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●問い合わせ
203-5685-5171 
https://kitabunka.
or.jp/tabata/

田端
文士村
記念館

〒114-8523
北区田端6－1－2

@bunshimura

北区民割引
取り扱い

ほ

ぴ

カ
e＋

北とぴあ1階チケット売場 ◆窓口のみ 10:00～20:00
※臨時休館日は10:00～18:00  ※年末年始・全館休館日は休業

チケットぴあ ◆https://t.pia.jp/ 　◆セブン-イレブン  （要Pコード）
イープラス ◆https://eplus.jp　◆ファミリーマート

チケットのお求め〔発売初日は10:00～〕

北区民割引                       北区にお住まいの方は、割引価格で購入できます（お一人様4枚まで）。
【ほくとぴあチケットオンライン】要事前登録 
【北とぴあ1階チケット売場】北区在住を確認できるもの（免許証、保険証など）をご提示ください。

ほくとぴあメンバーズ割引  ほくとぴあメンバーズの方は割引価格で購入できます。

託児サービス  公演1週間前（土・日・祝日の場合はその前営業日）までにご予約ください。
受付：（株）マザーズ20120-788-222（平日10:00～12:00、13:00～17:00）

車椅子のままご鑑賞いただける公演です（数に限りがあります）。

表記の年齢からご入場いただける公演です。

掲載マークの見方

発行：公益財団法人北区文化振興財団　
〒114-8503  北区王子1-11-1 北とぴあ内
TEL／03-5390-1221  FAX／03-5390-1147   
発行部数：95,000部　9月25日発行

          公演情報
 ツイートしてます
          @kcf_infohttps://kitabunka.or.jp/　  
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※開場時間は、特に表記のない限り開演の30分前です。

北区文化振興財団
ホームページ

●10・11月の休館日：
10/3・11・12・17・24・31
11/4・7・14・21・24・28

開館時間10：00～17：00
（入館は16：30まで）

田端ひととき散歩 上映会

カンフェティ  ◆20120-240-540（平日10:00～18:00）
                         ◆https://www.confetti-web.com 

北区民割引
取り扱い

ほくとぴあチケットオンライン（ほくチケ）
◆https://p-ticket.jp/kitabunka

大正14年4月、萩原朔太郎は親友の室生犀星を頼りに田端へ転居しました。その知らせを聞いた芥川龍之介は
「田端に萩原朔太郎来り、田端大いに詩的なり」と、朔太郎がやって来た喜びを友人に伝えています。
3人は切磋琢磨しながら互いを批評し活発な議論を交わすなど、唯一無二の関係となり交友を深めました。
本展では、彼らの交友と詩的精神について、それぞれの関連資料から紐解きます。

朔太郎・犀星・龍之介の友情と詩的精神
萩原朔太郎大全2022企画展

▼常設展示スペースで同時開催の特別展▼

講演会

～タバタニサクタロウキタリ～

※休館日を除く10/1    ～2023 1/22 日土

シューマニアーナ
～ドイツのロマンティックな
     愛と詩情につつまれて～

小倉貴久子と巡るクラシックの旅 Vol.5

全席指定    　　　Pコード：224-811
S席:4,500円（ペア8,000円）              3,800円（ペア7,000円）
A席:4,000円             3,300円　25歳以下  各席種一般価格の半額

 
 

2023 2/18 15：00開演土

6

北とぴあ さくらホール

※25歳以下券は、入場時に生年月日が分かるもの（保険証・学生証等）を要提示。
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野口雨情が紡いだ言葉の魅力
～生誕140年を迎えて～

映画「HAZAN」
～陶芸家・板谷波山の半生～

入場料 無料

ハロウィン村のかぼちゃの木
芸大とあそぼうin北とぴあ

1

東京芸術大学学生＆
卒業生有志オーケストラ

演奏

ロベルト・シューマン：ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
『子供の情景』より「トロイメライ」、『ミルテの花』より「献呈」
クララ・シューマン：『音楽の夜会』より「ノットゥルノ」　ほか

曲目

小倉貴久子（フォルテピアノ）、渡辺祐介（指揮、バリトン）
若松夏美（ヴァイオリン）  ほか

演奏

ムソルグスキー：はげ山の一夜
サン=サーンス：死の舞踏
中田ヤスタカ：
Crazy Party Night
～ぱんぷきんの逆襲～ ほか

予定曲

田尻真高指揮
瀧本真己（ソプラノ）
本多 都（メゾソプラノ）
寺島弘城（テノール）
岸野裕貴（テノール）
関口直仁（バリトン）
東京滝野川少年少女合唱団
（合唱） ほか

出演

楽しいオリジナルストーリーをオーケストラの演奏と歌でお贈りします。
大人も子どもも楽しめるクラシックコンサート♪

北区第九演奏会
フレッシュ名曲コンサート

３年ぶりの北区第九演奏会！
皆さんの心に響く「歓喜の歌」を
お届けします。

～夜のままで
Let the night be long～
フランスの古楽グループが贈る、
17世紀フランスの雅な宮廷歌曲の世界！

11/20 日 13：00開演
12/11 日 14：00開演

朔太郎、龍之介、
ときどきマジック？

11/21（月）必着申込締切50名（抽選）定員

栗原飛宇馬
（デジタルハリウッド大学非常勤講師）

講師

50名（抽選）定員

NYACKINTOSH

※午前・午後とも出演者・内容は同じ。※2歳以下は保護者の膝上鑑賞に限り無料。
お席が必要な場合はチケットをお求めください。3歳以上はチケットが必要です。

11/5 土 午前の部 11：00開演
午後の部 14：00開演

全席指定   　　            
１階席:2,000円              1,500円   
2階席:1,500円              1,000円

 
 

北区民は
500円お得!!

0

北とぴあ さくらホール

ル・カミュ：夜のままで
ランベール：楽しもう、甘い安らぎを
シャルパンティエ：泉のほとりで
マレ：シャコンヌ
リュリ：イタリア人の嘆き
ダングルベール：組曲 ト長調  ほか　

曲目

レゼポペ：
クレール・ルフィリアートル（ソプラノ）
エマニュエル・ジラール（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
ステファン・フュジェ（チェンバロ）

出演

10/31（月）必着申込締切 50名（抽選）定員 11/28（月）必着申込締切

フランス・バロック・オペラの最高峰を日本で初めて全編本格上演!
己の使命と恋心に揺れる魔女アルミードのものがたり!

【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

6

※25歳以下券は、入場時に生年月日が分かるもの（保険証・学生証等）を要提示。
※両日とも出演者・内容は同じ。

  

金12/9 18：00開演
SS席:8,000円            7,000円 25歳以下 4,000円
 S席:6,000円            5,000円 25歳以下 3,000円
 A席:3,000円             割引なし 25歳以下 1,500円  

 
 

全席指定 　　          Pコード：220-897        

 

日12/11 14：00開演
SS席:9,000円            8,000円 25歳以下 4,500円
 S席:7,000円            6,000円 25歳以下 3,500円
 A席:4,000円            割引なし 25歳以下 2,000円

北とぴあさくらホール
平日は

1,000円お得!!
北区民は
さらにお得!!

【問い合わせ】北区文化振興財団 
203-5390-1221（平日9:00～17:00）

 
 
 

発売中!

※25歳以下券は、入場時に生年月日が分かるもの（保険証・学生証等）を要提示。

11/18 金 19：00開演
全席指定   　　       Pコード：222-252   　　            
一般4,000円              3,500円　25歳以下  2,000円    

北区民は
500円お得!! 6

北とぴあ さくらホール

【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

発売中!

発売中!

レゼポペ来日公演

©Shin Yamagishi

全席指定             　S席：3,000円  　 2,700円　A席：2,000円  　 1,800円
12/17
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）
【主催】北区文化振興財団／公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化会館　【企画協力】東京オーケストラ事業協同組合

15：00開演土 北とぴあ さくらホール

6

曲目 ベートーヴェン：
劇音楽「エグモント」作品84より序曲 ヘ短調
交響曲第9番 ニ短調 作品125「合唱付き」

10/6㊍一般発売
  

指揮
藤岡幸夫

萩原朔太郎

▶「見しらぬ犬」
詩稿

企画展の見どころ
見どころ
1

朔太郎の
処女詩集
『月に吠える』に
所収の詩稿を
初公開！

犀星が朔太郎亡き後、
友を想って書いた
貴重な原稿を初公開！
犀星と朔太郎の
熱い友情を感じる
エピソードも
紹介します！

▶室生犀星 ▶芥川龍之介

見どころ
2

朔太郎の詩に感動した
龍之介が、感激を伝える
ため朔太郎の家に寝巻の
まま飛び込んだ逸話など、
2人の様々なエピソード
を展示で紹介！

内容　　  生誕地・磯原（北茨城市）で育まれた雨情独自の感
性について、田端に発行所のあった児童雑誌『金の船・金
の星』の掲載作品の中から紹介します。

内容 詩集『月に吠える』『青猫』で口語自由
詩を完成させた萩原朔太郎の詩の魅
力と、趣味であったマジックについて、
さらには芥川龍之介ら田端文士との
関係性など、文学研究者・栗原氏が講
演。朔太郎が得意としたマジックとは？ 

12/18 日 13：00開演
内容        生誕150年にちなみ、陶芸家界初の文化勲章
受章者・板谷波山の半生を描いた感動作を上映し
ます。 ※散策は行いません。

