演11,000円のところ）

【指揮】金聖響　【ギター】木村大
【曲目】ロドリーゴ／アランフェス協奏曲、ラフマニノフ／交響曲第2番 ほか

vol.29 2009年10月3日（土）15：00開演

全席指定 S席3,500円 A席2,500円 B席2,000円

【指揮】尾高忠明　【ピアノ】北村朋幹
【曲目】ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第4番、交響曲第7番

vol.30 2010年1月16日（土）15：00開演

全席指定 S席5,000円 A席4,000円 B席3,000円

【指揮】沼尻竜典　【ヴァイオリン】川久保賜紀
【曲目】サラサーテ／カルメン幻想曲、サン＝サーンス／序奏とロンド・カプリチオーソ ほか

vol.31 2010年3月20日（土）15：00開演

全席指定 S席5,000円 A席4,000円 B席3,000円

【指揮】渡邊一正　【ピアノ】仲道郁代
【曲目】ショパン／ピアノ協奏曲第1番、ベートーヴェン／交響曲第5番「運命」ほか

関連記事が1面に掲載されています。

12月7日（日）10:00～19:00
（1日限り　で電話予約のみ受付）

12月11日（木）10:00から
チケット取扱　 初日のみ1人4セットまで

2階席

響きの森
クラシック・シリーズ

シリーズセット券料金

各公演の詳細は、決まり次第、文京アカデミーホームページにて発表いたします。
http://www.b-academy.jp

●未就学児の入場はご遠慮ください。

響きの森クラシック・シリーズ
vol.28～vol.31
大ホール座席表

■…S席 ■…A席 ■…B席

1階席
区民先行

一般発売

文京区、 （財）文京アカデミーと東京フィルハーモニー交響
楽団の提携事業は、来年で10年目を迎えます。2002年
度から始まった「響きの森クラシック・シリーズ」では、シ
リーズ4公演を同じ席で聴くことができるシリーズセット
券を発売いたします。あなただけのスペシャルリザーブ
シートで、東京フィルと名高いソリストが繰り広げる演奏
をご鑑賞ください。

1人4セットまで

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＝好評発売中

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＝好評発売中

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。

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＝澤田勝秋、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＝好評発売中

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。

2009年 4/24㈮19：00開演
Anything Goes Showtime

（エニシング ゴーズ ショータイム） 

出演＝沢木順、岩崎桃子、唯文、石丸高史　
構成・演出＝立川真利　音楽＝大美賀彰代
お問合せ＝ステップワン 049-248-0180（月〜金12:00〜17:00）
全席自由 5,500円 ●未就学児の入場はご遠慮ください。

チケット取扱 チケット発売＝12/15㈪10：00から

あるコンサートリハーサル風景から舞台は豪華な本番へ
と移りかわる。劇団四季「オペラ座の怪人」など数々の舞
台に主演・沢木 順氏を迎えての楽しいコンサート。

小ホール

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 

© Jun Yoshimura

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
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）
チケット取扱  チケット＝好評発売中

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）
チケット取扱  チケット＝好評発売中

2009年 A2/28㈯14：00・18：30開演 3/4㈬19：00開演 B3/3㈫19：00開演 C3/1㈰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）
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）
チケット取扱  チケット＝好評発売中

2009年 3/25㈬19：00開演
サキタハヂメ「音楽と涙〜のこぎりで奏でる天上の響き〜」

心に響き、涙する―。
天才のこぎり奏者が奏でる、優しく不思議な音の世界。東京で初の単独コンサート開催！
出演＝サキタハヂメ ほか

チケット取扱  チケット＝好評発売中

大ホールその他の公演（チケット料金等の詳細は、お問合せ先まで）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。

チケット取扱 チケット＝好評発売中

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。

Ⓒ TAKASHI OKAMOTO
撮影：荒井健

区民
先行予

約

1人4セ
ット 

まで

完売完売

残席
わずか

区民招待があります。
詳細は2面をご覧ください。

2009年 2/8㈰14：00開演 区民参加オペラ CITTADINO歌劇団 第9期生公演 ベッリーニ作曲 「ノルマ」 原語上演／字幕付　全席指定 2,000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


