
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）

北とぴあ15階 ペガサスホール全席自由 カンフェティ

1,000円   900円
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今が旬の若手の噺に、たっぷり笑えてこのお値段!
7月の回は、ほくとぴあ亭としては久々の4団体揃い踏み!
所属する団体が違うと落語も違う? そんな所にも注目です。

8月の回は、お仕事帰りにふらっと寄れる木曜19時スタート。
たくさん笑ってストレス発散、お酒も美味しく飲めるはず!

次代を築く
落語家の妙技ほくとぴあ亭1000円落語

5月6日(土)

前売発売

第29回 北彫展
彫刻の世界にふれてみませんか？

日本芸術院会員である

川崎普照をはじめ、

北区にゆかりのある彫刻家の作品を

展示します。

彫刻家によるわかりやすい作品解説

「ギャラリートーク」や

被災地支援を目的とした

「チャリティーコーナー」も開催します。

ギャラリートーク
13日（土）、14日（日）
各日 
14：00〜、16：00〜堀内秀雄 『或るカノンー植Ⅳ』

6
北とぴあ さくらホール全席自由 カンフェティ

1,000円   900円5/21日 14：00 開演
（13：20開場） 【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9：00〜17：00）

北区民オーケストラ 第31回 定期演奏会 
北オケ定期は『フィガロ』と『ライン』そして『展覧会の絵』
　まず始めにお届けするのは、モーツァルトの有名なオペラ「フィガロの結婚」の序曲です。オペ
ラ開演前の客席のざわざわした雰囲気に始まり、明るく軽快な音楽が続きます。

　2曲目は、シューマンの交響曲第3番「ライン」です。ライン川のたおやかな流れの情景描写で
始まり、ケルンの大聖堂の荘厳な音楽を経て、終楽章はデュッセルドルフの街のカーニバルが
賑やかに描かれています。

　休憩後は、組曲「展覧会の絵」です。この曲は、ムソルグスキーのピアノ独奏
曲を、フランスの音の魔術師ラヴェルが鮮やかに管弦楽曲として編曲してから
有名になりました。皆さんが良くご存じの素敵なメロディーもたくさん出てき
ます。管楽器の派手な独奏も多く、又、超絶技巧も要求される難曲です。北オケ
の挑戦にご期待ください。

北区民オーケストラ 団員募集
北区民オーケストラでは一緒に
演奏する団員を募集しています。
オーディションは6月を予定。

【募集パート】
・ヴァイオリン　・ヴィオラ
・チェロ　・ファゴット　・打楽器

※ 詳しい内容につきましては、下記までお問合せ
ください。

今年も
名曲ぞろいで
聴きどころが
たっぷり!!

指揮：高橋俊之

4月8日(土)

前売発売

7月
の回

8月
の回

【問い合わせ】��北区文化振興財団（ココキタ） 
203-6338-5711（9：00〜17：00）

5/10 水  〜14 日  
北とぴあ 地下1階 展示ホール

10：00 〜19：00
（最終日は18：00まで）

入場無料

13：00 開演（12：30開場）7/8 土

19：00 開演（18：30開場）8/17 木
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●奥田弦インタビュー  2
●北とぴあ国際音楽祭 

インフォメーション 3
●北区民オーケストラ 

第31回 定期演奏会  4
●北とぴあ演劇祭 

参加者募集  5No.127 4月 5月

2017

全席指定 Pコード：326-258

3,300円   2,800円

全席自由 カンフェティ

1,000円   900円

【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）

【予定曲】 東京ラプソディ、誰か故郷を想わざる、旅の夜風、青い山脈 ほか

名島啓太 作曲 ミサ曲第１番 「日本から」
宇田川安明 編曲
　混声合唱のためのメドレー 四季の風景

宮澤賢治 作詩／鈴木憲夫 作曲
　混声合唱曲 雨ニモマケズ

宮澤賢治 作詩／信長貴富 作・編曲
　混声合唱とピアノのための イーハトーボ農学校の春

【予定曲】  D.ガレスピー&F.パパレリ：チュニジアの夜（アレンジ：奥田弦） 
モーツァルト：トルコ行進曲（アレンジ：奥田弦） 
奥田弦：北斎（「ボストン美術館 浮世絵名品展 北斎」テーマ曲） 
ベートーヴェン：ピアノソナタ「月光」より第三楽章 ほか
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7/22 土6/4 日

奥田弦 ジャズワールド

北とぴあ つつじホール

北とぴあ さくらホール

北とぴあ つつじホール 15：00 開演

6/18 日 14：00 開演（13：20開場）

14：00 開演

4月12日(水)

前売発売

4月7日(金)

前売発売

4月4日(火)

前売発売

〜�昭和初
期の�

　名曲を唄
う〜　

YouTub
e や SNS

 等で話題
沸騰、

平成育ち
の若い3兄

弟が昭和
の心を唄う

！

全席指定 カンフェティ

3,000円   2,000円
高校生以下：1,500円

5
2面のインタビューをチェック!!

北区民は1,000円お得!!

あなたも作曲家特別企画
あなたが指一本で
弾いたメロディーを、
奥田弦がその場で
素敵な楽曲にアレンジします。

驚異的なテクニックと
作曲・アレンジ力を兼ね揃える
天才ジャズピアニスト、奥田弦。
この春高校生になったばかりの
彼を迎えて贈る、渾身のソロ・ライブ!

司会：古瀬絵理
（フリーアナウンサー）

Gen Okuda JAZZ  World

6

北区民混声合唱団 第27回定期演奏会
−日本 の 四 季  そして祈り−

指 揮：名島啓太　ピアノ：岩井智宏

4

事前に各問い合わせ先までお申し込みください。※平成29年4月以降の公演は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～



●問い合わせ 203-5685-5171
開館時間▶10：00〜17：00（入館は16：30まで）
●4・5月の休館日：4/3・10・17・24、5/1・2・8・9・10・11・15・22・29http：//www.kitabunka.or.jp/tabata/

入場料・参加費 無料

●企画展関連イベント（田端ひととき散歩）

農村だった田端に続々と芸術家が住むようになった理由とは?
小杉放庵などの画家たちの社交場「ポプラ倶楽部」では何が行わ
れていた? など、田端文士芸術家村の黎明期についてお話しし、
旧跡を巡ります。

【申込】 先着順（定員80名 直接会場にお越しください）

“画かき村”の繪描きたち
～明治・大正時代の田端～

4/15 土 13：00開演（12：30開場）

●田端ひととき散歩

作家・近藤富枝は、芥川龍之介を軸として田端で
繰り広げられた文士や芸術家たちの交流を『田端
文士村』に書き上げました。自らも田端人として生
き、昨年93歳で閉じたその生涯についてご紹介し、
著書ゆかりの地を巡ります。

【申込】 先着順（定員80名 直接会場にお越しください）

近藤富枝と『田端文士村』
～最後の田端人、その生涯～

5/20 土13：00開演（12：30開場）

●上映会

榎木孝明・南果歩主演。陶芸家として初めて文化勲章を授与され
た板谷波山を描いた作品。※上映会のみで、散策は行いません。

【申込】 往復はがきで5/29（月）まで下記内容を記載の上お申込下さい。
往信用裏面：①イベント名 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤年齢
返信面表面：応募者の住所・氏名 ※1通につき1名（同居家族に限り2名まで可）