▶

龍之介の
第一短編集
『羅生門』。
本の扉に
漱石への献辞が
刻まれている。

芥川龍之介と
           夏目漱石
内容 龍之介の作家人生は、漱石に激

賞されることで始まりました。生涯
を通じて漱石への憧れを書き残し
ています。ふたりの言葉やエピソー
ドを、資料を通じて紹介します。

内容

野口雨情

栗原飛宇馬

野口雨情生誕140周年
童謡に込められた雨情の詩心

雨情が作詞した童謡の数々は、今なお世代を超えて歌い
継がれています。児童雑誌『金の船』との関わりから始まる
田端時代を中心に、雨情の作品の裏に隠されたエピソード
などを紹介します。

           〒114-8523（住所不要）田端文士村記念館E係宛先

往復はがき、または右の専用フォームからご応募ください。
1件につき1名（同居家族に限り2名まで申込可）。

講演会・ひととき散歩・上映会の申込方法

専用フォームは
             コチラ➔

当館研究員の解説後、
ゆかりの地を散策します。

往信用裏面①講座名 ②開催日 ③住所
　　　　　④氏名（2名の場合は全員分）
　　　　　⑤電話番号 ⑥年齢　
返信用表面：応募者の住所・氏名

10/11㊋一般発売【問い合わせ】北区文化振興財団 
203-5390-1221（平日9:00～17:00）

人気
シリーズ
最終回

©Hiromi NAGATOMO ©HAL KUZUYA

©Tadahiko Nagata ©Sebastien Brohier©Innee Singh

湯川亜也子
（メゾソプラノ）

ピエール=フランソワ・ドレ
（演出・振付・バロックダンス）

フィリップ・タルボ
（テノール）

与那城 敬
（バリトン）

波多野睦美
（メゾソプラノ）

寺神戸 亮
（指揮・ヴァイオリン）

クレール・ルフィリアートル
（ソプラノ）

ロマナ・アニエル
（演出）

合唱・管弦楽

歌手 中嶋克彦（テノール）、山本悠尋（バリトン） ほか

レ・ボレアード（オリジナル楽器使用）
バロックダンス ニコレタ・ジャンカーキ、ダリウス・ブロジェク、松本更紗

e＋カほ ぴチ

カほ チ

e＋カほ ぴチ

管弦楽 東京交響楽団

カほ チ

©国立国会図書館

©国立国会図書館 ©国立国会図書館

見どころ
3

e＋カほ ぴチ

シ
ュ
ー
マ
ン
夫
妻
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
、ソ
ロ
、

室
内
楽
、歌
曲
を
当
時
の
ス
タ
イ
ル
で

梶田真未（ソプラノ）     向野由美子（メゾソプラノ）  工藤和真（テノール）　　　岡 昭宏（バリトン）

マジックの
実演も
あるかも！？

いよいよ開幕！今年もたくさんのラインナップをご用意しました。
芸術の秋、ぜひさまざまな音楽体験をしてください！

芸大とあそぼう in 北とぴあ

オーケストラの生演奏に
歌やダンスも楽しめる!
親子で一緒に本格
クラシックコンサート!

11/5（土）11:00/14:00開演
北とぴあ さくらホール

ハロウィン村の
かぼちゃの木

ラ・ガラッシア コンサート
 「天使と悪魔」

11/11（金）19:00開演
北とぴあ つつじホール

第99回 二期会オペラ
研修所コンサート

11/17（木）18:30開演
北とぴあ さくらホール

【問い合わせ】
北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

レゼポぺ来日公演
～夜のままでLet the night be long～

11/18（金）19:00開演 北とぴあ さくらホール

北とぴあ
さくらホール

フランスから旬の古楽アンサンブルがやってくる！ 17世紀
フランス宮廷で流行った恋の歌を聴いてみませんか？

パイプオルガン演奏会
（プレ公演）

10/30（日）15:00開演
北とぴあ１階 区民プラザ

阿部 翠出演

無料

パイプオルガン演奏会

11/27（日）15:00開演
北とぴあ１階 区民プラザ

千田寧子出演

無料

上野学園大学学生による
ロビーコンサート
（サクソフォンアンサンブル）

11/23（水・祝）12:30開演
北とぴあ１階 区民プラザ

無料

名探偵とクリスマス・キャロル

11/23（水・祝）14:00開演
北とぴあ つつじホール

～ホームズとディケンズのロンドンへ！
ダンスと音楽の旅～

魂を揺さぶるフラメンコ、
香り立つスペインの風

11/27（日）18:00開演
北とぴあ つつじホール

《アルミード》

12/9（金）18:00開演
12/11（日）14:00開演

〈伝統尺八と革新尺八〉
楽器の変遷から
尺八の未来を考える

12/8（木）19:00開演
北とぴあ つつじホール

アルミーダのマドリガーレ
12/1（木）12:00/15:00 旧古河庭園・洋館

～解放されたエルサレムと同時代の音楽～

フランス・バロック・オペラの傑作を
日本初演する貴重な公演！ 歌だけでなく
華麗なバロックダンスもお楽しみに！

リュリ作曲
オペラ

音とことばのエスキース

12/15（木）13:00/15:00
旧古河庭園・洋館

―音楽家F.エッケルト、
    　建築家J.コンドルに寄せて―

音楽祭
ツイッターも
更新中♪
@HIMF_info

各公演の詳細は
音楽祭特設
ホームページを
ご覧ください。

©T.Tairadate／TSO

©Etienne Charbonnier



11 回月の

 全席指定      　  　Pコード：226-821
 S席:5,000円           4,500円  A席:3,500円          3,150円
 B席:2,000円            1,800円    学生:1,000円

                       「身近なものが大変身！
新聞紙の粘土を使って動物を造ろう！」

こ
の
欄
は
広
告
で
す
。お
問
い
合
わ
せ
は
企
業・団
体
へ
。

●エンジョイ北区は奇数月の25日に新聞折込をしています。また、北とぴあをはじめとした北区内の公共施設、広報スタンド、協力店などに設置しています。

【問い合わせ】203-6338-5711（9：00 ～ 17：00）
                 kcf_bunkasinkou@kitabunka.tokyo
休館日：月曜日（月曜日が休日の場合は直後の休日でない日）
https://kitabunka.or.jp/cocokita/
〒114-0003 北区豊島5-3-13
※アクセスは下記をご覧ください。  ココキタ 検索皆さんの文化芸術活動を応援するココキタへぜひ来てみてください。 

2 3

発売中!
 

王子カルチャーロード・ギャラリー［王子駅北口ガード下］ 
  9/29 木～10/10 月 はたらく消防の写生会絵画（王子消防署）
10/13 木～10/24 月 都立王子特別支援学校作品展（王子特別支援学校）
10/27 木～11/  7 月 めんどりサロンいきいきサークル絵手紙を楽しむ会作品展（たすけあいワーカーズひよこ）
10/27 木～11/  7 月 オレンジリボンキャンペーン活動紹介（子ども家庭支援センター）
11/10 木～11/21 月 絵画工房たゆたう作品展（ピアネット北）
11/25 金～12/  5 月 アート書会員作品展（アート書クラブ）

11/11金19:00 
つつじホール

11/12土13:00 
15階ペガサスホール

11/2水13:00 
つつじホール

11/24木16:00 
つつじホール

11/27日18:00 
つつじホール

11/16水19:00 
さくらホール

11/5土～12/15木

11/5土～11/6日
ココキタ スタジオ1

11/5土11:00/14:00 
さくらホール

11/18金19:00 
さくらホール

11/23水㊗14:00 
つつじホール

11/17木18:30 
さくらホール

10/8土14:30 
さくらホール

9/17土～10/16日
つつじホール ほか

10/29土14:00 
14階カナリアホール

10/30日～12/4日
さくらホール ほか

10/12水14:00 
つつじホール

10/13木13:30 
つつじホール

10/4火13:30/18:00 
さくらホール

10/8土14:00 
つつじホール

10/20木18:30 
飛鳥山公園内野外舞台

10/23日14:00 
さくらホール

10/16日14:00 
さくらホール

第30回 輝く☆未来の星アカンサスコンサート
入場無料（事前申込制）※詳細は2面　問北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜除く9:00～17:00）

北区文化芸術祭
※詳細は3面　問北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜除く9:00～17:00）

陽二蓮 歌のコンサート Vol.26
ほチ※詳細は2面　問東京中国歌舞団 2090-3479-8251

フレッシュ名曲コンサート北区第九演奏会キャンペーンコンサート 梶田真未ソプラノ・リサイタル
ほチ入場無料（要座席指定券）　問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

高橋エミ コンサート2022
ほチ※詳細は2面　問高橋エミ公演実行委員会 203-3927-8909

落語theディスカバリィ～東西聴きくらべ 落語の魅力再発見!～
ほチ※詳細は2面　問落語ステージ・ワゴン 2077-598-6203（平日10:00～17:00）

ほくとぴあ亭1000円落語 11月の回 【残席僅少】
ほチ※詳細は2面　問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

 

新年一発目を飾るにふさわしいにぎやかな落語会！お客様アンケートで好評を博した人気者たちが集結！

11/12 13：00開演土
全席自由             一般1,000円  　 900円   ほ

6

北とぴあ15階 ペガサスホール

【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17：00）
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～次代を築く落語家の妙技～

6

5 6

ベテラン歌手・高橋エミが、ポップス、
歌謡曲など様々な名曲を歌い上げる!

高橋エミコンサート

EMI TAKAHASHI 
CONCERT 2022

全席指定    　    一般4,000円        3,600円
10/12
【問い合わせ】高橋エミ公演実行委員会 203-3927-8909

14：00開演水
北とぴあ つつじホール

ほくとぴあ亭特別編「人気者集合！新春落語2023」

北とぴあ つつじホール
2023 1/7 14：00開演土
全席指定            一般1,600円 　 　1,440円  ほ
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）10/12㊌一般発売 6

発売中!

