
音　楽　教　室 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、一般事務に従事する非常勤職員を募集します。

【業務内容】ホール・生涯学習事業企画運営、
 施設貸出等の窓口業務等
【対　　象】健康な方　【募集人員】若干名
【勤務期間】平成21年4月1日～平成22年3月31日
【勤務時間】午前8時30分～午後5時15分、
 午前10時30分～午後7時15分
 （遅番・早番二交替制）
【勤務日数】週31時間（土・日・祝を含む変則勤務）
【賃　　金】当財団規定による（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
【締　　切】平成21年2月13日（金） 必着
【申　　込】履歴書（写真添付）を持参
 又は郵送（締切日必着） 詳細は下記へ
【問 合 せ】（財）文京アカデミー管理課庶務係
 TEL.5803-1102  FAX.5800-2230
 〒112-0003 文京区春日1-16-21

本部

見学・体験無料。
お気軽にお問い合わせ下さい。

／アート（企画）

無料きもの着付教室 補　聴　器 音　楽　教　室 パソコン教室

例えば初心者コースで
4ヶ月間毎日通ったら
1回たったの551円!!

コース料金３１５００円
＋月 ３々１５０円×４ヶ月

総額 ４４１００円
４４１００円÷８０回＝５５１．２５円

リサイクルブランド子供服

い～ふく い～よいこ～

子ども服お売り下さい!
＊1枚から季節問わずOKです。

＊玄関先までお伺いします。

＊新品タグつきや

　未使用品なども大歓迎です。

＊1枚から季節問わずOKです。

＊玄関先までお伺いします。

＊新品タグつきや

　未使用品なども大歓迎です。

冬服はもちろん夏物も大歓迎です！
まずはお気軽に

リサイクルブランド子供服

メモリーズ
http://www.memories-net.com 台東区根岸3-6-18

0120-12-1415

※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。

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

施設名 イベント（日程） 2月の休館（園）日・所在地・お問合せ先

印刷博物館
本展示場：総合展
P&Pギャラリー：
　日本ブルガリア国交再 開50周年記念
　「キリル文字をポスターに」展（〜2/22）

休本展示場：2/9、16、23､3/2
P&Pギャラリー：2/9、16、23〜3/2

場水道1-3-3 問 5840-2300

永青文庫（細川コレクション） 源氏千年と物語絵（〜3/15） 休月 場目白台1-1-1 問 3941-0850
お茶の水おりがみ会館 桃の節句　〜雛〜 休日・祝 場湯島1-7-14 問 3811-4025
オルゴールの
小さな博物館 驚愕のシリンダー・オルゴール展（〜3/7） 休日・月 

場目白台3-25-14 問 3941-0008

旧安田楠雄邸庭園 旧安田邸のおひなまつり（2/25、28〜3/4） 休日〜金（但し、2/25、3/1〜4は開館）
場千駄木5-20-18 問 3822-2699（公開日のみ）

礫
こいしかわ

川浮世絵美術館 2009年新春逸品浮世絵展後期（〜2/25）
歌川国貞展（Ⅰ、文化期）前期（3/1〜25）

休月、2/26〜28
場小石川1-2-3 問 3812-7312

小石川後楽園 「黄門様のお庭で梅まつり」（2/14〜3/1） 休なし 場後楽1-6-6 問 3811-3015
講談社 野間記念館 帝展期の東京画壇（〜3/8） 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 乙女によせるメッセージ展（〜3/29） 休月 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［後期］（〜
3/22） 休月 場弥生2-4-5 問 5684-8780

トーキョーワンダーサイト本郷 TWS-Emerging 113-115
野田和宏・真坂亮平・増子博子（2/14〜3/8）

休月、〜2/13
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
（〜2/13）

休土・日・祝日、2/14〜3/27
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「壱岐坂に刻んだ二十世紀の記憶
 −歯科医学・英語・女子教育」

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 休土・日・祝、平日最終日
場本駒込2-28-21 問 3942-0328

日中友好会館美術館 刺繍でつづる母の愛
　〜少数民族の刺繍工芸〜（〜2/22） 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 生誕150年記念　成瀬仁蔵 墨書展（〜3/4） 休日・月・祝

