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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

東京外国語大学TUFSオープンアカデミー

東京外国語大学 企画広報課広報係

地球と
対話しよ

う!2009年度アカデミー講座開講のおしらせ（4～7月）

開講講座一覧（回数：全12回 受講料：18,000円）
■夜間講座 19：00～21：00

東京外国語大学TUFSオープンアカデミーは、一般市民を対象に、主に
夜間、本郷サテライトで開講しています。

フランス語　イタリア語　ポルトガル語　ロシア語　ポーランド語
カンボジア語　ヒンディー語　アラビア語　トルコ語　日本語
■昼間講座 13：00～15：00または16：00～18：00
ドイツ語  スペイン語  ロシア語  中国語  タイ語  マレーシア語
ベンガル語　ベトナム語　ロシア語で読もうチェーホフ
ポーランド・ユダヤ人の歴史と文化（6回）
中国古典文学入門　ミャンマー（ビルマ）人仏教徒の倫理思想
現代考古学から読み解く日本とアジア（6回）

本郷サテライト 文京区本郷2-14-10 JR「御茶の水」駅下車徒歩10分
府中キャンパス 府中市朝日町3-11-1

開講
場所

TEL042-330-5150 FAX042-330-5140
Email tufs-openacademy@tufs.ac.jp

http：//www.tufs.ac.jp/common/open-academy/index.html

※語学講座は引き続きの講座として後期（10～1月）も12回を予定しています。
※各講座の開講日、レベル、また府中キャンパスでの開講講座については
　お問い合わせ下さい。

◆3月2日より申し込み受付中◆

大 学 公 開 講 座

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。

新年度（4月）から始まる講座

拓殖大学（茗荷谷駅から徒歩3分）

3947-7265FAX3947-7166TEL

●外国語講座（毎週1回／1年間）全16言語
アラビア語・ブラジル･ポルトガル語・広東語・中国語・
ダリー語・ヒンディー語・インドネシア語・韓国語・
モンゴル語・ペルシア語・ロシア語・スペイン語・
タイ語・チベット語・トルコ語・ベトナム語

●日本語教師養成講座（毎週火曜・木曜／2年間・420時間）
●アジア塾（毎週月曜／4～7月）
●国際開発教育ファシリテーター養成コース
　（毎週水曜／1年間）

〈資料請求、お問い合わせは下記まで。〉

拓殖大学 公開講座 検　索

大 学 公 開 講 座

問合せ・資料請求 TEL:03-5684-4816

最寄り駅：南北線「東大前」駅真上

ホームページは

年齢、性別を超えた1年間の継続学習の場

大学での
学びを再び

で

文京学院　　 生涯学習センター

生涯カレッジ 火曜日 30日（60コマ）/1年間

50代からの人生も楽しく充実させたい方へ
楽しく学ぶ、大人の自分磨きの場

楽学50 ～セカンドライフセミナー～
土曜日 12回/半年間

どなたでも受講できます

大　　学
短期大学

文京学院大学 生涯学習 検  索検  索

4月開講 春夏期 223講座 申込受付中

※テーマ毎の受講可

大 学 公 開 講 座 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

施術料：1回2,000円　お子様連れ歓迎です。

耳つぼダイエットは
脂肪だけを燃やして痩せる
健康法です。痩身のプロが
あなたのダイエットを
必ず成功に導きます。

●ダイエット遍歴の末、初めて9kgも減量できました
●70才ですが、3ヶ月かからず10kg減量できました
●「ウエストやお腹から痩せる」は本当でした
●痩身前より元気になり、美肌にもなりました
●通うのが楽しく、心のぜい肉まで落ちたようです

当サロン
終了者の声

で あ い ・ ふ れ あ い ・ か た り あ い 情 報 紙
平成21年3月5日発行第99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

3月号

次号（4月5日発行）で文京アカデミーSQUAREは100号を迎えます。記念特別号をお送りしますのでお楽しみに!! ※ワクワク探偵団は1回お休みします。

文京
ミューズネット

23

【トーキョーワンダーサイト本郷】
本郷2-4-16 TEL.03-5689-5331

開館時間：11：00～19：00（最終入館は18：30）  URL：http://www.tokyo-ws.org  入館料：無料  休館日：月曜日（祝日の場合は翌火曜日）
最寄り駅：JR総武線「御茶ノ水」駅・「水道橋」駅、地下鉄三田線「水道橋」駅、

地下鉄丸ノ内線「御茶ノ水」駅・「本郷三丁目」駅、地下鉄大江戸線「本郷三丁目」駅からそれぞれ徒歩7分
※プログラムや天候の都合上、上記の日程以外も休館する場合があります。 ※開催のプログラムによっては、入場料が発生する場合があります。

データTHEワクワク

世界創造都市「東京」のプラットホーム

トーキョーワンダーサイトでは、様々な分野
の若手支援、育成を行っています。中でも
「Emerging Artists Support Program 展覧
会企画公募」は、企画者（キュレーター）育成
を目的として、展覧会企画を公募し、トー
キョーワンダーサイトの支援のもと、TWS本
郷にて展覧会を実現するプログラム。今年
度は、応募総数28点の中から3組4名の企画
が選ばれました。期間中はアーティストトー
クなどのイベントも開催。HPをチェックし
て、ぜひ足を運んでください。入場無料。