落語theディスカバリィ
～東西聴きくらべ落語の魅力再発見！～

全席指定     　        Pコード：514-577　一般3,500円    　     3,000円
当日券　一般4,000円             3,500円 

 
10/13
【問い合わせ】落語ステージ・ワゴン 2077-598-6203 （平日10:00～17:00）
【詳細情報】https://stage-wagon.com 【予約フォーム】https://notionforms.io/forms/-749 

13：30開演木

6

同じ落語なのに、おもしろみも趣もこんなに違う江戸と
上方。江戸落語を体現する二人の春風亭と、NHK新人
落語大賞優勝の二人の上方噺家、計四名の人気落語
家が北とぴあに笑いを届けます。江戸の味わいと上方の
風味、双方を贅沢にお楽しみください。

おもむき

トークコーナー
司会：桂 弥太郎
三味線：豊田公美子

江戸 上方
九代目
春風亭 柳枝 春風亭 朝枝 桂 華紋 桂 二葉

りゅう   し ちょう   し か   もん に    よう

チケット予約フォーム

第30回 輝く☆未来の星アカンサスコンサート

北とぴあ つつじホール
6

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校生徒出演 入場無料（事前申込制）料金 300名（抽選）定員

kcf_bunkasinkou@kitabunka.tokyoE-Mail

往復はがき、またはＥメールに下記事項をご記入のうえ、お申し込みください。申込方法
①公演名②希望人数（2名まで・未就学児不可）③住所④電話番号⑤氏名⑥年齢
※車椅子席をご希望の方はその旨を明記してください。数に限りがあります。
※往復はがきの返信用表面には代表者の郵便番号・住所・氏名を記入してください。
※Ｅメールは件名を「11/24輝く未来の星 Ｅ」としてください。また下記アドレスから
　当落結果を受信できるようメール設定をお願いします。

【問い合わせ】北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜を除く ９：００～１７：００）

木11/24 16：00開演

すぐれた音楽家をめざす東京藝術大学附属高校の生徒たちが、自分たちの手で企画・出演するコンサートです。

         11/8（火）必着締切
〒114-0003 北区豊島５-３-１３ ココキタ 「輝く未来の星アカンサスコンサート」E係宛先

最新情報は、ホームページにも掲載します

全席自由    　    一般4,000円              3,600円

発売中!

発売中!

残少発売中!

北とぴあ14階 カナリアホール

今こそ、音楽を通して、故郷への思い、平和への祈りを届けたい！

日中国交正常化
50周年記念

 

出演 陽 二蓮（歌手）、蒋 婷（琵琶）、劉 錦程（揚琴）
汪 成（二胡）、川島葉子（フルート）

曲目 母の月（オリジナル曲）、我和我的祖国（歌）
春江花月夜（琵琶）、良宵（二胡）
翼をください（歌）、アメイジンググレイス（歌）
見上げてごらん夜の星を（フルート）  ほか

10/29
【問い合わせ】東京中国歌舞団 2090-3479-8251

14：00開演土

陽 二蓮 蒋 婷蒋 婷汪 成汪 成

川島葉子川島葉子

陽二蓮 歌のコンサート Vol.26

新型コロナウイルス感染状況に伴う公演等の開催について 新型コロナウイルス感染拡大の状況により、公演中止・延期や会期が変更となる場合がございます。開催状況につきましては、事前に各イベントの問い合わせ先へ
ご確認ください。また、各施設も開館時間の変更、臨時休館となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■滝野川会館　
 西ヶ原 1-23-3
203-3910-1651
■JR上中里駅より 徒歩7分
■JR駒込駅東口より 
　徒歩10分
■南北線西ケ原駅より
　徒歩7分
■北区コミュニティバス
　王子・駒込ルート停留所⑪・⑰
　田端循環ルート停留所⑪
　各停留所より徒歩1分

■田端文士村記念館　
 田端 6-1-2
203-5685-5171
■JR田端駅
　北口より 
　徒歩2分
■北区
　コミュニティバス
　田端循環ルート
　停留所⑥すぐ

■東京都北区文化芸術活動拠点                      
ココキタ　北区豊島 5-3-13
203-3913-8363
■JR・南北線王子駅より 徒歩20分
■南北線王子神谷駅より 徒歩17分
■都電荒川線王子駅前より 
　徒歩21分
■都バス「豊島五丁目団地行・
　宮城循環・西新井駅行」
　豊島五丁目団地下車 徒歩3分 
　豊島六丁目下車 徒歩3分 

●さくらホール（大ホール）
●つつじホール（小ホール）

■北とぴあ　王子 1-11-1
203-5390-1100

■JR王子駅より 徒歩2分
■都電荒川線王子駅前より 
徒歩4分
■南北線王子駅 
5番出口より 直結
■北区コミュニティバス
　王子・駒込ルート
　停留所①より 
　徒歩1分

■赤羽会館　
 北区赤羽南 1-13-1 
 203-3901-8121

■JR赤羽駅
　より 徒歩5分
■南北線
　赤羽岩淵駅より 
　徒歩10分

問北区文化振興財団 
203-5390-1223（平日9:00～17:00） パイプオルガン演奏会    北とぴあ1階 区民プラザ 入場無料

11/27日
15：00開演

※やむを得ない事情により
演奏者・曲目が変更となる
場合がございます。
※公演時間は40分程度を
予定しています。
【問い合わせ】北区文化振
興財団 203-5390-1221
（平日9:00～17:00）

瀧川鯉昇 一門会 ～柳雀 真打昇進記念～
ほチ全席指定 3,500円 ■■3,150円　問夢空間 20570-06-6600（平日11:00～18:00）北M

ラ・ガラッシア コンサート 天使と悪魔
ほチ全席自由　3,500円　■■3,000円　問東京古典楽器センター 203-3952-5515（月曜除く10:30～19:00）北M

ナカハチ・オン・タイム＃36 【完売】
ほチ全席指定　4,000円　■3,600円　問大有企画 203-3801-6799M

北とぴあ演劇祭2022 北とぴあ国際音楽祭2022

第18回 飛鳥山薪能 ほチ全席指定　SS席8,500円　■7,650円　S席6,500円　■5,850円　
A席4,500円　■4,050円　B席3,000円　■2,700円　問飛鳥山薪能実行委員会事務局 203-3912-2157（平日13:00～16:00）

M

MM

M

第15回 輝く☆未来の星コンサート～藝高＆北区小中学校ジョイントコンサート～
入場無料（事前申込制）　問北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜除く9:00～17:00）

千田寧子出演
        J.S.バッハ：
協奏曲 ニ短調 
ＢＷＶ596  ほか

曲目

10/30 日
15：00開演

阿部 翠出演
        W.A.モーツァルト： 
自動オルガンのための
幻想曲 ヘ短調 K.608  ほか

曲目

北区文化芸術祭 in 北とぴあ
美術展
合唱祭
民踊舞踊大会
珠算競技大会
俳句大会
吟剣詩舞大会

謡曲大会
将棋大会
バレエ＆モダンダンス
陶芸展
日本舞踊大会
美術手工芸展

10/30（日）～11/3（木･祝）10：00～18：30（最終日17：00まで）
10/30（日）11：00～18：00（10：30開場） 
11/3（木･祝）13：00～16：00（12：30開場）
11/3（木･祝）9：30～14：00（9：00開場）
句会は中止。入選結果は11月中旬頃発送。

11/3（木･祝）9：30～16：30（9：00開場）

11/6（日）13：0０～17：00（12：45開場）
11/13（日）10：00～17：00（9：20開場）
11/13（日）16：00～20：00（15：30開場）
11/17（木）～11/20（日）10：00～18：00（最終日16：30まで）
11/27（日）11：30～19：00（11：00開場）
12/2（金）～12/4（日）10：00～18：00（最終日16：30まで）

11/5（土）～6（日）
（華）10：00～17：00（最終日16:30まで）
（茶）10：00～16：00（受付各日15:30まで）

北区美術会(﨤町)203（3909）0621
北区合唱連盟(安藤)2090（4379）9417
民踊舞踊係203（6338）5711
北区珠算教育連盟（田口孟則）203（3909）1405
北区俳句連盟(小笠原)203（3909）0842
北区吟剣詩舞道連盟（髙橋)203（3900）2407

北区謡曲連合会(松澤)203（3966）0804
日本将棋連盟北支部(清水)　203（3917）0576
東京都北区洋舞家協会(笠原)203（3902）2900
北区陶芸会(近藤)203（3949）6091
北区日本舞踊連盟(松島)203（3910）8858
北区美術手工芸連盟 (辻村)203（5974）8951

北区茶華道連盟(島村)203（3911）8223 
当日お茶券必要（2,000円）
体験コーナーあり。当日受付（300円）

共催 東京都北区 後援 北区教育委員会
主催 北区文化芸術祭事務局（北区文化振興財団内）203-6338-5711（月曜除く9：00～17：00）　　

飛鳥山アートギャラリー～北区コレクション～

             北区飛鳥山博物館 3F 飛鳥山アートギャラリー 北区王子１-１-３／ JR京浜東北線「王子駅」南口徒歩５分／東京メトロ南北線「西ヶ原駅」徒歩７分／
都電荒川線「飛鳥山停留場」徒歩４分
会　場

開館時間 10:00～17:00 休館日 毎週月曜日（月曜が祝日の場合は開館し、直後の平日が休館）、臨時休館日

【問い合わせ】北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜除く 9:00～17:00）【休館日の問い合わせ】飛鳥山博物館 203-3916-1133

第1室 大野五郎作品展 第2室人間国宝 奥山峰石作品展
東京府北豊島郡岩淵
町（現在の北区岩淵
町）に生まれ、若くして
日本の画壇を牽引し
た大野五郎（1910～
2006）。北区に寄贈さ
れた多数の作品から、
風景画を展示します。

11/12 ～2023 6/4土 日 北区飛鳥山博物館 3階 飛鳥山アートギャラリー

「岬にゆく道」
1994年・油彩画 「赤銅器」1981年

しゃくどう き

中高生対象
レベルアップワークショップ

サン=テグジュペリと星の王子さま
Utervision Company Japan (ココキタ レジデンスアーティスト)

参加者
募集中！

身近な素材である新聞紙から粘土の作り方や心棒づくりなど彫刻
制作にまつわる技法や立体の捉え方について学ぶことが出来ます。

様々なジャンルで活躍するアーティストたちが
創り上げる独創的な世界。
パペット、映像と身体で表現された
サン=テグジュペリの人生が、観客を魅了します。

若手アーティストによる技の響宴
SHOW CASE LIVE 2021の様子

6

ほ ぴチ
北とぴあ つつじホール

6
10/3㊊一般発売北とぴあ さくらホール

全席指定      　  S席:3,700円             3,330円　A席:3,300円             2,970円  
土 17：00開演（開場16：00）

【問い合わせ】夢空間 20570-06-6600(平日11:00～18:00)

2023 1/14

新春
初笑い!!!