【宛先】〒114-0014北区田端6-1-2 田端文士村記念館Ｅ係

板谷波山、かつて美しき日本人がいた
～映画『HAZAN』上映会～

6/17 土 13：00開演（12：30開場）

近藤富枝

開催日 開演／開始 イベント名 会場 入場料金
6月9日
（金） 18：30 オープニングコンサート

〈美しい日本語で紡がれる歌〉
さくら
ホール 2,500円

6月10日
（土）

10：00 グレゴリオ聖歌レクチャーコンサート
（講師：渡辺宏子）

カナリア
ホール 1,500円

11：45 信長貴富編曲作品の様々な貌（かお）
（講師：信長貴富）

飛鳥
ホール 1,500円

14：00 北区合唱連盟主催 相澤直人合唱講習会 つつじ
ホール 1,000円

14：15 「こどものうた」の行方（ゆくえ）
（講師：桑原妙子・長谷川冴子）

カナリア
ホール 1,500円

16：00 「典礼聖歌」〜髙田三郎作品の源流を探る〜
（講師：鈴木茂明）

飛鳥
ホール 1,500円

18：00 LOOK AT CONCERT Vol.8 さくら
ホール 2,500円

6月11日
（日）

9：30 小・中・高NHK全国学校音楽コンクール
課題曲講習会

さくら・
つつじ
ホール

一般 1,000円
高校生以下
 500円

14：00 秦万里子 コーラスワークショップ
〜みんなで作ってハモっちゃおう!〜

飛鳥
ホール 1,500円

17：30 クロージングコンサート
〈作曲家個展シリーズVol.7 〜木下牧子〜〉

さくら
ホール 2,500円

JCDA合唱の祭典2017
〜第18回 北とぴあ合唱フェスティバル〜

「合唱三昧」
の贅沢な三日間!

国内外で活躍する合唱指揮者のプロが
魅力的なプログラムをお届けします。
是非、お運びください!

【問い合わせ】JCDA日本合唱指揮者協会事務局 203-3952-7207／FAX：03-3952-7218

詳細は URL http://jcda1963.jp/ へ
全席自由 全日通し券 7,000円  各公演1割引 4月5日(水)

前売発売

企画展「“画かき村”の繪描
きたち」が1/27よりオープ
ンしました。田端ゆかりの
画家たちに光をあてた本展
の展示室は、文学中心の展
示から一新し洋画や日本画
などが並び、まるで美術館のよう。画家たち渾身の作品
を、この機会にゆっくりとご鑑賞ください。その他、文士
や芸術家との交流を示す芥川龍之介直筆の書簡なども
展示しています。 ※5／7まで開催。

●企画展レポート

オススメの
イベント

絵画がズラリ!まるで美術館!?

インタビュー

現役高校生にしてプロのジャズ・ピアニス
ト、作曲家及び編曲家として大注目の奥田
弦さんが出演する「奥田弦 ジャズワール
ド」が、6月4日（日）つつじホールで開催さ
れます。日々進化を続ける15歳の、想いと
素顔に迫りました。
ジャズの魅力はどんなところにありますか
　クラシックを「よく考えられ洗練された
本の朗読」だとするとジャズは「その場での
会話」だと思っています。音楽で会話がで
きるのが、ジャズの一番のいいところかな。

尊敬するアーティストはいますか
　尊敬というより、越えたい、越えるべき存
在としてならあります。アート・テイタムな
んて、まだ僕では手が届きませんが、いつか
はちゃんと越えたいです。そして、いつか新
しいジャンルを確立して、自分の世界をちゃ
んと表現していけるようになりたい、という
か、なります。

好きな科目はなんですか
　好きな教科というのは、その時々によっ
て変わったりするのですが、英語とか語学
は好きです。読書が大好きなので、国語も
好きかな。でも音楽の授業は苦手です。あ
と教科じゃないけど休み時間が好き。

読者の方へメッセージをお願いします
　音楽というのは読んで字のとおり「音を
学ぶ」ではなく「音を楽しむ」ものなので、僕
の音楽を聴いて楽しんでもらえたら嬉しい
です。エンターテイメントとしての音楽を
提供できたらと思います。

インタビューの全文は北区
文化振興財団ホームページ
（http://kitabunka.or.jp）
でご覧いただけます。

「奥田弦の世界」
を訪ねて

◆奥田弦 ピアニスト・作曲家
2001年生まれ。2011年ポニーキャニオンより10歳で史上最年少CDデビュー、
ジャズジャパンアワード受賞。現在までにオリジナルCD3枚リリースの他、全
国各地でイベント出演、ソロコンサート開催。Eテレ「ムジカ・ピッコリーノ」（4
月7日（金）17：35スタート（再放送 毎週土曜 午前8：25〜））出演

公演情報は1面をご覧ください。

記念すべき日本人による 
オペラ上演第1号!
1903年、日本人が初めて上演し
た本格的なオペラがグルックの

《オルフェオとエウリディーチェ》
でした。ピアノ伴奏で、日本語に
訳した歌詞で歌われましたが、演
出付きのオペラはさぞかしセン
セーショナルだったに違いありま
せん。当時は上演に至りませんで
したが、かの森鴎外もこのオペラ
の訳詞を作っています。

バロック・オペラ、人気の題材!
ギリシア神話に登場する竪琴の名手
オルフェオ。毒蛇に噛まれて命を落
とした妻エウリディーチェを取り戻
そうと冥府へくだり、竪琴と甘い歌
声で亡霊たちを鎮め、妻のもとにた
どり着く。戻ってくるまで決して振
り返らない約束が不安にかられ振り
返ってしまい、妻は息絶える…とい
うお話。オペラの題材によく使われ、
特に本作と2007年に上演したモン
テヴェルディの作品が有名です。

クラシックの名曲を 
オペラの中で聴ける!
グルックの作品の中で最も有名なも
のが〈精霊の踊り〉。第2幕、天国の野
原で精霊たちが踊っている場面の音
楽です。特に中間部の短調の部分は
フルート・ソロの美しい名曲で、単独
でもよく演奏されるほか、ピアノ独
奏用に編曲されたものも《メロディ》
という名で親しまれています。今回
はバロック・フルートの名手、前田り
り子が木製のフルートで演奏します!

ねぎぼうずのあさたろう
〜絵本時代劇 読み語りコンサートの旅〜

作家本人による読み語りコンサート

全席指定 5,500円
 3,500円【問い合わせ】THE MUSIC PLANT 203-5944-6187（平日11：00〜18：00）

北とぴあ つつじホール5/28 日 15：00 開演 6
発売中!