　サラリーマンや学生などで
いつも活気のある御茶ノ水駅。
そこから水道橋に向かって外
堀通りを行くと、街の一角にツ
タの絡んだ建物が見えてきま
す。ここが「トーキョーワンダー
サイト（ＴＷＳ）本郷」です。
　2001年にこの地に誕生し、若

手アーティストの発掘や育成
に尽力している場所・・・言っ
てみればここは芸術や音楽な
どに携わる若手クリエーター
たちの“夢のステージ”なので
す。ほかにも渋谷と青山に拠点
を置き、渋谷では多彩な展覧会
やコンサートを開催、青山では
主に海外からのアーティスト
が滞在して制作を行い、芸術と
いう分野での国際交流の場と
して広く活用されています。
　また、才能あるアーティストの発
掘を目的とした東京都の公募展

「ワンダーウォール」で、毎年約
1,000名を超える応募者の中から
選出された約100名の、さらにその
中から、毎年約20名のアーティスト
がここ本郷にて展覧会を開催しま
す。アーティストは、展覧会を通し
て自作品のプレゼンテーションの
方法や観客とのコミュニケーション
の方法などを実地で学びます。ま
さにここは若手芸術家の登竜門で
あり、紹介される作家たちが次世
代を代表する芸術家となるかも？ 
皆さんもぜひ足を運んで、その目で
“芸術の未来”を確かめてください。

Emerging
Artist
Support
Program

2008
2009年
3月21日～
4月19日

土

日

展覧会
企画
公募

トーキョーワンダーサイト本郷

東京のアートを創造・発信!
若い才能を未来につなぐ
ステージがここに

制作風景：
TWS-Emerging 072 長井朋子
「バラも馬に歌にミドリも庭」 2007
Photo:Ken Kato
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窓口業務等の変更

アカデミー文京施設（B1F、
展示室）の鍵の受け渡し等

窓口の変更
アカデミー文京施設の鍵及び使用機材
の受け渡し等は下記のとおり行います。
（B1F窓口は、施設の案内だけになります。）
■平成21年3月1日～3月31日
　2F（アカデミー施設）貸出備品倉庫
■平成21年4月1日～
　2F文京アカデミー事務室

区民会議室受付窓口の変更
区民会議室使用申請の受付、鍵の受け渡
し窓口を下記のとおり統一します。
■平成21年3月31日まで
2F戸籍住民課前の区民サービスコー
ナーで受付
■平成21年4月1日から
2F文京アカデミー事務室で受付

❹
財団管理施設の変更等

問 合 せ 先

■平成21年4月1日から
●区民センターが区の管理となります。
●スポーツセンター、総合体育館、屋外運動場
等が東京ドームグループの管理となります。
●スポーツ教室事業、各種スポーツ・区民大
会などは、区及び東京ドームグループが行
うことになります。
●企画展、歌壇・俳壇、各種文化大会・つど
いなどの文化育成事業、国際交流推進事
業は区が行うことになります。

❶❷について
　管理課施設管理係 TEL.5803-1100
❸について
　アカデミー文京文化事業係 TEL.5803-1120
❹のスポーツ事業について
　文京区 アカデミー推進課
　国体準備等担当主査 TEL.5803-1850

事務室の変更
■平成21年4月1日から
大・小ホールの事業担当は、B1Fから2F
文京アカデミー事務室に移動します。

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）

無料きもの着付教室 次号の文京アカデミースクエア（4月号）
100号記念号に掲載する広告を募集します。

発行部数 100,000部
配 布 先 文京区内全域に新聞6紙朝刊折込、
 財団・区施設の窓口  その他
体　　裁 タブロイド版8頁 全面カラー印刷
掲載箇所 1～8面の誌面下部
大 き さ 1枠当たり 縦6.0cm×横6.0cm
掲載料金 2～7面（カラー）：1枠当たり31,500円
 （データ制作：実費・別納 ※消費税を含む）
 ※1面、8面の枠は完売いたしました
問合せ先 財団法人 文京アカデミー 管理課庶務係
 〒112-0003 文京区春日1-16-21
 （文京シビックセンター2階）
 TEL 03-5803-1102 
 FAX 03-5800-2230
 メール k-sato@b-academy.jp

チケットのお求めは
大ホール・小ホール共通

※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）

シビックチケット
予約専用電話 03-5803-1111

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。
 電子チケットぴあ  0570-02-9999
 ローソンチケット  0570-000-403

 CNプレイガイド  03-5802-9999
 イープラスhttp://eee.eplus.co.jp/

お願い
●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
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。お席は選べません。あらかじめご了承ください。

 

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

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＝好評発売中

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。

6/26㈮19：00開演

青島広志のおもしろオペラ入門

出演＝青島広志（ピアノとお話）、
　　　横山美奈（ソプラノ）、小野 勉（テノール）
予定曲目＝ヴェルディ/『椿姫』より 乾杯の歌
　　　　　プッチーニ/『蝶々夫人』より