年の初めは笑いから!!!
落語界をリードする
若手三人の
個性溢れる高座を
お楽しみください。

柳
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家
三
三

桂 

宮
治

川口リリア・メインホール

モーツァルト：歌劇『フィガロの結婚』序曲
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第２番 ハ短調 op.18
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77

プログラム

ニューイヤーコンサート2023

1/14（土）2023. 15:00開演 川口リリア・メインホールメインホール

ニューイヤーコンサート2023

1/1/114（土）1/2023.2023. 川1515:00開演開演

名曲で綴る新 の贈り物春

モーツァルト：歌劇『フィガロの結婚』序曲モーツァルト：歌劇『フィガロの結婚』序曲モーツァルト：歌劇『フィガロの結婚』序曲

指　揮 ： 円光寺雅彦
管弦楽 ： 東京フィルハーモニー交響楽団
ヴァイオリン ： 服部百音　ピアノ ： 亀井聖矢

指　揮 ： 揮 ： 円光寺雅彦
全席指定 S席5,000円　A席4,000円　B席2,000円

お申込み
お問合せ

リリア･チケットセンター048-254-9900(10:00～19:00)
インターネット予約 http://www.lilia.or.jp
主催：（公財）川口総合文化センター　　　※JR京浜東北線・川口駅 西口直結 ４階

福田こうへいコンサートツアー2022 ほチ全席指定　SS席7,000円　■6,000円　■6,300円　 
S席6,000円　■5,100円　■5,400円　問ベルワールドミュージック 203-3222-7982（平日12:00～17:00）北

北

M

M

北区民オーケストラ 第6回 秋のコンサート　ほチ全席指定　1,000円　■■900円　　
問北区民オーケストラ https://kitaorche.tokyo.jp/inquiry/ 　2（中野）090-1421-5455（平日10:00～16:00）

北M

　　　　　　　                       マリーヌと楽しむ「くるみ割り人形」ほチ全席指定 S席7,500円 ■■6,750円  
 A席5,500円 ■■4,950円　子供券あり　問松山バレエ団公演事務局 203-3408-7939（10:00～18:00）北M

北M松山バレエ団北とぴあ公演2022

魂を揺さぶるフラメンコ、香り立つスペインの風
ほチ全席自由　4,500円　■■4,000円　問BGフラメンコカンパニー 203-6276-8787北M

名探偵とクリスマス・キャロル
ほチ全席自由　4,500円　■■4,000円　25歳以下（学生）2,000円　当日券5,000円　問D＆C 2042-390-6430北M

レゼポペ来日公演～夜のままで～
ほチ※詳細は1面　問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

ハロウィン村のかぼちゃの木
ほチ※詳細は1面　問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

第99回 二期会オペラ研修所コンサート　ほチ全席指定　A席3,000円　■■2,700円  
B席2,000円 ■■1,800円 問二期会チケットセンター 203-3796-1831（10:00～18:00土曜日は15:00まで日・祝休）北M

北M

茶華道展

ココキタを拠点に活躍するアーティストを集約した、「北区版アー
ティストバンク」のお披露目公演です。今年度新たな登録アーティス
トも加え、フレッシュな舞台をお楽しみください！

土

50名（抽選）定員
「北区版アーティストバンク」音楽・パフォーマンス系登録者より8組程度出演者

滝野川会館 大ホール12/17 14：00開演

宛先・問い合わせ 〒114-0003 北区豊島5-3-13 ココキタ（公財）北区文化振興財団
「アーティストバンク公演」E係 
203-6338-5711（月曜を除く９：００～１７：００）

申込方法往復はがき（一通につき2名まで、未就学児不可）。
往信用裏面：希望者全員の名前、年齢、代表者の住所、電話番号を記載。
返信用表面：代表者住所、氏名を記入ください。 

11/6（日）13:00～16:00、11/13（日）・20（日）・27（日）10:00～16:00日程
ココキタ内会場

10名（先着順）定員無料参加費

❶氏名（ふりがな） ❷年齢 ❸学校名・学年 ❹電話番号 
❺居住地域 ❻メールアドレス ❼経験の有無

記載事項

区内在住または在学の中学生及び高校生、またその年齢に当たる者対象

203-6338-5711（月曜除く9:00～17:00）
メール：kcf_bunkasinkou@kitabunka.tokyo

申込・問い合わせ

申込方法 電話またはEメール。Eメールは件名を「新聞紙粘土WS申込」
とし必要事項を記載の上お申し込みください。

講師プロフィール
遠藤良亮：彫刻家。
多摩美術大学大学院美術
研究科彫刻専攻修了。2016年
の「ココキタまつり」にて個展
＆ワークショップを開催。

11/5 ①11：00開演／②15：00開演19：40開演土 11/6 日
全席自由　一般2,300円  　 2,000円　子ども(5歳以上）1,300円  　 1,000円  

ココキタ スタジオ1（35席限定）
【チケット予約・問い合わせ】メール：ticket＠utervision.jp（件名に「星の王子さま」と記載） 2080-6687-6742（ともい）
※5歳未満のお子様についてはご相談ください。

発売中!

10ー11月北区文化振興財団イベントカレンダー この情報は8/29（月）現在の情報です。
（主催・共催等）

サン=テグジュペリと星の王子さま
※詳細は3面　問ticket＠utervision.jp（件名「星の王子さま」） 2（ともい）080-6687-6742

入場無料
展示リニューアル

入場無料
事前申込制
11/10（木）必着

全席指定      　 　
S席:4,840円 （当日5,340円）     4,350円　  4,400円　
A席:4,400円 （当日4,900円）             割引なし

610/3㊊一般発売北とぴあ さくらホール

 

日 12：30開演

【問い合わせ】日本ジャズ協会21 203-3560-9388（平日11:00～16：00）

12/25

ノースジャズスペシャル
ノースジャズ
Vol.10 
Special

出演 ナオミ・グレース、マリア・エヴァ、MERI、
スインギー奥田&ザ・ブルースカイオーケストラ

落語 春風亭昇太 ゲスト 伊東ゆかり

昇太さんとブルースカイさん。

伊東ゆかり伊東ゆかり  春風亭昇太 春風亭昇太 スインギー奥田スインギー奥田

 

北とぴあ さくらホール

  
 

月 18：30開演

【問い合わせ】東京合唱協会 info@tokyo-gk.jp

12/26

指揮 内藤 彰

歌手 嘉目真木子、山下牧子、工藤和真、星野 淳

合唱 東京合唱協会 管弦楽パシフィックフィルハーモニア東京(旧東京ニューシティ管弦楽団)
第1部 赤とんぼ/この道/浜辺の歌/月の砂漠/冬景色/ふるさと/夕焼け小焼け/早春賦/荒城の月 ほか 
第2部 ベートーヴェ ン交響曲第九番「合唱」第4楽章

日本の抒情曲
混声合唱と管弦楽による

心に沁み入る懐かしい

6

ベートーヴェン作曲
交響曲第9番 第4楽章

第九（合唱付き）

全席指定                 Pコード：未定
S席:5,000円  　　　4,500円  A席:4,000円    　　   3,600円
B席:3,000円  　　　2,700円  C席:2,000円    　　   1,800円

  
  

2023 1/17 火 14：30開演
【問い合わせ】パシフィックフィルハーモニア東京
                  チケットデスク 203-5933-3266
                  （平日10:00-18:00）

610/14㊎一般発売

パシフィックフィルハーモニア東京 北とぴあシリーズ

ニューイヤーコンサート2023 in 北とぴあ

（13：45開場）

パシフィックフィルハーモニア東京管弦楽
飯森範親指揮 梅津 碧ソプラノ

ヨハン・シュトラウス2世：
皇帝円舞曲、春の声 ほか

曲目

※学生半額（25歳以下）
　シニア割引10％引（60歳以上）あり、
　上記へお問い合わせください。

新春を煌びやかに彩るウィンナ・ワルツ

北とぴあ さくらホールe＋

e＋

ほ ぴチ

金属工芸の世界に入
り70年の節目を迎え
た鍛金家・奥山峰石
（1937－）。本展では、
伝統工芸士、人間国
宝認定以前の初期作
品《赤銅器》などを紹
介。鍛金の解説映像、
制作工程作品とともに
お楽しみください。

※開催・終了時間が変更になる場合がございます。
※各催し物の詳細は、各事務局にお問合せください。

Eメール
申し込みは
コチラ　➔

柳家花緑・柳家三三・桂宮治三人会

ほ ぴチ

©Takashi Fujimoto



11 回月の

 全席指定      　  　Pコード：226-821
 S席:5,000円           4,500円  A席:3,500円          3,150円
 B席:2,000円            1,800円    学生:1,000円

                       「身近なものが大変身！
新聞紙の粘土を使って動物を造ろう！」

こ
の
欄
は
広
告
で
す
。お
問
い
合
わ
せ
は
企
業・団
体
へ
。

●エンジョイ北区は奇数月の25日に新聞折込をしています。また、北とぴあをはじめとした北区内の公共施設、広報スタンド、協力店などに設置しています。

【問い合わせ】203-6338-5711（9：00 ～ 17：00）
                 kcf_bunkasinkou@kitabunka.tokyo
休館日：月曜日（月曜日が休日の場合は直後の休日でない日）
https://kitabunka.or.jp/cocokita/
〒114-0003 北区豊島5-3-13
※アクセスは下記をご覧ください。  ココキタ 検索皆さんの文化芸術活動を応援するココキタへぜひ来てみてください。 

2 3

発売中!
 