5/21（日）14：00～16：00
北とぴあ ペガサスホール
日本でも馴染み深いシャンソン

「オー・シャンゼリゼ」をフランス語で
歌ってみましょう!
※ 「パトリック・ヌジェ コンサート」チケットをお買

い上げの方100名様（先着順）がご参加いただ
けます。チケット購入時にお申し込みください。

■ フランスの香り漂うカフェ&マルシェ
◦ カフェ つつじホールホワイエ
◦ ショップ&ワークショップ スカイホール
　 ビーズ、アクセサリーの販売と作成ワークショップ、フランスの雑貨、CD

販売など
■ ストリートパフォーマンス 

14：00〜 北とぴあ正面玄関前（雨天時は北とぴあ館内）
　TVやCMなどで活躍中のマイムアーティスト、バーバラ村田
■ 短編映画「日仏ラブ・ストーリー」上映会
■ 特別展示
　 立体画家「はが いちよう」によるフランスの街並みを題材とした作品を1点

特別展示

更に詳しい情報は特設ホームページをご覧ください。www.mplant.com/france/

【問い合わせ】北区文化振興財団 
203-5390-1221

（平日9：00〜17：00）
毎年恒例の北とぴあ国際音楽祭！今年も多彩な公演を皆さまへお届けします。
今号では、人気のバロック・オペラ公演の豆知識を先取りしてご紹介します。

春風亭小朝
独演会

● 絵本作家自らによる読み語り!  
 全国を読み語りで駆け回る絵本作家飯
野和好さん自らが「ねぎぼうずのあさた
ろう」を語る貴重な公演。（実はオトナもかな
り楽しめちゃいます!）

● 人気声優平野文さんも出演!
　 TVアニメ「うる星やつら」で声優デビューした平

野文さんも加わって、読み語りの世界が彩り豊か
に広がります。（うる星やつら世代のお父さんお母さん、ラ
ムちゃんが来ますよ!）

● 音楽も超本格派、  
「雅楽三昧中村さんち」が演奏!  
笙（しょう）、篳篥（ひちりき）、龍笛（りゅうてき）のスペシャリストが雅楽演奏で子どもた
ちの想像力を豊かにかきたてます。（なかなかじっくり聴けない雅楽の演奏を親子でどうぞ!）

【出演】
語り／飯野和好（絵本作家）、平野 文（声優）
音楽・演奏／ 雅楽三昧中村さんち［中村仁美（篳篥）、中村香奈子（横笛）、中村華子（笙）］

「ねぎぼうずのあさたろう」
飯野和好 作 （福音館書店）

ここが

見どこ
ろ!

【問い合わせ】�春々堂 203-5447-2131（平日11：00〜19：00）

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

6/23 金  

8/27 日  

北とぴあ さくらホール

北とぴあ
つつじホール

6

4月8日(土)

前売発売

5月11日(木)

前売発売

18：30 開演

14：00 開演

全席指定 Pコード：457-526

3,500円  3,150円

全席指定 Pコード：457-615

3,300円  2.800円
3歳〜小学生 2,000円  1300円

【出演】春風亭小朝　他

3

ワーグナーも影響を受けた! 
偉大な功績を残した作曲家
ドイツ生まれの
グルックはオー
ストリアやフラ
ンスで活躍した
18世 紀 の 作 曲
家。オペラ改革
を行い、音楽史
上重要な役割を果たしました。当
時のオペラは物語そっちのけで歌
手の技量を見せびらかせることに
重きが置かれていましたが、劇の
進行を重視した作りに変えたので
す。この劇的な様式は当時反対派
の攻撃にも遭いましたが、影響を
受けた作曲家も多く、後のワーグ
ナーの壮大な楽劇はその最たる
例です。

（1774年パリ初演版）
《オルフェオとエウリディーチェ》

【指揮】寺神戸亮  【合唱・管弦楽】レ・ボレアード

痛快!

北区民は2,000円お得!!

5/28（日）

北とぴあ
内で

同日開催
!

パトリックと
一緒に

フランス語
で歌おう

シャンソン
教室北とぴあフ

ランス祭

パトリック・
ヌジェ

コンサート

モンテヴェルディ《オルフェーオ》公演の様子（2007年）

【出演】 
パトリック・ヌジェ
with  トミー・ハイメ（ベース）、 

金益研二（ピアノ）

【予定曲目】 
パリの空の下、枯葉、バラ色の人生 ほか

予告!12/8（金）・10（日）�グルック作曲 オペラ

詳細情報は、今後のエンジョイ北区等で順次お知らせします。

ⒸK.Miura

2 3



●問い合わせ 203-5685-5171
開館時間▶10：00〜17：00（入館は16：30まで）
●4・5月の休館日：4/3・10・17・24、5/1・2・8・9・10・11・15・22・29http：//www.kitabunka.or.jp/tabata/

入場料・参加費 無料

●企画展関連イベント（田端ひととき散歩）

農村だった田端に続々と芸術家が住むようになった理由とは?
小杉放庵などの画家たちの社交場「ポプラ倶楽部」では何が行わ
れていた? など、田端文士芸術家村の黎明期についてお話しし、
旧跡を巡ります。

【申込】 先着順（定員80名 直接会場にお越しください）

“画かき村”の繪描きたち
～明治・大正時代の田端～

4/15 土 13：00開演（12：30開場）

●田端ひととき散歩

作家・近藤富枝は、芥川龍之介を軸として田端で
繰り広げられた文士や芸術家たちの交流を『田端
文士村』に書き上げました。自らも田端人として生
き、昨年93歳で閉じたその生涯についてご紹介し、
著書ゆかりの地を巡ります。

【申込】 先着順（定員80名 直接会場にお越しください）

近藤富枝と『田端文士村』
～最後の田端人、その生涯～

5/20 土13：00開演（12：30開場）

●上映会

榎木孝明・南果歩主演。陶芸家として初めて文化勲章を授与され
た板谷波山を描いた作品。※上映会のみで、散策は行いません。

【申込】 往復はがきで5/29（月）まで下記内容を記載の上お申込下さい。
往信用裏面：①イベント名 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤年齢
返信面表面：応募者の住所・氏名 ※1通につき1名（同居家族に限り2名まで可）

【宛先】〒114-0014北区田端6-1-2 田端文士村記念館Ｅ係

板谷波山、かつて美しき日本人がいた
～映画『HAZAN』上映会～

6/17 土 13：00開演（12：30開場）

近藤富枝

開催日 開演／開始 イベント名 会場 入場料金
6月9日
（金） 18：30 オープニングコンサート

〈美しい日本語で紡がれる歌〉
さくら
ホール 2,500円

6月10日
（土）

10：00 グレゴリオ聖歌レクチャーコンサート
（講師：渡辺宏子）

カナリア
ホール 1,500円

11：45 信長貴富編曲作品の様々な貌（かお）
（講師：信長貴富）

飛鳥
ホール 1,500円

14：00 北区合唱連盟主催 相澤直人合唱講習会 つつじ
ホール 1,000円

14：15 「こどものうた」の行方（ゆくえ）
（講師：桑原妙子・長谷川冴子）

カナリア
ホール 1,500円

16：00 「典礼聖歌」〜髙田三郎作品の源流を探る〜
（講師：鈴木茂明）

飛鳥
ホール 1,500円

18：00 LOOK AT CONCERT Vol.8 さくら
ホール 2,500円

6月11日
（日）

9：30 小・中・高NHK全国学校音楽コンクール
課題曲講習会

さくら・
つつじ
ホール

一般 1,000円
高校生以下
 500円

14：00 秦万里子 コーラスワークショップ
〜みんなで作ってハモっちゃおう!〜

飛鳥
ホール 1,500円

17：30 クロージングコンサート
〈作曲家個展シリーズVol.7 〜木下牧子〜〉

さくら
ホール 2,500円

JCDA合唱の祭典2017
〜第18回 北とぴあ合唱フェスティバル〜

「合唱三昧」
の贅沢な三日間!

国内外で活躍する合唱指揮者のプロが
魅力的なプログラムをお届けします。
是非、お運びください!