場目白台2-8-1 問 5981-3376

鳩山会館 常設展示 休 2/9、16、23
場音羽1-7-1 問 5976-2800

ファーブル昆虫館
（虫の詩人の館） 初心者向け標本作製教室（2/22 13:30〜、要予約） 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 ミニ企画「見え隠れする纏」（〜4/26）
収蔵品展「蔵出し！文京ゆかりの絵画」（2/14〜3/22） 休月 場本郷4-9-29 問 3818-7221

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

野球体育博物館 「WBC展」（2/10〜） 休 2/2〜9、16、23
場後楽1-3-61 問 3811-3600

弥生美術館
夭折の挿絵画家 小林秀恒展

僕は死にたくない…! まだしたいことが沢山あるの
だもの…（〜3/29）

休月 場弥生2-4-3 問 3812-0012

六義園 庭園ボランティアガイド（土・日・祝 11時・14時） 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

※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

大
ホ
ー
ル

2月 15日（日）お茶の水OBオーケストラ第26回演奏会 有料 お茶の水OBオーケストラ 江花 3718-0545

17日（火）カトリック小学校連合音楽会 無料 カトリック小学校音楽部 村上 090-6108-1010

19日（木）第43回東京都学校歯科保険研究大会 無料 （社）東京都学校歯科医会 3261-1675

20日（金）人形劇団プーク　春のこどもの劇場 有料 人形劇団プーク 3370-3371

21日（土）第7回文京福祉チャリティーコンサート 有料 （財）富士福祉事業団 042-327-9731

22日（日）第49回全日本リード合奏大会 有料 全日本リード合奏連盟 吉村 048-583-6623
3月 5日（木）2009年度中学入試分析会 無料 進学教室サピックス 5652-0381

6日（金）全事研セミナー 有料 全国公立小中学校事務職員研究会 043-228-0201

14日（土）第10回定期演奏会 有料 国立音楽大学女声合唱団ANGELICA 田邊 090-5788-9856

15日（日）楽団カーニバル2001ウィンドオーケストラ第7回定期演奏会 無料 楽団カーニバル2001 佐藤 070-6638-4907

18日（水）日本交響楽振興財団創立35周年記念コンサート 有料 （財）日本交響楽振興財団 3253-2032

20日（金）文京区交響吹奏楽団　春の定期演奏会2009 無料 文京区交響吹奏楽団 090-3345-5579

21日（土）ヤマハ池袋店合同
アンサンブルコンサート2009 無料 ヤマハミュージック西東京ヤマハクラッセ新宿

 3354-544122日（日）
26日（木）TSM Winds & Big Band Regular Concert 2009 無料 東京スクールオブミュージック専門学校 3688-7217

27日（金）京華学園吹奏楽団第34回定期演奏会 無料 京華学園吹奏楽団 3946-4434

28日（土）第9回チャリティ小さな星たちのコンサート 有料 暁星小学校 3261-1510
4月 3日（金）バレエ発表会 無料 Kei Nakano Classic Ballet Academy 5976-7799

11日（土）ALL JAPAN MESSIAH　演奏会 有料 ALL JAPAN MESSIAH 事務局 080-3356-9526

小
ホ
ー
ル

2月 17日（火）グループ・あおい第15回キューブコンサート 有料 グループ・あおい　長町 090-2176-4335

19日（木）第22回文肢協音楽の集い 有料 文京区心身障害福祉団体連合会 5803-1115

23日（月）東京都公立中学校副校長会研究発表大会 無料 東京都公立中学校副校長会 3813-5871

25日（水）平成20年度放射線安全管理研修会 有料 放射線障害防止中央協議会 5804-8484

28日（土）区民と歯科医師会のつどい 無料 文京区保健衛生部健康推進課 5803-1229
3月 3日（火）音の玉手箱 有料 音の玉手箱 実行委員会 3946-7832