王子カルチャーロード・ギャラリー［王子駅北口ガード下］ 
  9/29 木～10/10 月 はたらく消防の写生会絵画（王子消防署）
10/13 木～10/24 月 都立王子特別支援学校作品展（王子特別支援学校）
10/27 木～11/  7 月 めんどりサロンいきいきサークル絵手紙を楽しむ会作品展（たすけあいワーカーズひよこ）
10/27 木～11/  7 月 オレンジリボンキャンペーン活動紹介（子ども家庭支援センター）
11/10 木～11/21 月 絵画工房たゆたう作品展（ピアネット北）
11/25 金～12/  5 月 アート書会員作品展（アート書クラブ）

11/11金19:00 
つつじホール

11/12土13:00 
15階ペガサスホール

11/2水13:00 
つつじホール

11/24木16:00 
つつじホール

11/27日18:00 
つつじホール

11/16水19:00 
さくらホール

11/5土～12/15木

11/5土～11/6日
ココキタ スタジオ1

11/5土11:00/14:00 
さくらホール

11/18金19:00 
さくらホール

11/23水㊗14:00 
つつじホール

11/17木18:30 
さくらホール

10/8土14:30 
さくらホール

9/17土～10/16日
つつじホール ほか

10/29土14:00 
14階カナリアホール

10/30日～12/4日
さくらホール ほか

10/12水14:00 
つつじホール

10/13木13:30 
つつじホール

10/4火13:30/18:00 
さくらホール

10/8土14:00 
つつじホール

10/20木18:30 
飛鳥山公園内野外舞台

10/23日14:00 
さくらホール

10/16日14:00 
さくらホール

第30回 輝く☆未来の星アカンサスコンサート
入場無料（事前申込制）※詳細は2面　問北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜除く9:00～17:00）

北区文化芸術祭
※詳細は3面　問北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜除く9:00～17:00）

陽二蓮 歌のコンサート Vol.26
ほチ※詳細は2面　問東京中国歌舞団 2090-3479-8251

フレッシュ名曲コンサート北区第九演奏会キャンペーンコンサート 梶田真未ソプラノ・リサイタル
ほチ入場無料（要座席指定券）　問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

高橋エミ コンサート2022
ほチ※詳細は2面　問高橋エミ公演実行委員会 203-3927-8909

落語theディスカバリィ～東西聴きくらべ 落語の魅力再発見!～
ほチ※詳細は2面　問落語ステージ・ワゴン 2077-598-6203（平日10:00～17:00）

ほくとぴあ亭1000円落語 11月の回 【残席僅少】
ほチ※詳細は2面　問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

 

新年一発目を飾るにふさわしいにぎやかな落語会！お客様アンケートで好評を博した人気者たちが集結！

11/12 13：00開演土
全席自由             一般1,000円  　 900円   ほ

6

北とぴあ15階 ペガサスホール

【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17：00）

柳
家
小
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ぜ 春

風
亭
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好

演
目「
紺
屋
高
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」
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家
つ
る
子

桂
竹
千
代

三
遊
亭
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橘
家
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吾
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老
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妻
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亭
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ほくとぴあ亭1000円落語
誰
で
も
気
軽
に
落
語
デ
ビ
ュ
ー
！

旬
な
若
手
の
噺
に
大
笑
い

間
違
い
な
し
♪

～次代を築く落語家の妙技～

6

5 6

ベテラン歌手・高橋エミが、ポップス、
歌謡曲など様々な名曲を歌い上げる!

高橋エミコンサート

EMI TAKAHASHI 
CONCERT 2022

全席指定    　    一般4,000円        3,600円
10/12
【問い合わせ】高橋エミ公演実行委員会 203-3927-8909

14：00開演水
北とぴあ つつじホール

ほくとぴあ亭特別編「人気者集合！新春落語2023」

北とぴあ つつじホール
2023 1/7 14：00開演土
全席指定            一般1,600円 　 　1,440円  ほ
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）10/12㊌一般発売 6

発売中!

落語theディスカバリィ
～東西聴きくらべ落語の魅力再発見！～

全席指定     　        Pコード：514-577　一般3,500円    　     3,000円
当日券　一般4,000円             3,500円 

 
10/13
【問い合わせ】落語ステージ・ワゴン 2077-598-6203 （平日10:00～17:00）
【詳細情報】https://stage-wagon.com 【予約フォーム】https://notionforms.io/forms/-749 

13：30開演木

6

同じ落語なのに、おもしろみも趣もこんなに違う江戸と
上方。江戸落語を体現する二人の春風亭と、NHK新人
落語大賞優勝の二人の上方噺家、計四名の人気落語
家が北とぴあに笑いを届けます。江戸の味わいと上方の
風味、双方を贅沢にお楽しみください。

おもむき

トークコーナー
司会：桂 弥太郎
三味線：豊田公美子

江戸 上方
九代目
春風亭 柳枝 春風亭 朝枝 桂 華紋 桂 二葉

りゅう   し ちょう   し か   もん に    よう

チケット予約フォーム

第30回 輝く☆未来の星アカンサスコンサート

北とぴあ つつじホール
6

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校生徒出演 入場無料（事前申込制）料金 300名（抽選）定員

kcf_bunkasinkou@kitabunka.tokyoE-Mail

往復はがき、またはＥメールに下記事項をご記入のうえ、お申し込みください。申込方法
①公演名②希望人数（2名まで・未就学児不可）③住所④電話番号⑤氏名⑥年齢
※車椅子席をご希望の方はその旨を明記してください。数に限りがあります。
※往復はがきの返信用表面には代表者の郵便番号・住所・氏名を記入してください。
※Ｅメールは件名を「11/24輝く未来の星 Ｅ」としてください。また下記アドレスから
　当落結果を受信できるようメール設定をお願いします。

【問い合わせ】北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜を除く ９：００～１７：００）

木11/24 16：00開演

すぐれた音楽家をめざす東京藝術大学附属高校の生徒たちが、自分たちの手で企画・出演するコンサートです。

         11/8（火）必着締切
〒114-0003 北区豊島５-３-１３ ココキタ 「輝く未来の星アカンサスコンサート」E係宛先

最新情報は、ホームページにも掲載します

全席自由    　    一般4,000円              3,600円

発売中!

発売中!

残少発売中!

北とぴあ14階 カナリアホール

今こそ、音楽を通して、故郷への思い、平和への祈りを届けたい！

日中国交正常化
50周年記念

 

出演 陽 二蓮（歌手）、蒋 婷（琵琶）、劉 錦程（揚琴）
汪 成（二胡）、川島葉子（フルート）

曲目 母の月（オリジナル曲）、我和我的祖国（歌）
春江花月夜（琵琶）、良宵（二胡）
翼をください（歌）、アメイジンググレイス（歌）
見上げてごらん夜の星を（フルート）  ほか

10/29
【問い合わせ】東京中国歌舞団 2090-3479-8251

14：00開演土

陽 二蓮 蒋 婷蒋 婷汪 成汪 成

川島葉子川島葉子

陽二蓮 歌のコンサート Vol.26

新型コロナウイルス感染状況に伴う公演等の開催について 新型コロナウイルス感染拡大の状況により、公演中止・延期や会期が変更となる場合がございます。開催状況につきましては、事前に各イベントの問い合わせ先へ
ご確認ください。また、各施設も開館時間の変更、臨時休館となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■滝野川会館　
 西ヶ原 1-23-3
203-3910-1651
■JR上中里駅より 徒歩7分
■JR駒込駅東口より 
　徒歩10分
■南北線西ケ原駅より
　徒歩7分
■北区コミュニティバス
　王子・駒込ルート停留所⑪・⑰
　田端循環ルート停留所⑪
　各停留所より徒歩1分

■田端文士村記念館　
 田端 6-1-2
203-5685-5171
■JR田端駅
　北口より 
　徒歩2分
■北区
　コミュニティバス
　田端循環ルート
　停留所⑥すぐ

■東京都北区文化芸術活動拠点                      
ココキタ　北区豊島 5-3-13
203-3913-8363
■JR・南北線王子駅より 徒歩20分
■南北線王子神谷駅より 徒歩17分
■都電荒川線王子駅前より 
　徒歩21分
■都バス「豊島五丁目団地行・
　宮城循環・西新井駅行」
　豊島五丁目団地下車 徒歩3分 
　豊島六丁目下車 徒歩3分 

●さくらホール（大ホール）
●つつじホール（小ホール）

■北とぴあ　王子 1-11-1
203-5390-1100

■JR王子駅より 徒歩2分
■都電荒川線王子駅前より 
徒歩4分
■南北線王子駅 
5番出口より 直結
■北区コミュニティバス
　王子・駒込ルート
　停留所①より 
　徒歩1分