【問い合わせ】JCDA日本合唱指揮者協会事務局 203-3952-7207／FAX：03-3952-7218

詳細は URL http://jcda1963.jp/ へ
全席自由 全日通し券 7,000円  各公演1割引 4月5日(水)

前売発売

企画展「“画かき村”の繪描
きたち」が1/27よりオープ
ンしました。田端ゆかりの
画家たちに光をあてた本展
の展示室は、文学中心の展
示から一新し洋画や日本画
などが並び、まるで美術館のよう。画家たち渾身の作品
を、この機会にゆっくりとご鑑賞ください。その他、文士
や芸術家との交流を示す芥川龍之介直筆の書簡なども
展示しています。 ※5／7まで開催。

●企画展レポート

オススメの
イベント

絵画がズラリ!まるで美術館!?

インタビュー

現役高校生にしてプロのジャズ・ピアニス
ト、作曲家及び編曲家として大注目の奥田
弦さんが出演する「奥田弦 ジャズワール
ド」が、6月4日（日）つつじホールで開催さ
れます。日々進化を続ける15歳の、想いと
素顔に迫りました。
ジャズの魅力はどんなところにありますか
　クラシックを「よく考えられ洗練された
本の朗読」だとするとジャズは「その場での
会話」だと思っています。音楽で会話がで
きるのが、ジャズの一番のいいところかな。

尊敬するアーティストはいますか
　尊敬というより、越えたい、越えるべき存
在としてならあります。アート・テイタムな
んて、まだ僕では手が届きませんが、いつか
はちゃんと越えたいです。そして、いつか新
しいジャンルを確立して、自分の世界をちゃ
んと表現していけるようになりたい、という
か、なります。

好きな科目はなんですか
　好きな教科というのは、その時々によっ
て変わったりするのですが、英語とか語学
は好きです。読書が大好きなので、国語も
好きかな。でも音楽の授業は苦手です。あ
と教科じゃないけど休み時間が好き。

読者の方へメッセージをお願いします
　音楽というのは読んで字のとおり「音を
学ぶ」ではなく「音を楽しむ」ものなので、僕
の音楽を聴いて楽しんでもらえたら嬉しい
です。エンターテイメントとしての音楽を
提供できたらと思います。

インタビューの全文は北区
文化振興財団ホームページ
（http://kitabunka.or.jp）
でご覧いただけます。

「奥田弦の世界」
を訪ねて

◆奥田弦 ピアニスト・作曲家
2001年生まれ。2011年ポニーキャニオンより10歳で史上最年少CDデビュー、
ジャズジャパンアワード受賞。現在までにオリジナルCD3枚リリースの他、全
国各地でイベント出演、ソロコンサート開催。Eテレ「ムジカ・ピッコリーノ」（4
月7日（金）17：35スタート（再放送 毎週土曜 午前8：25〜））出演

公演情報は1面をご覧ください。

記念すべき日本人による 
オペラ上演第1号!
1903年、日本人が初めて上演し
た本格的なオペラがグルックの

《オルフェオとエウリディーチェ》
でした。ピアノ伴奏で、日本語に
訳した歌詞で歌われましたが、演
出付きのオペラはさぞかしセン
セーショナルだったに違いありま
せん。当時は上演に至りませんで
したが、かの森鴎外もこのオペラ
の訳詞を作っています。

バロック・オペラ、人気の題材!
ギリシア神話に登場する竪琴の名手
オルフェオ。毒蛇に噛まれて命を落
とした妻エウリディーチェを取り戻
そうと冥府へくだり、竪琴と甘い歌
声で亡霊たちを鎮め、妻のもとにた
どり着く。戻ってくるまで決して振
り返らない約束が不安にかられ振り
返ってしまい、妻は息絶える…とい
うお話。オペラの題材によく使われ、
特に本作と2007年に上演したモン
テヴェルディの作品が有名です。

クラシックの名曲を 
オペラの中で聴ける!
グルックの作品の中で最も有名なも
のが〈精霊の踊り〉。第2幕、天国の野
原で精霊たちが踊っている場面の音
楽です。特に中間部の短調の部分は
フルート・ソロの美しい名曲で、単独
でもよく演奏されるほか、ピアノ独
奏用に編曲されたものも《メロディ》
という名で親しまれています。今回
はバロック・フルートの名手、前田り
り子が木製のフルートで演奏します!

ねぎぼうずのあさたろう
〜絵本時代劇 読み語りコンサートの旅〜

作家本人による読み語りコンサート

全席指定 5,500円
 3,500円【問い合わせ】THE MUSIC PLANT 203-5944-6187（平日11：00〜18：00）

北とぴあ つつじホール5/28 日 15：00 開演 6
発売中!

5/21（日）14：00～16：00
北とぴあ ペガサスホール
日本でも馴染み深いシャンソン

「オー・シャンゼリゼ」をフランス語で
歌ってみましょう!
※ 「パトリック・ヌジェ コンサート」チケットをお買

い上げの方100名様（先着順）がご参加いただ
けます。チケット購入時にお申し込みください。

■ フランスの香り漂うカフェ&マルシェ
◦ カフェ つつじホールホワイエ
◦ ショップ&ワークショップ スカイホール
　 ビーズ、アクセサリーの販売と作成ワークショップ、フランスの雑貨、CD

販売など
■ ストリートパフォーマンス 

14：00〜 北とぴあ正面玄関前（雨天時は北とぴあ館内）
　TVやCMなどで活躍中のマイムアーティスト、バーバラ村田
■ 短編映画「日仏ラブ・ストーリー」上映会
■ 特別展示
　 立体画家「はが いちよう」によるフランスの街並みを題材とした作品を1点

特別展示

更に詳しい情報は特設ホームページをご覧ください。www.mplant.com/france/

【問い合わせ】北区文化振興財団 
203-5390-1221

（平日9：00〜17：00）
毎年恒例の北とぴあ国際音楽祭！今年も多彩な公演を皆さまへお届けします。
今号では、人気のバロック・オペラ公演の豆知識を先取りしてご紹介します。

春風亭小朝
独演会

● 絵本作家自らによる読み語り!  
 全国を読み語りで駆け回る絵本作家飯
野和好さん自らが「ねぎぼうずのあさた
ろう」を語る貴重な公演。（実はオトナもかな
り楽しめちゃいます!）

● 人気声優平野文さんも出演!
　 TVアニメ「うる星やつら」で声優デビューした平

野文さんも加わって、読み語りの世界が彩り豊か
に広がります。（うる星やつら世代のお父さんお母さん、ラ
ムちゃんが来ますよ!）

● 音楽も超本格派、  
「雅楽三昧中村さんち」が演奏!  
笙（しょう）、篳篥（ひちりき）、龍笛（りゅうてき）のスペシャリストが雅楽演奏で子どもた
ちの想像力を豊かにかきたてます。（なかなかじっくり聴けない雅楽の演奏を親子でどうぞ!）

【出演】
語り／飯野和好（絵本作家）、平野 文（声優）
音楽・演奏／ 雅楽三昧中村さんち［中村仁美（篳篥）、中村香奈子（横笛）、中村華子（笙）］

「ねぎぼうずのあさたろう」
飯野和好 作 （福音館書店）

ここが

見どこ
ろ!

