
大人も子どもも楽しめるクラシックコンサート！
Ｃ. サン =サーンスの名作《動物の謝肉祭》や
数々の童謡とともにお届けするゆかいなストーリー！
オーケストラの生演奏に、歌やダンスを取り入れた
コンサートです。

【予定曲】
・サン＝サーンス《動物の謝肉祭》より
　〈序奏と堂々たるライオンの行進〉、
　〈雌鶏と雄鶏〉、〈騾馬〉、〈カンガルー〉ほか
・〈ぞうさん〉、〈アイアイ〉などの童謡・子どもの歌

【出演】稲村なおこ、ゆーゆ、関口直仁
　　　  東京滝野川少年少女合唱団 ほか

【演奏】東京芸術大学学生＆卒業生有志オーケストラ

【指揮】田尻真高

芸大とあそぼう in 北とぴあ

第10回輝く★ 未来の星コンサート
～芸高&北区中学校ジョイントコンサート～

【申込方法】 往復はがきまたはEメールに以下の必要事項を書いてご応募ください。 
※1家族につき1枚申込み可 
必要事項： 希望者全員の氏名、年齢、代表者の住所、電話番号 

※Eメールは件名を「10/9輝く未来の星E」としてください 
※往復はがきの返信面に代表者の住所、氏名 

【締切】9／22（金）（申込多数の場合は抽選）
【申込・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「輝く未来の星コンサート」E係 
☎03-6338-5711（9：00〜17：00 月曜休館）

メール送信先 kcf_bunkasinkou@kitabunka.or.jp（上記QRコードよりアクセス可）

10/9 月・祝
14：00 開演（13：30開場） 定員 650 名（抽選）
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北とぴあ さくらホール

【出演】  北区立明桜中学校吹奏楽部　北区立滝野川紅葉中学校吹奏楽部 
北区立王子桜中学校吹奏楽部　東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校

特別プログラム!
混声四部合唱曲の名曲「大地讃頌」を、第10回の 

開催を記念して藝高オーケストラ&合唱団で披露します。
指揮台に立つのは作曲者の佐藤 眞。 

アンコールでは全員合唱も!
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11/22 水 19：00 開演
全席指定  Pコード：332-920   イープラス
2,800円   2,000円　U-25 1,500円

北とぴあ さくらホール

※ U-25券は25歳以下限定。 
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。

とっても低くてちょっとヘンな音楽を奏でる話題のユニット!

【出演】 フォルテピアノ：小倉貴久子 
テノール：ルーファス・ミュラー

【曲目】  ベートーヴェン：ピアノソナタ「月光」 
ショパン：ピアノソナタ第2番「葬送」 
シューベルト：ます、音楽に寄せて 
メンデルスゾーン：歌の翼に 
シューマン：パピヨン（蝶々）、献呈 ほか

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

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

北区民は
800円お得!!発売中!

北区民は
500円お得!!発売中!

北区民は
1,000円お得!!
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11/11土 午前の部11：00 開演 午後の部14：00 開演
全席指定  Pコード：330-518
1階席 2,000円   1,500円
2階席 1,500円   1,000円

全席自由  カンフェティ
2,500円   1,500円

北とぴあ
さくらホール

北とぴあ6階
ドームホール

※ 午前・午後の部ともに公演内容は同じです。
※ 2歳以下は保護者膝上鑑賞に限り無料、3歳以上はチケットが必要です。

2歳以下でお席が必要な場合はチケットをお求めください。

ピアノの歴史を目と耳で親しめるコンサート!

全席自由
（事前申込制）

J.B. シュトライヒャー

プレイエル
ヴァルター

北区立3校の吹奏楽部と、
藝大附属音楽高校オーケストラ&合唱のコンサート。
吹奏楽、オーケストラ、合唱をたっぷりお楽しみください。

入場
無料

北とぴあ国際音楽祭2017 エンジョイ北区 秋のイベント特集号2・3面にインタビュー等を掲載!