10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

11日（水）第24回三遊亭楽太郎独演会 有料 （株）星企画 3584-4684

12日（木）黒沼幸子ピアノリサイタル 有料 清瀬佳津子 3818-2278

13日（金）漫才バカ一代 第28幕 有料 漫才バカ一代 080-3128-6329

17日（火）大塚商会　文京見聞録 無料 （株）大塚商会 文京支部 5395-3371

19日（木）練馬トロンボーン四重奏リサイタル 有料 練馬トロンボーン四重奏 桐谷 090-6507-7254

24日（火）環境チャリティコンサート vol.23 有料 Mayo Crystal Music 5789-7678

25日（水）土木学会イブニングシアター 無料 （社）土木学会 土木技術映像委員会 3355-3596

26日（木）野田順子フルート教室発表会 無料 音楽の花束 中里 3815-8577

27日（金）第11回定期演奏会 無料 小石川フィルハーモニーオーケストラ部 井原 090-7220-9294

28日（土）petit e^ petit ピアノ発表会 無料 FUNリトミッククラブ 3944-9163

29日（日）第100回舞寿の会クラシックコンサート 無料 小泉紀子 3815-7712

30日（月）軽音楽研究会第17回定期演奏会 無料 都立小石川高校中等教育学校軽音楽研究会 3946-7171
4月 2日（木）スタジオ･フェアリー発表会 無料 スタジオ・フェアリー 3821-4183

3日（金）お茶の水女子大学附属高等学校定期演奏会 無料 お茶の水女子大学附属高等学校吹奏楽部 5978-5856

4日（土）フレッシュガラコンサート 有料 （有）及川音楽事務所 3946-7189

5日（日）大正琴発表会 無料 琴玲会 三井 3816-4991

6日（月）東京理容専修学校入学式 無料 東京理容専修学校 3293-9871

8日（水）
映画「あぶあぶあの奇跡」完成上映会 有料 （株）アズマックス 3408-6360

9日（木）
11日（土）第14回全国歌の甲子園・決勝大会 有料 歌謡アーティスト連盟　鴻田 3587-4784

12日（日）家庭倫理の会文京区講演会 有料 家庭倫理の会文京区 3945-0303

12日（日）帰ってきた改ざん！ フィガロの結婚日本語版 有料 金曜おもいっきりコーラス 3816-3461

13日（月）エレガンテ・ヴィオレッテ25周年記念 有料 中村昌枝 3821-5460

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
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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）
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本紙に掲載されている広告についてのご不明な点は広告主へお問合せください。

第86回 シビックシネマサロン
「かあちゃん」 時代劇 60分

同時上映「おばけ長屋」（アニメ）

　女手ひとりで4人の子どもを育てるお勝は、情が
厚く、評判の女だった。そして…

監督：石原興　原作：山本周五郎
日 2/20㈮ 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

シビックシネマサロン 特別番組
文の京・まるごと映画館

日 2/22㈰ 9：00〜16：00
第１部 文の京・まるごと映画館（9:00〜12:00）
　開場  9:00 「ハリー・ポッターと賢者の石」 152分 上映
申  当日直接会場へ（入退場自由）
第2部  劇映画「人生ごっこ！？」上映と 

林弘樹監督のトーク（13:00〜15:45）
　開場  12:30 劇映画「人生ごっこ！？」 80分

監督：林弘樹
　終映 14:30
　トークショー 14:45〜15:45
　　林弘樹監督、栗山宗大氏（脚本家） 講演、トーク
　閉演 15:45
申入場券を当日の正午にシビックセンター地下
1階で配布。事前申し込み50席・往復はがきに

「シビックシネマサロン特別番組」・住所・氏名・
電話番号・シネマサロン参加回数記入し下記
へ。当選者に入場券引換券を送付。
〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京学習推進係
場アカデミー文京 レクリエーションホール
　（シビックセンター地下1階）
対区内在住・在勤・在学者
定120名（一部先着順）　費無料

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

文京アカデミア特別公開講座
特別展「平泉～みちのくの浄土～」講演会

　平安時代後期に、奥州藤原氏により独特の景観と
文化を築き上げた平泉。中尊寺金色堂や毛越寺庭園
をはじめ世界に例の無い景観と名宝が現存し、これら
の文化遺産の世界遺産登録を目指しています。その

「みちのくの都・平泉」の魅力を余すことなく紹介す
る展覧会の開催を記念して、公開講座を開催します。
日 3/9㈪ 14:30〜
場シビックホール 小ホール
内演題：平泉文化と浄土思想
講盛岡大学教授 大矢邦宣
対区内在住・在勤・在学者
定 371名（超えた場合は抽選）　費無料
申 往復はがきに「平泉講座」、住所、氏名、年齢、
電話番号、返信はがきに返送先を記入し下記へ
〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京学習推進係
ホームページからも申し込みができます。

　http://www.b-academy.jp
締 2/25㈬　※受講者に特別展招待券進呈

特別展　平泉～みちのくの浄土～
平泉の至宝を一同に公開　国宝・重要文化財約100点を含む展示

日 3/14㈯〜4/19㈰
　月曜休館 開館時間10:00〜18:00
場世田谷美術館　問ハローダイヤル 5777-8600

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

『伝統文化こども教室作品展』開催中
　伝統文化こども教室に通うこども達の作品展を
開催しています。
日〜2/26㈭
場シビックセンター地下１階吹きぬけ周囲
問〒112-0003 文京区春日1-16-21