【問い合わせ】�春々堂 203-5447-2131（平日11：00〜19：00）

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

6/23 金  

8/27 日  

北とぴあ さくらホール

北とぴあ
つつじホール

6

4月8日(土)

前売発売

5月11日(木)

前売発売

18：30 開演

14：00 開演

全席指定 Pコード：457-526

3,500円  3,150円

全席指定 Pコード：457-615

3,300円  2.800円
3歳〜小学生 2,000円  1300円

【出演】春風亭小朝　他

3

ワーグナーも影響を受けた! 
偉大な功績を残した作曲家
ドイツ生まれの
グルックはオー
ストリアやフラ
ンスで活躍した
18世 紀 の 作 曲
家。オペラ改革
を行い、音楽史
上重要な役割を果たしました。当
時のオペラは物語そっちのけで歌
手の技量を見せびらかせることに
重きが置かれていましたが、劇の
進行を重視した作りに変えたので
す。この劇的な様式は当時反対派
の攻撃にも遭いましたが、影響を
受けた作曲家も多く、後のワーグ
ナーの壮大な楽劇はその最たる
例です。

（1774年パリ初演版）
《オルフェオとエウリディーチェ》

【指揮】寺神戸亮  【合唱・管弦楽】レ・ボレアード

痛快!

北区民は2,000円お得!!

5/28（日）

北とぴあ
内で

同日開催
!

パトリックと
一緒に

フランス語
で歌おう

シャンソン
教室北とぴあフ

ランス祭

パトリック・
ヌジェ

コンサート

モンテヴェルディ《オルフェーオ》公演の様子（2007年）

【出演】 
パトリック・ヌジェ
with  トミー・ハイメ（ベース）、 

金益研二（ピアノ）

【予定曲目】 
パリの空の下、枯葉、バラ色の人生 ほか

予告!12/8（金）・10（日）�グルック作曲 オペラ

詳細情報は、今後のエンジョイ北区等で順次お知らせします。

ⒸK.Miura

2 3



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）

北とぴあ15階 ペガサスホール全席自由 カンフェティ

1,000円   900円
6

今が旬の若手の噺に、たっぷり笑えてこのお値段!
7月の回は、ほくとぴあ亭としては久々の4団体揃い踏み!
所属する団体が違うと落語も違う? そんな所にも注目です。

8月の回は、お仕事帰りにふらっと寄れる木曜19時スタート。
たくさん笑ってストレス発散、お酒も美味しく飲めるはず!

次代を築く
落語家の妙技ほくとぴあ亭1000円落語

5月6日(土)

前売発売

第29回 北彫展
彫刻の世界にふれてみませんか？

日本芸術院会員である

川崎普照をはじめ、

北区にゆかりのある彫刻家の作品を

展示します。

彫刻家によるわかりやすい作品解説

「ギャラリートーク」や

被災地支援を目的とした

「チャリティーコーナー」も開催します。

ギャラリートーク
13日（土）、14日（日）
各日 
14：00〜、16：00〜堀内秀雄 『或るカノンー植Ⅳ』

6
北とぴあ さくらホール全席自由 カンフェティ

1,000円   900円5/21日 14：00 開演
（13：20開場） 【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9：00〜17：00）

北区民オーケストラ 第31回 定期演奏会 
北オケ定期は『フィガロ』と『ライン』そして『展覧会の絵』
　まず始めにお届けするのは、モーツァルトの有名なオペラ「フィガロの結婚」の序曲です。オペ
ラ開演前の客席のざわざわした雰囲気に始まり、明るく軽快な音楽が続きます。

　2曲目は、シューマンの交響曲第3番「ライン」です。ライン川のたおやかな流れの情景描写で
始まり、ケルンの大聖堂の荘厳な音楽を経て、終楽章はデュッセルドルフの街のカーニバルが
賑やかに描かれています。

　休憩後は、組曲「展覧会の絵」です。この曲は、ムソルグスキーのピアノ独奏
曲を、フランスの音の魔術師ラヴェルが鮮やかに管弦楽曲として編曲してから
有名になりました。皆さんが良くご存じの素敵なメロディーもたくさん出てき
ます。管楽器の派手な独奏も多く、又、超絶技巧も要求される難曲です。北オケ
の挑戦にご期待ください。

北区民オーケストラ 団員募集
北区民オーケストラでは一緒に
演奏する団員を募集しています。
オーディションは6月を予定。

【募集パート】
・ヴァイオリン　・ヴィオラ
・チェロ　・ファゴット　・打楽器

※ 詳しい内容につきましては、下記までお問合せ
ください。

今年も
名曲ぞろいで
聴きどころが
たっぷり!!

指揮：高橋俊之

4月8日(土)

前売発売

7月
の回

8月
の回

【問い合わせ】��北区文化振興財団（ココキタ） 
203-6338-5711（9：00〜17：00）

5/10 水  〜14 日  
北とぴあ 地下1階 展示ホール

10：00 〜19：00
（最終日は18：00まで）

入場無料

13：00 開演（12：30開場）7/8 土

19：00 開演（18：30開場）8/17 木

演目：
百川

柳
家
ほ
た
る

三
遊
亭
好
の
助

立
川
こ
は
る

春
風
亭
昇
羊

演目：
紺屋高尾

柳
家
わ
さ
び

桂
宮
治

立
川
吉
笑

桂
竹
千
代

Ⓒ森モーリー鷹博

〒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 3月25日発行　http://www.kitabunka.or.jp

●奥田弦インタビュー  2
●北とぴあ国際音楽祭 

インフォメーション 3
●北区民オーケストラ 

第31回 定期演奏会  4
●北とぴあ演劇祭 

参加者募集  5No.127 4月 5月

2017

全席指定 Pコード：326-258

3,300円   2,800円

全席自由 カンフェティ

1,000円   900円

【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）

【予定曲】 東京ラプソディ、誰か故郷を想わざる、旅の夜風、青い山脈 ほか

名島啓太 作曲 ミサ曲第１番 「日本から」
宇田川安明 編曲
　混声合唱のためのメドレー 四季の風景

宮澤賢治 作詩／鈴木憲夫 作曲
　混声合唱曲 雨ニモマケズ

宮澤賢治 作詩／信長貴富 作・編曲
　混声合唱とピアノのための イーハトーボ農学校の春

【予定曲】  D.ガレスピー&F.パパレリ：チュニジアの夜（アレンジ：奥田弦） 
モーツァルト：トルコ行進曲（アレンジ：奥田弦） 
奥田弦：北斎（「ボストン美術館 浮世絵名品展 北斎」テーマ曲） 
ベートーヴェン：ピアノソナタ「月光」より第三楽章 ほか

6

7/22 土6/4 日

奥田弦 ジャズワールド

北とぴあ つつじホール

北とぴあ さくらホール

北とぴあ つつじホール 15：00 開演

6/18 日 14：00 開演（13：20開場）

14：00 開演

4月12日(水)

前売発売

4月7日(金)

前売発売

4月4日(火)

前売発売

〜�昭和初
期の�

　名曲を唄
う〜　

YouTub
e や SNS

 等で話題
沸騰、

平成育ち
の若い3兄

弟が昭和
の心を唄う

！

全席指定 カンフェティ

3,000円   2,000円
高校生以下：1,500円

5
2面のインタビューをチェック!!

北区民は1,000円お得!!

あなたも作曲家特別企画
あなたが指一本で
弾いたメロディーを、
奥田弦がその場で
素敵な楽曲にアレンジします。

驚異的なテクニックと
作曲・アレンジ力を兼ね揃える
天才ジャズピアニスト、奥田弦。
この春高校生になったばかりの
彼を迎えて贈る、渾身のソロ・ライブ!