■赤羽会館　
 北区赤羽南 1-13-1 
 203-3901-8121

■JR赤羽駅
　より 徒歩5分
■南北線
　赤羽岩淵駅より 
　徒歩10分

問北区文化振興財団 
203-5390-1223（平日9:00～17:00） パイプオルガン演奏会    北とぴあ1階 区民プラザ 入場無料

11/27日
15：00開演

※やむを得ない事情により
演奏者・曲目が変更となる
場合がございます。
※公演時間は40分程度を
予定しています。
【問い合わせ】北区文化振
興財団 203-5390-1221
（平日9:00～17:00）

瀧川鯉昇 一門会 ～柳雀 真打昇進記念～
ほチ全席指定 3,500円 ■■3,150円　問夢空間 20570-06-6600（平日11:00～18:00）北M

ラ・ガラッシア コンサート 天使と悪魔
ほチ全席自由　3,500円　■■3,000円　問東京古典楽器センター 203-3952-5515（月曜除く10:30～19:00）北M

ナカハチ・オン・タイム＃36 【完売】
ほチ全席指定　4,000円　■3,600円　問大有企画 203-3801-6799M

北とぴあ演劇祭2022 北とぴあ国際音楽祭2022

第18回 飛鳥山薪能 ほチ全席指定　SS席8,500円　■7,650円　S席6,500円　■5,850円　
A席4,500円　■4,050円　B席3,000円　■2,700円　問飛鳥山薪能実行委員会事務局 203-3912-2157（平日13:00～16:00）

M

MM

M

第15回 輝く☆未来の星コンサート～藝高＆北区小中学校ジョイントコンサート～
入場無料（事前申込制）　問北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜除く9:00～17:00）

千田寧子出演
        J.S.バッハ：
協奏曲 ニ短調 
ＢＷＶ596  ほか

曲目

10/30 日
15：00開演

阿部 翠出演
        W.A.モーツァルト： 
自動オルガンのための
幻想曲 ヘ短調 K.608  ほか

曲目

北区文化芸術祭 in 北とぴあ
美術展
合唱祭
民踊舞踊大会
珠算競技大会
俳句大会
吟剣詩舞大会

謡曲大会
将棋大会
バレエ＆モダンダンス
陶芸展
日本舞踊大会
美術手工芸展

10/30（日）～11/3（木･祝）10：00～18：30（最終日17：00まで）
10/30（日）11：00～18：00（10：30開場） 
11/3（木･祝）13：00～16：00（12：30開場）
11/3（木･祝）9：30～14：00（9：00開場）
句会は中止。入選結果は11月中旬頃発送。

11/3（木･祝）9：30～16：30（9：00開場）

11/6（日）13：0０～17：00（12：45開場）
11/13（日）10：00～17：00（9：20開場）
11/13（日）16：00～20：00（15：30開場）
11/17（木）～11/20（日）10：00～18：00（最終日16：30まで）
11/27（日）11：30～19：00（11：00開場）
12/2（金）～12/4（日）10：00～18：00（最終日16：30まで）

11/5（土）～6（日）
（華）10：00～17：00（最終日16:30まで）
（茶）10：00～16：00（受付各日15:30まで）

北区美術会(﨤町)203（3909）0621
北区合唱連盟(安藤)2090（4379）9417
民踊舞踊係203（6338）5711
北区珠算教育連盟（田口孟則）203（3909）1405
北区俳句連盟(小笠原)203（3909）0842
北区吟剣詩舞道連盟（髙橋)203（3900）2407

北区謡曲連合会(松澤)203（3966）0804
日本将棋連盟北支部(清水)　203（3917）0576
東京都北区洋舞家協会(笠原)203（3902）2900
北区陶芸会(近藤)203（3949）6091
北区日本舞踊連盟(松島)203（3910）8858
北区美術手工芸連盟 (辻村)203（5974）8951

北区茶華道連盟(島村)203（3911）8223 
当日お茶券必要（2,000円）
体験コーナーあり。当日受付（300円）

共催 東京都北区 後援 北区教育委員会
主催 北区文化芸術祭事務局（北区文化振興財団内）203-6338-5711（月曜除く9：00～17：00）　　

飛鳥山アートギャラリー～北区コレクション～

             北区飛鳥山博物館 3F 飛鳥山アートギャラリー 北区王子１-１-３／ JR京浜東北線「王子駅」南口徒歩５分／東京メトロ南北線「西ヶ原駅」徒歩７分／
都電荒川線「飛鳥山停留場」徒歩４分
会　場

開館時間 10:00～17:00 休館日 毎週月曜日（月曜が祝日の場合は開館し、直後の平日が休館）、臨時休館日

【問い合わせ】北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜除く 9:00～17:00）【休館日の問い合わせ】飛鳥山博物館 203-3916-1133

第1室 大野五郎作品展 第2室人間国宝 奥山峰石作品展
東京府北豊島郡岩淵
町（現在の北区岩淵
町）に生まれ、若くして
日本の画壇を牽引し
た大野五郎（1910～
2006）。北区に寄贈さ
れた多数の作品から、
風景画を展示します。

11/12 ～2023 6/4土 日 北区飛鳥山博物館 3階 飛鳥山アートギャラリー

「岬にゆく道」
1994年・油彩画 「赤銅器」1981年

しゃくどう き

中高生対象
レベルアップワークショップ

サン=テグジュペリと星の王子さま
Utervision Company Japan (ココキタ レジデンスアーティスト)

参加者
募集中！

身近な素材である新聞紙から粘土の作り方や心棒づくりなど彫刻
制作にまつわる技法や立体の捉え方について学ぶことが出来ます。

様々なジャンルで活躍するアーティストたちが
創り上げる独創的な世界。
パペット、映像と身体で表現された
サン=テグジュペリの人生が、観客を魅了します。

若手アーティストによる技の響宴
SHOW CASE LIVE 2021の様子

6

ほ ぴチ
北とぴあ つつじホール

6
10/3㊊一般発売北とぴあ さくらホール

全席指定      　  S席:3,700円             3,330円　A席:3,300円             2,970円  
土 17：00開演（開場16：00）

【問い合わせ】夢空間 20570-06-6600(平日11:00～18:00)

2023 1/14

新春
初笑い!!!

年の初めは笑いから!!!
落語界をリードする
若手三人の
個性溢れる高座を
お楽しみください。

柳
家
花
緑

柳
家
三
三

桂 

宮
治

川口リリア・メインホール

モーツァルト：歌劇『フィガロの結婚』序曲
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第２番 ハ短調 op.18
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77

プログラム

ニューイヤーコンサート2023

1/14（土）2023. 15:00開演 川口リリア・メインホールメインホール

ニューイヤーコンサート2023

1/1/114（土）1/2023.2023. 川1515:00開演開演

名曲で綴る新 の贈り物春

モーツァルト：歌劇『フィガロの結婚』序曲モーツァルト：歌劇『フィガロの結婚』序曲モーツァルト：歌劇『フィガロの結婚』序曲

指　揮 ： 円光寺雅彦
管弦楽 ： 東京フィルハーモニー交響楽団
ヴァイオリン ： 服部百音　ピアノ ： 亀井聖矢

指　揮 ： 揮 ： 円光寺雅彦
全席指定 S席5,000円　A席4,000円　B席2,000円

お申込み
お問合せ

リリア･チケットセンター048-254-9900(10:00～19:00)
インターネット予約 http://www.lilia.or.jp
主催：（公財）川口総合文化センター　　　※JR京浜東北線・川口駅 西口直結 ４階

福田こうへいコンサートツアー2022 ほチ全席指定　SS席7,000円　■6,000円　■6,300円　 
S席6,000円　■5,100円　■5,400円　問ベルワールドミュージック 203-3222-7982（平日12:00～17:00）北

北

M

M

北区民オーケストラ 第6回 秋のコンサート　ほチ全席指定　1,000円　■■900円　　
問北区民オーケストラ https://kitaorche.tokyo.jp/inquiry/ 　2（中野）090-1421-5455（平日10:00～16:00）

北M

　　　　　　　                       マリーヌと楽しむ「くるみ割り人形」ほチ全席指定 S席7,500円 ■■6,750円  
 A席5,500円 ■■4,950円　子供券あり　問松山バレエ団公演事務局 203-3408-7939（10:00～18:00）北M

北M松山バレエ団北とぴあ公演2022

魂を揺さぶるフラメンコ、香り立つスペインの風
ほチ全席自由　4,500円　■■4,000円　問BGフラメンコカンパニー 203-6276-8787北M

名探偵とクリスマス・キャロル
ほチ全席自由　4,500円　■■4,000円　25歳以下（学生）2,000円　当日券5,000円　問D＆C 2042-390-6430北M

レゼポペ来日公演～夜のままで～
ほチ※詳細は1面　問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

ハロウィン村のかぼちゃの木
ほチ※詳細は1面　問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

第99回 二期会オペラ研修所コンサート　ほチ全席指定　A席3,000円　■■2,700円  
B席2,000円 ■■1,800円 問二期会チケットセンター 203-3796-1831（10:00～18:00土曜日は15:00まで日・祝休）北M

北M

茶華道展

ココキタを拠点に活躍するアーティストを集約した、「北区版アー
ティストバンク」のお披露目公演です。今年度新たな登録アーティス
トも加え、フレッシュな舞台をお楽しみください！

土

50名（抽選）定員
「北区版アーティストバンク」音楽・パフォーマンス系登録者より8組程度出演者

滝野川会館 大ホール12/17 14：00開演

宛先・問い合わせ 〒114-0003 北区豊島5-3-13 ココキタ（公財）北区文化振興財団
「アーティストバンク公演」E係 
203-6338-5711（月曜を除く９：００～１７：００）

申込方法往復はがき（一通につき2名まで、未就学児不可）。
往信用裏面：希望者全員の名前、年齢、代表者の住所、電話番号を記載。
返信用表面：代表者住所、氏名を記入ください。 

11/6（日）13:00～16:00、11/13（日）・20（日）・27（日）10:00～16:00日程
ココキタ内会場

10名（先着順）定員無料参加費

❶氏名（ふりがな） ❷年齢 ❸学校名・学年 ❹電話番号 
❺居住地域 ❻メールアドレス ❼経験の有無

記載事項

区内在住または在学の中学生及び高校生、またその年齢に当たる者対象

203-6338-5711（月曜除く9:00～17:00）
メール：kcf_bunkasinkou@kitabunka.tokyo

申込・問い合わせ

申込方法 電話またはEメール。Eメールは件名を「新聞紙粘土WS申込」
とし必要事項を記載の上お申し込みください。

講師プロフィール
遠藤良亮：彫刻家。
多摩美術大学大学院美術
研究科彫刻専攻修了。2016年
の「ココキタまつり」にて個展
＆ワークショップを開催。

11/5 ①11：00開演／②15：00開演19：40開演土 11/6 日
全席自由　一般2,300円  　 2,000円　子ども(5歳以上）1,300円  　 1,000円  

ココキタ スタジオ1（35席限定）
【チケット予約・問い合わせ】メール：ticket＠utervision.jp（件名に「星の王子さま」と記載） 2080-6687-6742（ともい）
※5歳未満のお子様についてはご相談ください。

発売中!