11/24 金 19：00 開演（18：30開場）
8月9日(水)
一般発売

低音デュオ

低音をめぐる冒険
【出演】低音デュオ：松平 敬（声）、橋本晋哉（チューバ、セルパン）
【曲目】湯浅譲二：天気予報所見、山根明季子：水玉コレクションNo.12 ほか

〒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：140,000部 7月25日発行　http://www.kitabunka.or.jp
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2017

【問い合わせ】�北区文化振興財団 203-5390-1221
北区文化振興財団、城北演劇を観る会 共同主催公演

北とぴあ さくらホール10/27 金 昼の部14：00 開演
夜の部19：00 開演 4,800円   4,300円

文楽の楽しみ方がわかる「文楽入門」のほか、若手人
気落語家春風亭正太郎によるものがたりの解説や落
語も加わって、文楽を観るのが初めてという方も楽しめ
るプログラム。人形浄瑠璃文楽は「義経千本桜」からみ
どころたっぷりの河連法眼館の段をご覧いただきます。

●北とぴあ若手落語家競演会�� 3
●はじめて楽しむ文楽�� 5
●ココキタへGO!!�� 5
●劇団東京乾電池�� 6
別紙 秋のイベント特集号2017

12/8金

振付：中原麻里　ダンサー：ラ ダンス コントラステ　合唱・管弦楽： レ・ボレアード（オリジナル楽器使用）

19：00 開演
SS席 7,000円   6,000円　U-25 3,500円
S席 5,000円   4,000円　U-25 2,500円
A席 2,000円　U-25 1,000円

12/10日 14：00 開演
SS席 8,000円   7,000円　U-25 4,000円
S席 6,000円   5,000円　U-25 3,000円
A席 3,000円　U-25 1,500円
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北区民は
1,000円お得!!
平日はさらに
お得!!

北とぴあ さくらホール
※ U-25券は25歳以下限定。 

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・内容は同じです。

全席指定  Pコード：331-452   イープラス

指揮
寺神戸 亮

オルフェオ
マティアス・ヴィダル（テノール）

エウリディーチェ
ストゥキン・エルベルス（ソプラノ）

アムール
鈴木美紀子（ソプラノ）

Ⓒ Bruno Perroud Ⓒ Ernst Wawra Ⓒ 伊藤元彰

発売中!

【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!
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北とぴあ国際音楽祭2017 エンジョイ北区 秋のイベント特集号2・3面にインタビュー等を掲載!

6/1（木）より郵便料金が改定となりました。
各種お申込の際はご注意ください。

現行料金 新料金
はがき 52円 62円
往復はがき 104円 124円

マリー・アントワネットの音楽教師でもあった作曲家グルックの傑作オペラ。
オペラの中でバロック・フルートが奏でる名曲〈精霊の踊り〉が聴ける! 音楽とダンスの絶妙なコラボレーションも見逃せない!

（1774年パリ版）セミ・ステージ形式／フランス語上演／日本語字幕付

全席指定  Pコード：480-092   イープラス

文楽 その
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豊竹咲甫太夫竹澤宗助桐竹勘十郎吉田幸助

春風亭正太郎

文楽入門
1.  オープニングトーク 

初音の鼓 春風亭正太郎
2. 落語

あらすじ
3. イラスト付き解説

義経千本桜 河連法眼館の段
太夫：豊竹咲甫太夫�
三味線：竹澤宗助�ほか�
人形：桐竹勘十郎、吉田幸助�ほか�
落語：春風亭正太郎

4. 人形浄瑠璃文楽

事前に各問い合わせ先まで
お申し込みください。

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）

2才以上の未就学児、有料［2,000円］

※臨時休館日は10：00～18：00
※年末年始・全館休館日は休業

北区民割
はこちら •電話予約……20120-240-540

•http://www.confetti-web.com/
（平日10：00～18：00）

Confetti（カンフェティ）チケットの
お求めは

発売初日は10：00～
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