司会：古瀬絵理
（フリーアナウンサー）

Gen Okuda JAZZ  World

6

北区民混声合唱団 第27回定期演奏会
−日本 の 四 季  そして祈り−

指 揮：名島啓太　ピアノ：岩井智宏

4

事前に各問い合わせ先までお申し込みください。※平成29年4月以降の公演は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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【問い合わせ】 203-6338-5711（9：00〜17：00）
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）
※アクセスは6面をご覧ください。

皆さんの文化芸術活動を応援する  へぜひ来てみてください。

詳しくは で検索!

http://www.kitabunka.or.jp/cocokita/

ココキタの卵
　ココキタには日々、若いアーティス
トの卵たちが練習に来ています。そん
な彼らの練習風景と素顔をご紹介。
　夕暮れ時の廊下に響きわたるジャズ
サックスの音色は、区内在住の高校3
年生 塙 正貴くんです。
― なにでココキタを知ったの?
　明桜中学校出身の友人から仮校舎

（現・ココキタ）が改装されたと教えてもらいました。機材も環境
も良くて高校生は無料なので、ほぼ毎日来ています。
― 普段、ココキタでどんな練習をしてるの?
　最近はライブに飛び入りしたりもしているので、ウォーム
アップなしで本領発揮できるように、スタジオ入って最初30分
くらい、アドリブとか実践的な練習をします。そのあと基礎的
な練習メニューに2時間くらいかけて、それからピアノやCDを
使ってフレーズやコードを研究しながら吹いたり…と、いつも3
〜5時間くらいいる感じですね。
― いま高校3年生、ということは…
　この春から音楽大学のジャズ専攻コースに進みます。在学中
にアメリカ留学もして、プロとして活動していきたいです。
…………………………………………………………………………
　高校生ですでにプレイヤーとしても活動する塙くんは、爽や
かな笑顔と朗らかな話しぶりの好青年。ぜひ一流のプロ奏者と
して羽ばたいてほしいものです。

中高生は無料なの!?
　ココキタでは、中高生の芸術活動を応援するため利用料を無
料にしています!
　学生証、生徒手帳などを持参して、ココキタ受付にて利用者登
録をしてください。
　個人名で登録して仲間を連れてきてもOK。また
2名以上いつも来るメンバーがいれば「団体登録」
もできます。でもカードの貸し借りはできません。
必ず登録したメンバーが利用に来てくださいね。
詳しくは203-3913-8363（9：00〜19：00）まで。

ワークショップレポート
2017 1/19～2/9

　中高生対象の「バンドレ
ベルアップワークショップ
～ドラム編～」を、プロ・ドラ
マーの神田リョウ氏を講師
に迎え開催しました。ロック、
ジャズ、吹奏楽など多様な
ジャンルと楽器歴を持つ受
講者に向けて、身体に合わせ
たセッティングの大切さや、アンサンブルの一員としてのドラ
ムの位置づけなど、これから長く音楽と向き合う上でのアドバ
イスと実践が盛り込まれた内容でした。

〈演劇祭で公演したい団体募集! プロ・アマ問いません〉　応募締切▶4/24（月）必着

〈一人でも演劇祭に参加できるプログラム。初心者大歓迎〉

【応募条件】次のすべてに該当する団体
①�北区在住、在勤、在学の方を中心とした演劇グループ（ダンスのみ、一人芝居は不可）
②�原則1劇団1公演　③�上演時間2時間以内　④�入場料1000円以内
⑤�つつじホール公演は200名以上、ペガサスホール公演は60名以上の来場見込みがあること
⑥�責任をもって公演を実施できる　⑦�演劇祭のイベントに参加できる　⑧�月1度の演劇祭の会議に参加できる
⑨�他団体や地域とネットワークを形成し、演劇祭の発展と地域の活性化に貢献できる

【会場】 北とぴあつつじホール（客席数402）・ペガサスホール（客席数130）

【申込方法】  北とぴあ演劇祭公式サイト（www.hokutopiaengekisai.com）から応募用紙
をダウンロードして、必要事項を記入のうえ、北区文化振興財団まで郵送か持参�
※ 応募用紙は郵送でもお送りします。ご希望の方は、返信用封筒に氏名・宛先を明記の

うえ、82円切手を貼付して下記申込先までお送りください。
【選定】  企画書の内容を参考に、実行委員会で参加劇団を選定します。
【申込先】��〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ10階   

北区文化振興財団 北とぴあ演劇祭参加公演係（持参の場合は平日9：00〜17：00）

「北とぴあ演劇祭2017」 参加者大募集!
団体参加枠

あなたも舞台に立てる! 区民上演プロジェクト
中高生劇団 演劇をやってみたい中学生・高校生募集! 学校の枠を超えて作る「学外演劇部」です。
【対象】 経験不問、原則北区在住・在学の中学生、高校生　【定員】 20名
【日程】 5月中旬稽古開始　【時間】 18：00〜21：00（予定）　【会場】 北区内施設　【参加費】 無料
【参加者説明会】 4/21（金）19：00〜 会場：北とぴあ 806会議室　【発表会】 9/30（土）
※申込受付中（申込先は下記参照。定員になり次第締切）

北区演技塾  一般の方が演技を学び体験できる場。全8回のワークショップで、北とぴあ演劇祭の舞台を目指す! 
★☆北区AKT STAGE所属のプロ俳優が講師となり、丁寧に演技指導します。

【対象】経験不問、中学生以上　【定員】20名 ※応募者多数の場合は、初参加者を優先します。
【日程】7月〜9月（予定）　【時間】19：00〜21：30（予定）　【会場】北とぴあ
【参加費】東京都北区に在住・在勤・在学の方 4,000円／一般 8,000円　【講師】渡辺和徳（劇作家・演出家）
※申込開始・締切日等詳細は決まり次第、演劇祭公式HP等でお知らせします。

舞台をより楽しむためのワークショップ
脚本ワークショップ 〈座学×フィールドワーク×実践〉
初心者でも6週間で脚本が書ける!楽しみながら、いつの間にか脚本のイロハを学ぶ。今年のテーマは「都電」
【対象】経験不問 中学生以上 ※受講が今年で3回目以上となる方は除く　【定員】20名
【日時・会場】  〈座学〉 5/24〜6/28の毎週水曜日（全6回）19：00〜21：30 北とぴあ901会議室 

〈フィールドワーク〉 6/4（日）15：00〜17：00 都電荒川線沿線を散策
【受講料】6,000円（中高生3,000円）　【講師】吉田貴秀（構成作家・脚本家・演出家）
【申込開始】4/5（水）（申込先は下記参照。定員になり次第締切）
実践編! 「マイストーリー☆2017」
　このワークショップで生まれた脚本を、受講生自らの手で舞台化し演劇祭で上演します。（自由参加）
【公演日】9/18（月・祝）

この他にも個人参加枠として、ワークショップ（ダンス、アクション、大衆演劇）、講座（舞台照明、舞台美術）を予定!
詳しくは、今後のエンジョイ北区、北とぴあ演劇祭公式サイト等でお知らせします。お楽しみに!