10ー11月北区文化振興財団イベントカレンダー この情報は8/29（月）現在の情報です。
（主催・共催等）

サン=テグジュペリと星の王子さま
※詳細は3面　問ticket＠utervision.jp（件名「星の王子さま」） 2（ともい）080-6687-6742

入場無料
展示リニューアル

入場無料
事前申込制
11/10（木）必着

全席指定      　 　
S席:4,840円 （当日5,340円）     4,350円　  4,400円　
A席:4,400円 （当日4,900円）             割引なし

610/3㊊一般発売北とぴあ さくらホール

 

日 12：30開演

【問い合わせ】日本ジャズ協会21 203-3560-9388（平日11:00～16：00）

12/25

ノースジャズスペシャル
ノースジャズ
Vol.10 
Special

出演 ナオミ・グレース、マリア・エヴァ、MERI、
スインギー奥田&ザ・ブルースカイオーケストラ

落語 春風亭昇太 ゲスト 伊東ゆかり

昇太さんとブルースカイさん。

伊東ゆかり伊東ゆかり  春風亭昇太 春風亭昇太 スインギー奥田スインギー奥田

 

北とぴあ さくらホール

  
 

月 18：30開演

【問い合わせ】東京合唱協会 info@tokyo-gk.jp

12/26

指揮 内藤 彰

歌手 嘉目真木子、山下牧子、工藤和真、星野 淳

合唱 東京合唱協会 管弦楽パシフィックフィルハーモニア東京(旧東京ニューシティ管弦楽団)
第1部 赤とんぼ/この道/浜辺の歌/月の砂漠/冬景色/ふるさと/夕焼け小焼け/早春賦/荒城の月 ほか 
第2部 ベートーヴェ ン交響曲第九番「合唱」第4楽章

日本の抒情曲
混声合唱と管弦楽による

心に沁み入る懐かしい

6

ベートーヴェン作曲
交響曲第9番 第4楽章

第九（合唱付き）

全席指定                 Pコード：未定
S席:5,000円  　　　4,500円  A席:4,000円    　　   3,600円
B席:3,000円  　　　2,700円  C席:2,000円    　　   1,800円

  
  

2023 1/17 火 14：30開演
【問い合わせ】パシフィックフィルハーモニア東京
                  チケットデスク 203-5933-3266
                  （平日10:00-18:00）

610/14㊎一般発売

パシフィックフィルハーモニア東京 北とぴあシリーズ

ニューイヤーコンサート2023 in 北とぴあ

（13：45開場）

パシフィックフィルハーモニア東京管弦楽
飯森範親指揮 梅津 碧ソプラノ

ヨハン・シュトラウス2世：
皇帝円舞曲、春の声 ほか

曲目

※学生半額（25歳以下）
　シニア割引10％引（60歳以上）あり、
　上記へお問い合わせください。

新春を煌びやかに彩るウィンナ・ワルツ

北とぴあ さくらホールe＋

e＋

ほ ぴチ

金属工芸の世界に入
り70年の節目を迎え
た鍛金家・奥山峰石
（1937－）。本展では、
伝統工芸士、人間国
宝認定以前の初期作
品《赤銅器》などを紹
介。鍛金の解説映像、
制作工程作品とともに
お楽しみください。

※開催・終了時間が変更になる場合がございます。
※各催し物の詳細は、各事務局にお問合せください。

Eメール
申し込みは
コチラ　➔

柳家花緑・柳家三三・桂宮治三人会

ほ ぴチ

©Takashi Fujimoto
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●問い合わせ
203-5685-5171 
https://kitabunka.
or.jp/tabata/

田端
文士村
記念館

〒114-8523
北区田端6－1－2

@bunshimura

北区民割引
取り扱い

ほ

ぴ

カ
e＋

北とぴあ1階チケット売場 ◆窓口のみ 10:00～20:00
※臨時休館日は10:00～18:00  ※年末年始・全館休館日は休業

チケットぴあ ◆https://t.pia.jp/ 　◆セブン-イレブン  （要Pコード）
イープラス ◆https://eplus.jp　◆ファミリーマート

チケットのお求め〔発売初日は10:00～〕

北区民割引                       北区にお住まいの方は、割引価格で購入できます（お一人様4枚まで）。
【ほくとぴあチケットオンライン】要事前登録 
【北とぴあ1階チケット売場】北区在住を確認できるもの（免許証、保険証など）をご提示ください。

ほくとぴあメンバーズ割引  ほくとぴあメンバーズの方は割引価格で購入できます。

託児サービス  公演1週間前（土・日・祝日の場合はその前営業日）までにご予約ください。
受付：（株）マザーズ20120-788-222（平日10:00～12:00、13:00～17:00）

車椅子のままご鑑賞いただける公演です（数に限りがあります）。

表記の年齢からご入場いただける公演です。

掲載マークの見方

発行：公益財団法人北区文化振興財団　
〒114-8503  北区王子1-11-1 北とぴあ内
TEL／03-5390-1221  FAX／03-5390-1147   
発行部数：95,000部　9月25日発行

          公演情報
 ツイートしてます
          @kcf_infohttps://kitabunka.or.jp/　  
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※開場時間は、特に表記のない限り開演の30分前です。

北区文化振興財団
ホームページ

●10・11月の休館日：
10/3・11・12・17・24・31
11/4・7・14・21・24・28

開館時間10：00～17：00
（入館は16：30まで）

田端ひととき散歩 上映会

カンフェティ  ◆20120-240-540（平日10:00～18:00）
                         ◆https://www.confetti-web.com 

北区民割引
取り扱い

ほくとぴあチケットオンライン（ほくチケ）
◆https://p-ticket.jp/kitabunka

大正14年4月、萩原朔太郎は親友の室生犀星を頼りに田端へ転居しました。その知らせを聞いた芥川龍之介は
「田端に萩原朔太郎来り、田端大いに詩的なり」と、朔太郎がやって来た喜びを友人に伝えています。
3人は切磋琢磨しながら互いを批評し活発な議論を交わすなど、唯一無二の関係となり交友を深めました。
本展では、彼らの交友と詩的精神について、それぞれの関連資料から紐解きます。

朔太郎・犀星・龍之介の友情と詩的精神
萩原朔太郎大全2022企画展

▼常設展示スペースで同時開催の特別展▼

講演会

～タバタニサクタロウキタリ～

※休館日を除く10/1    ～2023 1/22 日土

シューマニアーナ
～ドイツのロマンティックな
     愛と詩情につつまれて～

小倉貴久子と巡るクラシックの旅 Vol.5

全席指定    　　　Pコード：224-811
S席:4,500円（ペア8,000円）              3,800円（ペア7,000円）
A席:4,000円             3,300円　25歳以下  各席種一般価格の半額

 
 

2023 2/18 15：00開演土

6

北とぴあ さくらホール

※25歳以下券は、入場時に生年月日が分かるもの（保険証・学生証等）を要提示。
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野口雨情が紡いだ言葉の魅力
～生誕140年を迎えて～

映画「HAZAN」
～陶芸家・板谷波山の半生～

入場料 無料

ハロウィン村のかぼちゃの木
芸大とあそぼうin北とぴあ

1

東京芸術大学学生＆
卒業生有志オーケストラ

演奏

ロベルト・シューマン：ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
『子供の情景』より「トロイメライ」、『ミルテの花』より「献呈」
クララ・シューマン：『音楽の夜会』より「ノットゥルノ」　ほか

曲目

小倉貴久子（フォルテピアノ）、渡辺祐介（指揮、バリトン）
若松夏美（ヴァイオリン）  ほか

演奏

ムソルグスキー：はげ山の一夜
サン=サーンス：死の舞踏
中田ヤスタカ：
Crazy Party Night
～ぱんぷきんの逆襲～ ほか

予定曲

田尻真高指揮
瀧本真己（ソプラノ）
本多 都（メゾソプラノ）
寺島弘城（テノール）
岸野裕貴（テノール）
関口直仁（バリトン）
東京滝野川少年少女合唱団
（合唱） ほか

出演

楽しいオリジナルストーリーをオーケストラの演奏と歌でお贈りします。
大人も子どもも楽しめるクラシックコンサート♪

北区第九演奏会
フレッシュ名曲コンサート

３年ぶりの北区第九演奏会！
皆さんの心に響く「歓喜の歌」を
お届けします。

～夜のままで
Let the night be long～
フランスの古楽グループが贈る、
17世紀フランスの雅な宮廷歌曲の世界！

11/20 日 13：00開演
12/11 日 14：00開演

朔太郎、龍之介、
ときどきマジック？

11/21（月）必着申込締切50名（抽選）定員

栗原飛宇馬
（デジタルハリウッド大学非常勤講師）

講師

50名（抽選）定員

NYACKINTOSH

※午前・午後とも出演者・内容は同じ。※2歳以下は保護者の膝上鑑賞に限り無料。
お席が必要な場合はチケットをお求めください。3歳以上はチケットが必要です。

11/5 土 午前の部 11：00開演
午後の部 14：00開演

全席指定   　　            
１階席:2,000円              1,500円   
2階席:1,500円              1,000円

 
 

北区民は
500円お得!!