　アカデミー文京文化事業係
アカデミー文京文化事業係　5803-1120

演劇グループ“ザ・シビック”
第14期講習生募集

　演じることの楽しさ、仲間と一緒に作品を創り上
げる喜びを体験してみませんか。初心者大歓迎で
す！ 一年間の講習の成果はシビックホール小ホー
ルで発表します。第13期生の卒業公演のご案内が
4面にあります。
日  平成21年4月〜22年3月の毎週月・木曜

18:30〜21:00
場シビックセンター（変更の場合あり）
講池田一臣（現代劇センター真夏座主宰・演出家）
対 平成21年4月時点で16歳以上の方ならどな
たでも（簡単なオーディション有り）
定 20名程度
費月4,000円（公演費用等はかかりません）
申 指定の応募用紙に写真（スナップ可）を添付
し、通常はがきと80円切手（各1枚）を同封し下
記へ持参または郵送のこと。
〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京文化事業係
締 3/31㈫必着
※オーディションの詳細は、後日郵送で連絡します。
※応募用紙は財団各施設に用意してあります。

（財団ホームページにてダウンロードもできます）
応募書類は返却いたしません。
アカデミー文京文化事業係　5803-1120

第147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『ピアノソ
ロ・連弾』をお送りいたします。
日 2/25㈬ 12:15〜12:45
場区民ひろば（シビックセンター地下2階）
内ピアノソロ・連弾
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

「文京区三曲のつどい」開催
　～日本の伝統にふれてみませんか～
　区内で活動する三曲（三弦・箏・尺八）愛好サー
クルの皆さんが、日頃の練習の成果を発表します。
　どうぞ、お気軽にご来場ください。
日 2/15㈰ 12:00〜17:45（予定）
場シビックホール小ホール
内 区内で活動する三曲（三弦・筝・尺八）愛好
サークルの発表
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

平成20年度財団法人文京アカデミー企画展
「マニアーナ またあした ― 川端一郎回顧展 ―」
　平成19年11月にご逝去された、日本画の川端一郎画伯の回顧展を開催いたします。
画伯は文京区が主催する文化祭の絵画展審査員や日本画の講師として長期にわたり文
京区の文化の育成と発展に寄与されました。皆様お誘い合わせの上、ご参集ください。

川端一郎 略歴

昭和12年 静岡県清水市（現静岡市清水区）生まれ。
昭和39年 文化学院美術科卒業。
昭和49年 創画会設立により同会に参加。以後毎回出品。
 個展、グループ展多数のほか、富岳文化賞展で受賞。

昭和47年より文京区に在住。昭和62年より文京区日本画家
専門指導員となる。この間欧州を頻繁に訪問。特にスペイ
ンをこよなく愛し、同地をテーマの作品を多数制作。平成14
年度に文京区政功労者として表彰。

平成19年11月7日没。

日  3/3㈫〜12㈭ 10:00〜18:00　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」　費無料
協力：文京美術会・文京美術研究会
※ 会期中、3/7㈯ 14：00から高田博氏によるギャラリートークがあります。
※同時開催：写真展「日本画家 川端一郎の旅（仮称）」（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

区民俳句大会参加者募集
日 3/14㈯ 13:00〜16:30
場  アカデミー文京レクリエーションホール 
（文京シビックセンター地下1階）

対区内在住・在勤・在学者　定 100名（申込順）　費無料
投句方法：兼題「亀鳴く」1句・席題（当日発表）
1句を題詠する。作品は未発表のものに限る。
作品発表：互選3句を披講し、選者選（特選6句、
佳作10句）を表彰する。
選者：松澤昭（ぶんきょう俳壇選者）、佐怒賀正
美（ぶんきょう俳壇選者）
申直接又は電話でアカデミー文京文化事業係へ