中高生劇団・北区演技塾・脚本ワークショップ申込  ●電話申込（受付時間 9：00〜17：00土・日・祝日を除く） 北区文化振興財団 203-5390-1221 
● インターネット申込（24時間受付（受付開始日は9：00から）） www.hokutopiaengekisai.com

会期9/16（土）〜10/15（日）

個人参加枠

【問い合わせ】北とぴあ演劇祭事務局 北区文化振興財団内�203-5390-1221（平日9：00〜17：00）�公式サイト�www.hokutopiaengekisai.com

【ケラリーノ・サンドロヴィッチ】
ナイロン100℃主宰/劇作家・演出家・映画
監督・音楽家。1999年に第43回岸田國士戯
曲賞を受賞、現在は同賞の選考委員。2016
年の3本の舞台活動に対し、第24回読売演
劇大賞最優秀演出家賞、第68回読売文学
賞戯曲シナリオ部門、第51回紀伊國屋演劇
賞個人賞、第4回ハヤカワ悲劇喜劇賞（「キ
ネマと恋人」）を受賞。

高校生対象 レベルアップワークショップ
「 ケラリーノ・サンドロヴィッチの 

コント脚本講座」

4/15～
エントリー
開始

　ミュージシャン・劇団主宰・劇作家・演出家として活躍するケ
ラリーノ・サンドロヴィッチが「コント脚本」のワークショップ
を、5/14、21、6/4（各日曜）に開催します。
　時間は9：00〜12：00。2回の講座と課題提出、そして合評会
の全3回です。コントの奥深い世界を追究してみたい高校生の
皆さん、ぜひご参加ください（高校生以外は聴講のみ可）。詳しく
はココキタHPでチェック!
　申込みは4/15（土）以降、メール（右のQRコー
ド）にて、件名「コント講座希望」、本文に氏名（ふ
りがな）・年齢・学校名・住所・電話番号・希望コー
ス（受講・聴講）を記入してお送りください。
Ｅ-mail：kcf_bunkasinkou@kitabunka.or.jp
…………………………………………………………………………

●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。
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新河岸川

4,5月の催し物 Event Information in April & May 入場方法・開演時間等に変更がある場合もありますので、ご了承願います。この情報は2017年2/20（月）現在の情報です。

	4/4（火）～4/13（木）	 おえかきクラブ「OYAKO」展覧会（「OYAKO」）
	4/18（火）～4/27（木）	北芯会絵画展（北芯会）
	5/2（火）～5/14（日）	 サンアートフォトクラブ写真展（サンアートフォトクラブ）
	5/17（水）～5/30（火）	昭和町長寿会作品展（昭和町長寿会）
	5/17（水）～5/30（火）		絵画工房たゆたう作品展vol.2	

（特定非営利活動法人ピアネット北）

王子カルチャーロードギャラリー （王子駅北口ガード下）
北区文化振興財団	203-5390-1223

北区内文化情報ピックアップ
赤羽ぎゃらりー遊 【11：00～18：00】休・月曜 ☎03-6808-7575
赤羽西1-35-8��レッドウイングビル�1F��赤羽駅西口２分アート

4/4（火）〜4/9（日）� 齊藤光晴�水彩画展�〜白い光のエチュード〜
4/18（火）〜4/23（日）�「百々茂貫と門下生」展���日本画.水墨画

花まる学習会王子小劇場 ☎03-3911-8259
王子1-14-4��地下1階��王子駅北口5分演劇

4/7（金）〜10（月）� 舞台屋アホロ「ガンボーの中身」
4/13（木）〜16（日）� レティクル座「戦浄のパンクロッカー」
4/19（水）〜23（日）� Dr.MaDBOY「マウント」
4/26（水）〜30（日）� アナログスイッチ「愛でもないし、youでもなくて、ジェイ」
5/1（月）〜2（火）� 果てとチーク�
� 「�グーグス・ダーダ�なになにもなになにもない�NO�nothing�nothing�nothing」
5/5（金）〜9（火）� ソラカメ「熱狂パンク」
5/26（金）〜29（月）�匿名劇壇「レモンキャンディ」

篠原演芸場 ☎03-3908-1874
中十条2-17-6　十条駅・東十条駅5分演劇

4月公演　劇団花車�姫錦之助・姫勘九郎
5月公演　橘劇団�橘�菊太郎・橘�大五郎

越後屋別館 ☎03-3900-5904
王子本町1-21-4��王子駅北口7分落語

柳家さん生の越後屋寄席�特別企画　※詳細はお問い合わせください。

北区内文化情報ピックアップ

北とぴあ ［さくらホール／つつじホール］

1
（土）
さくら

恋や恋、あなたが忘れられなくて。春日宏美『源氏物語』ひとりがたり	
【開演】19：00　全席指定
A席	前売4,500円	当日5,000円　B席	前売3,500円	当日4,000円
高校生以下2,000円
問橋本新企画	2080-4075-2884

4
月
2
（日）
さくら

第20回	亀山香能箏曲リサイタル	
【開演】14：00　全席自由3,000円　北区民1,000円　学生1,000円
問亀山香能	203-3909-8935

7
（金）
つつじ

東日本大震災チャリティーコンサート	台湾と日本のかけはし
【開演】18：30　全席自由　3,000円
問グループ草コンサートオフィス	2070-3124-5678	g.sou@softbank.ne.jp

8
（土）
さくら

エレファントカシマシ	30th	ANNIVERSARY	TOUR	2017
【開演】17：00　全席指定　6,900円
問ディスクガレージ	2050-5533-0888

8
（土）
つつじ

岸本悟明シャンソン教室	第18回発表会
【開演】15：00　入場無料
問三谷香寿子	203-3905-0509

9
（日）
つつじ

ピアノコンサート
【開演】13：00　入場無料
問田村潤	203-3913-2522

12
（水）
さくら

城北演劇を観る会	エイコーン「櫻の園」
【開演】18：30　※会員制（月会費2,200円、入会時は1,000円+2ヶ月分の会費）
問城北演劇を観る会	203-5390-3155（火水金土の13：00～18：00）

12
（水）
つつじ

カラオケと踊りの祭典・第9回	北区音楽祭	全国大会
【開演】10：30　入場無料
問実行委員会	事務局	203-3927-7091

16
（日）
さくら

第29回	きたくなるまち区民寄席	
【開演】14：00　全席指定　1階席3,600円（残少）　2階席2,600円
問北区文化振興財団	203-5390-1221

16
（日）
つつじ

藤峰流「蔦之会」
【開演】12：00　入場無料
問藤峰蔦枝	203-3897-8638

17
（月）
さくら

文化座創立75周年記念スペシャル公演「旅立つ家族」
【開演】18：30　全席自由　3,000円
問劇団文化座	203-3828-2216

20
（木）
さくら

第11回	東京ラジオ歌謡音楽祭	
【開演】12：00　全席指定　1階席1,500円　2階席1,000円
問東京ラジオ歌謡を歌う会	203-3901-7447

20
（木）
つつじ

この道に集って	−青木美稚子先生藝大退任記念コンサート−
【開演】18：00　全席自由　2,000円
問三宅	2090-3804-0514

22
（土）
さくら

ゴスペルShine	第18回コンサート
【開演】16：30　入場無料
問ゴスペル	Shine	髙橋泰江・大湯	203-3906-2436

22
（土）
つつじ

第65回	北区三曲	三和会演奏会
【開演】11：00　入場無料
問三和会事務局	前原鳳童	20285-23-3310

23
（日）
つつじ

ウィズ・ユー・コンサート
【開演】19：00　入場無料
問NJ音楽企画	勝間	203-5685-5226

26
（水）
つつじ

ナカハチ・オン・タイム♯7	
【開演】18：30　全席指定　4,000円
問井上事務所	203-3906-3121

30
（日）
さくら

「王子の狐ねがいの石」10周年記念	まちづくりコンサート	
【開演】15：00
全席自由　2,500円　当日3,000円　高校生以下1,500円引
問王子狐のミュージカルの会	橋本	2080-4075-2884