ある晴れた日に
　　　　　レハール/『メリー・ウィドー』より 唇は黙っていても 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

青島広志の世界一おもしろいオペラの授業!? 
実力派ソリストの歌声と軽妙トークで繰り広
げる、オペラの魅力がぎゅーっとつまったコン
サート。

Ⓒ GAKKEN

チケット取扱 チケット＝好評発売中 ●3歳以上の方はチケットが必要です。

【ザ・シビック】'96年4月、（財）文京区地域・
文化振興公社（現:（財）文京アカデミー）が
公募し結成された演劇集団。昨年3月のオ
ーディションにより第13期講習生が選ばれ、
現代劇センター真夏座主宰・演出家池田一
臣氏の指導のもと、練習に励んでいる。
【OBザ・シビック】演劇グループ“ザ・シビ
ック”卒業生により構成された演劇集団。
さらなる技術の向上を目指し、熱のこもっ
た稽古を重ねている。

（2回公演・各回とも2部構成）

全席自由 600円

第13期講習生
卒業公演

出演＝ザ・シビック第13期講習生
作＝宮澤龍太郎  演出＝池田一臣

3/22（日）13：00・17：00開演〈小ホール〉

演劇グループ
第1部
「文の京 今昔ものがたり」

出演＝OBザ・シビック
作＝成井豊  演出＝池田一臣

第2部
「広くて素敵な宇宙じゃないか」

区民参加事業

中面『カルチャー』のコーナー
をご覧ください。

“ザ・シビック”第14期
講習生募集中!

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

平成19年11月にご逝去された、日本画家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、ご鑑賞ください。

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、富嶽文化
賞展等で受賞

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

ーマとした作品を
多数制作。平成14
年度に文京区政功
労賞受賞
平成19年11月7日逝去

川端一郎
回顧展

3/3㈫～12㈭
10:00～18:00

文京シビックセンター
1階展示室
「ギャラリーシビック」

入場
無料

川端一郎 略歴

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（文京区絵画展審査員）による
ギャラリートークがあります。

川端一郎の世界
（シビックセンター地下1階 吹きぬけ回廊）同時開催

小 ホ ー ル

大 ホ ー ル

4/12㈰15：00開演

響きの森 クラシック・シリーズVol.28

指揮＝金聖響　ギター＝木村大
管弦楽＝東京フィルハーモニー交響楽団
曲目＝リムスキー＝コルサコフ／スペイン奇想曲
　　　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

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。
チケット取扱 チケット＝好評発売中

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。

2009〜2010シーズンの幕開けVol.28
は、スペインとロシアの音楽で!若手ギタリス
トのホープ木村大が、名作アランフェスでス
ペインを、快進撃を続ける金聖響は、ラフマ
ニノフでロシアの大地を感じさせます!

ⓒEisuke Miyoshi

3/25㈬19：00開演
音楽と涙〜のこぎりで奏でる天上の響き〜

サキタハヂメコンサート

出演＝サキタハヂメ ほか
お問合せ＝読売新聞東京本社 事業開発部 03-5159-5895
全席指定 S席4,000円、A席3,500円 ※当日券は各500円増し
●未就学児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

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！

7/1㈬19：00開演

仙波清彦 presents
邦楽 リズム御殿
デーモン小暮閣下ご登場！

出演＝仙波清彦、デーモン小暮閣下
演奏＝ 吉森 信（Pf･Key）、バカボン鈴木（Bs）、
　　　三好功郎（Gt）、高橋香織（Vn）、
　　　竹井 誠（尺八･笛）、
　　　望月秀幸・望月正浩・梅屋 巴・
　　　山田貴之・島村聖香（邦楽打楽器）

全席指定
S席4,000円、A席3,000円、B席2,000円
●未就学児の入場はご遠慮ください。
★区民先行予約日3/8㈰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＝3/14㈯10：00から

邦楽器がグルーブ感たっぷりに紡ぎだす日本のリズム！ その多彩なリ
ズムを、鼓奏者の仙波清彦とあのデーモン小暮閣下が楽しく解説！更
に、西欧の音楽との融合をステージで実験しながらチャレンジ！
そこには初めて触れる音楽空間が！

7/10㈮18：30開演
あいつにゃとってもかなわない！
堺 正章＆井上 順
ジョイントコンサート

出演＝堺 正章
　　　井上 順 ほか

全席指定 S席5,500円、A席4,500円
●未就学児の入場はご遠慮ください。
★区民先行予約日3/18㈬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＝3/26㈭10：00から

伝説のコンビ“堺 正章＆井上 順”が復
活! TVに舞台に大活躍の二人が繰り広
げる抱腹絶倒、ヒット曲満載のステージ・
ショー ! あの「かくし芸」や「タップダン
ス」、そして、爆笑トークは見逃せません!!

堅苦しいイメージのある日本の音楽ですが、
歌舞伎など、意外にリズムパターンはノリノリ！
そんなリズムと、バンドサウンドが合体！
デーモン小暮閣下も加わっての大音楽絵巻！
必見！	 仙波清彦 PHOTO by Tetsuro SATO

（Rhythm&Drums Magazine）
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