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

「文京区民踊のつどい」開催
　～日本の伝統芸能にふれてみませんか～
　毎年恒例となりました「文京区民踊のつどい」を
開催します。区内で活動する民踊愛好家の皆さん
が、日頃の練習の成果を発表します。
日 3/8㈰ 11:00〜17:00（予定）
場シビックホール小ホール
内区内で活動する民踊愛好サークルの発表
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

Bunkyo English Sightseeing Tour
文京・英語観光ツアー　外国人参加者募集

Bunkyo English Tour Guide Group will be organizing a 
sightseeing tour for foreign guests around "Koishikawa  
Korakuen Gardens" which is widely recognized as one 
of the most beautiful, historic gardens in Japan.

日 3/28㈯ 13:30〜16:00
Tour Route : Bunkyo Civic Center (observatory floor) 
and  Koishikawa Korakuen Gardens
Date & Time : 2009  March 28 (Sat) 1:30 p.m. ~ 4:00 
p.m.  Please meet at 1:15 p.m.
Meeting Place : Bunkyo Civic Center second basement 
floor Kumin Hiroba (Citizens’ square) 
Number of Guests : Max. 15 (drawing in case of over number)
Participation Fee : Free    Closing Date : March 12
Application : 
a)  Via Bunkyo Academy HP : hppt://www.b-academy. jp 

(Go to Events Information page)
b) by fax >>> 03-5803-1341
c) by e-mail >>> y-shintaku@b-academy.jp
 *In either case please do not forget specifying guest’s 
full name/address/phone number & nationality.
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

文の京オリンピック・パラリンピックムーブメント事業
第3回みんなで楽しくキンボール大会

日 3/14㈯ 9:30〜12:30　場スポーツセンター

対小学生以上の区内在住・在勤・在学者

部門：
1. 小学生の部（小・中学生） 2. ファミリーの部（小
学生を2人以上含む） 3. 一般の部（女性を1人以
上含む） 4. 体験の部（未経験者・初心者）
※ 1チーム4〜6人での申込、個人での申込も可
（主催者側でチームを編成）
申所定の申込用紙に記入し、郵送またはFAXで下記へ
※ 申込用紙は、総合体育館・スポーツセンター

で配布または財団HPからダウンロード
締 3/9㈪　費無料

問〒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スポーツ青少年係
TEL 3944-2273  FAX3944-5549

スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

区民ローラースポーツ大会
日 3/20（金・祝） 15:00〜（受付は10：30〜）
場スポーツセンター
対区内在住・在勤・在学者
内 種目：スピード競技・ローラーホッケー競技・
スラローム競技・スケートボード競技
費中学生以下500円、高校生以上1,000円
　（保険料含む）
申住所・氏名・年齢・靴のサイズ・希望種目を明
記のうえ3/10㈫までにFAXまたは電話で文京区
ローラースポーツ連盟へ
問文京区ローラースポーツ連盟

TEL 5940-4556　FAX 5940-4557
スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

東京大学留学生センター共催事業
多文化社会を生きるⅡ　
～日本留学と芸術家活動～

　日本留学を経て、詩人、音楽家として活躍されて
いる中国出身の芸術家による、お話と演奏をお楽し
みください。
日 2/14㈯ 13:30〜17:00
場スカイホール　対どなたでも（先着順）
定100人　費無料

内  第一部「二つの言語の狭間に、外国人詩人として生きる」 
詩人： 田 原（ティアン ユアン）

　第二部「中国琵琶の世界と日本」 演奏：王 曉東（ワン シャオトン）

　第三部「日本留学と芸術家活動」トーク
申「多文化社会」・住所・氏名・電話番号・メール
アドレスを明記し、東京大学留学生センターへ。

① Eメール seminar@ic.u-tokyo.ac.jp
② FAX 5805-7807

問東京大学留学生センター TEL5841-2360 
アカデミー文京国際交流推進係　5803-1310

ミュージカル・ライブ・ステージへのご招待
　文京区民有志と東京ミュージック＆メディア
アーツ尚美ミュージカル学科生による「ミュージカ
ル・ライブ・ステージ」公演にご招待します。

日 3/8㈰ 17:00〜　場  シビックホール大ホール

対区内在住・在勤・在学者　費無料
定100組200人（定員になり次第締切）
申往復はがき（1枚2名まで）に住所（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