0

北とぴあ さくらホール

ル・カミュ：夜のままで
ランベール：楽しもう、甘い安らぎを
シャルパンティエ：泉のほとりで
マレ：シャコンヌ
リュリ：イタリア人の嘆き
ダングルベール：組曲 ト長調  ほか　

曲目

レゼポペ：
クレール・ルフィリアートル（ソプラノ）
エマニュエル・ジラール（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
ステファン・フュジェ（チェンバロ）

出演

10/31（月）必着申込締切 50名（抽選）定員 11/28（月）必着申込締切

フランス・バロック・オペラの最高峰を日本で初めて全編本格上演!
己の使命と恋心に揺れる魔女アルミードのものがたり!

【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

6

※25歳以下券は、入場時に生年月日が分かるもの（保険証・学生証等）を要提示。
※両日とも出演者・内容は同じ。

  

金12/9 18：00開演
SS席:8,000円            7,000円 25歳以下 4,000円
 S席:6,000円            5,000円 25歳以下 3,000円
 A席:3,000円             割引なし 25歳以下 1,500円  

 
 

全席指定 　　          Pコード：220-897        

 

日12/11 14：00開演
SS席:9,000円            8,000円 25歳以下 4,500円
 S席:7,000円            6,000円 25歳以下 3,500円
 A席:4,000円            割引なし 25歳以下 2,000円

北とぴあさくらホール
平日は

1,000円お得!!
北区民は
さらにお得!!

【問い合わせ】北区文化振興財団 
203-5390-1221（平日9:00～17:00）

 
 
 

発売中!

※25歳以下券は、入場時に生年月日が分かるもの（保険証・学生証等）を要提示。

11/18 金 19：00開演
全席指定   　　       Pコード：222-252   　　            
一般4,000円              3,500円　25歳以下  2,000円    

北区民は
500円お得!! 6

北とぴあ さくらホール

【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

発売中!

発売中!

レゼポペ来日公演

©Shin Yamagishi

全席指定             　S席：3,000円  　 2,700円　A席：2,000円  　 1,800円
12/17
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）
【主催】北区文化振興財団／公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化会館　【企画協力】東京オーケストラ事業協同組合

15：00開演土 北とぴあ さくらホール

6

曲目 ベートーヴェン：
劇音楽「エグモント」作品84より序曲 ヘ短調
交響曲第9番 ニ短調 作品125「合唱付き」

10/6㊍一般発売
  

指揮
藤岡幸夫

萩原朔太郎

▶「見しらぬ犬」
詩稿

企画展の見どころ
見どころ
1

朔太郎の
処女詩集
『月に吠える』に
所収の詩稿を
初公開！

犀星が朔太郎亡き後、
友を想って書いた
貴重な原稿を初公開！
犀星と朔太郎の
熱い友情を感じる
エピソードも
紹介します！

▶室生犀星 ▶芥川龍之介

見どころ
2

朔太郎の詩に感動した
龍之介が、感激を伝える
ため朔太郎の家に寝巻の
まま飛び込んだ逸話など、
2人の様々なエピソード
を展示で紹介！

内容　　  生誕地・磯原（北茨城市）で育まれた雨情独自の感
性について、田端に発行所のあった児童雑誌『金の船・金
の星』の掲載作品の中から紹介します。

内容 詩集『月に吠える』『青猫』で口語自由
詩を完成させた萩原朔太郎の詩の魅
力と、趣味であったマジックについて、
さらには芥川龍之介ら田端文士との
関係性など、文学研究者・栗原氏が講
演。朔太郎が得意としたマジックとは？ 

12/18 日 13：00開演
内容        生誕150年にちなみ、陶芸家界初の文化勲章
受章者・板谷波山の半生を描いた感動作を上映し
ます。 ※散策は行いません。

▶

龍之介の
第一短編集
『羅生門』。
本の扉に
漱石への献辞が
刻まれている。

芥川龍之介と
           夏目漱石
内容 龍之介の作家人生は、漱石に激

賞されることで始まりました。生涯
を通じて漱石への憧れを書き残し
ています。ふたりの言葉やエピソー
ドを、資料を通じて紹介します。

内容

野口雨情

栗原飛宇馬

野口雨情生誕140周年
童謡に込められた雨情の詩心

雨情が作詞した童謡の数々は、今なお世代を超えて歌い
継がれています。児童雑誌『金の船』との関わりから始まる
田端時代を中心に、雨情の作品の裏に隠されたエピソード
などを紹介します。

           〒114-8523（住所不要）田端文士村記念館E係宛先

往復はがき、または右の専用フォームからご応募ください。
1件につき1名（同居家族に限り2名まで申込可）。

講演会・ひととき散歩・上映会の申込方法

専用フォームは
             コチラ➔

当館研究員の解説後、
ゆかりの地を散策します。

往信用裏面①講座名 ②開催日 ③住所
　　　　　④氏名（2名の場合は全員分）
　　　　　⑤電話番号 ⑥年齢　
返信用表面：応募者の住所・氏名

10/11㊋一般発売【問い合わせ】北区文化振興財団 
203-5390-1221（平日9:00～17:00）

人気
シリーズ
最終回

©Hiromi NAGATOMO ©HAL KUZUYA

©Tadahiko Nagata ©Sebastien Brohier©Innee Singh

湯川亜也子
（メゾソプラノ）

ピエール=フランソワ・ドレ
（演出・振付・バロックダンス）

フィリップ・タルボ
（テノール）

与那城 敬
（バリトン）

波多野睦美
（メゾソプラノ）

寺神戸 亮
（指揮・ヴァイオリン）

クレール・ルフィリアートル
（ソプラノ）

ロマナ・アニエル
（演出）

合唱・管弦楽

歌手 中嶋克彦（テノール）、山本悠尋（バリトン） ほか

レ・ボレアード（オリジナル楽器使用）
バロックダンス ニコレタ・ジャンカーキ、ダリウス・ブロジェク、松本更紗

e＋カほ ぴチ

カほ チ

e＋カほ ぴチ

管弦楽 東京交響楽団

カほ チ

©国立国会図書館

©国立国会図書館 ©国立国会図書館

見どころ
3

e＋カほ ぴチ
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梶田真未（ソプラノ）     向野由美子（メゾソプラノ）  工藤和真（テノール）　　　岡 昭宏（バリトン）

マジックの
実演も
あるかも！？

いよいよ開幕！今年もたくさんのラインナップをご用意しました。
芸術の秋、ぜひさまざまな音楽体験をしてください！

芸大とあそぼう in 北とぴあ

オーケストラの生演奏に
歌やダンスも楽しめる!
親子で一緒に本格
クラシックコンサート!

11/5（土）11:00/14:00開演
北とぴあ さくらホール

ハロウィン村の
かぼちゃの木

ラ・ガラッシア コンサート
 「天使と悪魔」

11/11（金）19:00開演
北とぴあ つつじホール

第99回 二期会オペラ
研修所コンサート

11/17（木）18:30開演
北とぴあ さくらホール

【問い合わせ】
北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

レゼポぺ来日公演
～夜のままでLet the night be long～

11/18（金）19:00開演 北とぴあ さくらホール

北とぴあ
さくらホール

フランスから旬の古楽アンサンブルがやってくる！ 17世紀
フランス宮廷で流行った恋の歌を聴いてみませんか？

パイプオルガン演奏会
（プレ公演）

10/30（日）15:00開演
北とぴあ１階 区民プラザ

阿部 翠出演

無料

パイプオルガン演奏会

11/27（日）15:00開演
北とぴあ１階 区民プラザ

千田寧子出演

無料

上野学園大学学生による
ロビーコンサート
（サクソフォンアンサンブル）

11/23（水・祝）12:30開演
北とぴあ１階 区民プラザ

無料

名探偵とクリスマス・キャロル

11/23（水・祝）14:00開演
北とぴあ つつじホール

～ホームズとディケンズのロンドンへ！
ダンスと音楽の旅～

魂を揺さぶるフラメンコ、
香り立つスペインの風

11/27（日）18:00開演
北とぴあ つつじホール

《アルミード》

12/9（金）18:00開演
12/11（日）14:00開演

〈伝統尺八と革新尺八〉
楽器の変遷から
尺八の未来を考える

12/8（木）19:00開演
北とぴあ つつじホール

アルミーダのマドリガーレ
12/1（木）12:00/15:00 旧古河庭園・洋館

～解放されたエルサレムと同時代の音楽～

フランス・バロック・オペラの傑作を
日本初演する貴重な公演！ 歌だけでなく
華麗なバロックダンスもお楽しみに！

リュリ作曲
オペラ

音とことばのエスキース

12/15（木）13:00/15:00
旧古河庭園・洋館

―音楽家F.エッケルト、
    　建築家J.コンドルに寄せて―

音楽祭
ツイッターも
更新中♪
@HIMF_info

各公演の詳細は
音楽祭特設
ホームページを
ご覧ください。

©T.Tairadate／TSO

©Etienne Charbonnier