締 2/20㈮必着
アカデミー文京文化事業係　5803-1120

第23回 アカデミー向丘まつり
　アカデミー向丘を利用している団体相互の親睦
と交流を深め、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、各サークルの活動内容の発
表を中心に、アカデミー向丘まつりを開催します。
皆様のご来場をお待ちしています。
日 3/7㈯10:00〜20:00、8㈰10:00〜16:00
場アカデミー向丘（文京区向丘2-5-7）

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

開催日 発表内容 展示等

3/7
㈯

卓球、子供映画会、レク
ダンス、合唱、舞踊、フ
ラダンス、社交ダンス

生け花、工芸、
こどもの絵画、書道、
絵手紙、模擬店等
※ 5階踊り場ではわた

あめを無料配布し
ます。

7日：12：00〜15：00
8日：11：00〜14：00

3/8
㈰

子供映画会、レクダン
ス、ストレッチ体操、大
正琴、太極拳、バレエ、
ジャズ ダ ン ス、合 唱、
室内管弦楽、薄茶点前

（表千家）

メセナ講演会 ゆっくリズム・いっしょリズム
「演じてみよう紙芝居

―紙芝居の魅力と演じ方」
　演じる方も見るほうも、「いっしょ」という
共感の世界に浸る不思議な空間、紙芝居。紙
芝居は、日本人が創り出した世界に誇る児童
文化として、今世界中に広がり始めています。
素朴でいて奥の深い、ゆっくりした流れの中の魅力に迫
る、「目からうろこ」の紙芝居徹底解明講演会！
日 3/7㈯ 13:30〜15:30
場KAMISHIBAIHALL  紙芝居ホール
　㈱童心社 4階 （文京区千石4-6-6）
講童心社 代表取締役会長　酒井京子
定 50名（超えた場合は抽選）　費無料
申往復はがきに「紙芝居講演会」と書き、住所、
氏名、年齢、性別、電話番号と、返信はがきに返
信先の住所と氏名を明記し下記へ
〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京学習推進係
締 2/20㈮必着　※ 2月25日以降当落の返信がない

場合はお問い合わせください。
アカデミー文京学習推進係　5803-1119

メセナ講演会 今がチャンスだ、考えよう！
「都市直下地震の脅威と減災対策」
　直下地震。この恐怖は一度体感したら忘れ
ることはありません。14年前の阪神・淡路震
災を振り返り、都市直下地震の驚異的な揺れ
方や、生活基盤への脅威について解り易く講
演して頂くとともに、現段階で可能な対処法などについ
て改めて考えます。今がチャンス。ぜひご参加ください。
共催： ㈶文京アカデミー、 ㈳地盤工学会、文京区　
日 3/10㈫ 13:30〜15:30
場  アカデミー文京（シビックセンター地下1階） 

レクリエーションホール 
（講演会終了後に起震車の体験乗車ができます）

講東京工業大学 大学院総合理工学研究科 教授 大町達夫
対区内在住・在勤・在学者及び一般
定100名（超えた場合は抽選）　費無料
申往復はがきに「地震講演会」と書き、住所、氏
名、年齢、性別、電話番号と、返信はがきに返信
先の住所と氏名を明記し下記へ
〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京学習推進係
締 2/25㈬必着　※ 3月2日以降当落の返信がない

場合はお問い合わせください。
アカデミー文京学習推進係　5803-1119

前号の答え

応募総数22通、正解率100％解 体 新 書

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。

アートウォールシビック 出品者募集
　シビックセンター地下1階アトリウムを囲む回廊「アート
ウォール・シビック」は若手芸術家の創作活動を支援していま
す。あなたのセンスで展示スペースを自由に演出してみませ
んか。作品展開催希望者（グループも可）を募集しています。
対区内在住・在勤・在学、または区内を活動拠点
としている40才未満の方またはグループ
内絵画・版画・写真・染織など壁面に展示可能な作品

期間：5月〜9月（出品者1名・グループにつき1ヶ月間）
申 アカデミー文京にて配布する申込書に記入し、
展示予定作品のうち１点の写真（グループの場合
は１人１点）を同封の上、直接または郵送で下記へ。
〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京文化事業係
締 3/13㈮必着　費無料

アカデミー文京文化事業係　5803-1120