5
月
1
（月）
つつじ

工藤あやの	in	北とぴあ	山形×北区ふるさとコンサート	
【開演】12：00　全席指定　4,500円　北区民4,000円
問アルデル・ジロー	203-5778-7781

1
（月）
つつじ

井上由美子の♪またKITAKUなるコンサート♪	
【開演】16：30　全席指定5,000円
問アルデル・ジロー	203-5778-7781

2
（火）
つつじ

『紅花亭・活動大写真を楽しむ会』	上映作品『番場の忠太郎瞼の母』	弁士澤登翠	他
【開演】13：30　全席自由　前売2,000円　当日2,500円
問紅花亭（高木孝）	203-3907-1454

3
（水・祝）
つつじ

第51回	ロンディーネの会音楽発表会
【開演】11：00　入場無料
問ロンディーネの会	板垣卓也	203-3918-8024

4
（木）
さくら

スタジオ・アロンジェ	第7回発表会
【開演】16：30　入場無料
問東京バレエアカデミー	20120-974-611

4
（木）
つつじ

第5回	東京マジカルフェスティバル
【開演】13：30　全席自由　1,000円
問東京マジカルクラブ	実行委員長	水林義男	2090-7219-6493

5
（金・祝）
さくら

H	ZETTRIO	PIANO	CRAZE	CRAZY	TOUR	～こどもの日Special～	
【開演】16：00　全席指定　前売4,000円　当日4,500円　北区民10%割引
問サンライズプロモーション東京	20570-00-3337

5
（金・祝）
つつじ

オペレッタ「白馬亭にて」
【開演】14：00　全席自由　4,500円
問宮永秀朗	2090-3818-8551

6
（土）
さくら

第49回	コール・シャンティー定期演奏会
【開演】17：00　全席自由　1,500円
問コール・シャンティー	03-3392-2209

6
（土）
つつじ

第48回	いづみ会	ヴォーカルコンサート
【開演】14：30　全席自由　1,500円
問いづみ会事務局	203-5902-4778

7
（日）
さくら

北都民踊・舞踊連盟舞踊大会
【開演】10：00　入場無料
問北都民踊・舞踊連盟	坂本美恵子	203-3910-8439

7
（日）
つつじ

西崎流古典	民謡舞踊	浅緑会発表会
【開演】14：30　入場無料
問西崎流浅緑会	西崎浅緑	203-3966-7557

13
（土）
さくら

フィルハーモニッシャー・コール第1回演奏会
【開演】14：00　全席指定	S席4,000円	A席3,000円	B席2,000円
問	フィルハーモニッシャー・コール事務局	203-3709-5952（contact@ph-chor.com）

13
（土）
つつじ

中峰秀雄	ギターリサイタル
【開演】19：10　全席自由　前売3,500円　当日4,000円
問グループハイド	203-3982-8571

14
（日）
さくら

北区民踊連盟60周年記念	舞踊大会
【開演】10：00　入場無料
問北区民踊連盟	会長松本さと子	203-3900-8732

14
（日）
つつじ

オペラシアターこんにゃく座「オペラ	銀のロバ」
【開演】18：00　全席指定　3,800円
問きたく子ども劇場	203-3919-2990

20
（土）
さくら

北区民オーケストラ	リハーサル公開
【開演】18：00　【事前申込制・4/27締切】　入場無料
対象：障害のある方と家族
問北区文化振興財団	203-5390-1221

21
（日）
さくら

北区民オーケストラ	第31回定期演奏会	
【開演】14：00　全席自由　1,000円　北区民10%割引
問北区文化振興財団	203-5390-1221

26
（金）
さくら

水織ゆみ	30周年記念リサイタル	
【開演】18：30　指定S席5,000円　自由A席3,000円　学生（自由A席）500円
問オフィス・キッチン	2080-6748-0666

27
（土）
さくら

第48回	琴古流尺八演奏会
【開演】11：00　全席自由　1,000円
問琴古流協会（担当：神）	2090-9104-8178

28
（日）
さくら

男声合唱団	白門グリークラブ	第20回演奏会
【開演】14：00　全席自由　1,500円
問千葉紘弥	2090-2421-5835

28
（日）
つつじ

北とぴあフランス祭	パトリック・ヌジェ	コンサート	
【開演】15：00　全席指定　5,500円　北区民3,500円
問THE	MUSIC	PLANT	203-5944-6187

29
（月）
つつじ

メゾソプラノ庄司祐美リサイタル2017	～ウィーンの風と共に～	
【開演】19：00　全席自由　4,000円　学生3,000円（入場時学生証提示）
問シューマン150企画	2080-5872-4212

赤羽会館 ［講堂］
4
月
2
(日)

河端ピアノ教室発表会
【開演】13：30　入場無料　問河端広美	203-3901-6159

16
(日)

ピアノ・エレクトーン発表会
【開演】12：30　入場無料　問山崎裕子	203-3901-2337

30
(日)

おおさき・うめのピアノ教室発表会
【開演】1部11：00	2部14：30　入場無料　問大崎美樹	203-5970-3529

5
月
21
(日)

春季吟剣詩舞大会
【開演】10：00　入場無料　問高橋暁煌	203-3900-2407

28
(日)

千流会	第55回	舞の会
【開演】11：00　入場無料　問若柳心踊	2090-1460-4993

北とぴあ ［展示ホール］
4
月
18（火）
▼
23（日）

2017	現水春季展
10：00～18：00（最終日～17：00）　入場無料
問現代水墨画協会	事務局	柳原	2042-511-3268

5
月
10（水）
▼
14（日）

第29回	北彫展
10：00～19：00（最終日～18：00）　入場無料
問北区文化振興財団	203-6338-5711

19（金）
▼
22（月）

第31回	日本書作展
10：00～18：00（初日13：00～	最終日～15：30）　入場無料
問日本書作連盟	藤本芳洲	203-3900-5085

30（火）
▼

6/4（日）
現代日墨展
10：00～18：30（最終日～17：00）　入場無料
問現代日墨展	事務局	野口	203-3893-1919

滝野川会館 ［大ホール］
4
月
22
（土）

平岡ひろ子ソプラノリサイタル
【開演】14：00　全席自由　2,000円　問平岡	203-5390-0252

23
（日）

ウィンナテューバとグランドピアノによるデュオコンサート	18
【開演】14：00　全席自由　2,000円　高校生、中学生	1,000円　小学生以下	無料
問田中	204-2963-5529

5
月 7

（日）

第27回	アルパフェスティバル「春のアルペジオ」
【開演】14：00　全席指定　4,000円　小中高/学生席　2,000円
問オフィス・アルペジオ	203-3902-5355

パイプオルガン演奏会 （北とぴあ1階 区民プラザ） 無 料
北区文化振興財団	203-5390-1221	※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。

4/23（日）
15：00～ 
演奏 �ロレト・アラメンディ
曲目 �J.アラン：リタニー�
（連祷）�ほか

5/21（日）
12：30～ 
演奏 �徳田佑子
曲目 ��J.S.バッハ：�

前奏曲とフーガ�
ロ短調�
BWV544�ほか 徳田佑子ロレト・アラメンディ

6

□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

田端6-1-2
田端文士村記念館
03-5685-5171

田端アスカタワー

マクドナルド

田端
ふれ
あい
橋

北口
JR
田端駅

□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

※駐車場はございません

北区豊島5-3-13
ココキタ東京都北区

文化芸術活動拠点

03-3913-8363

としま若葉小

豊島北
コミュニティ
アリーナ

豊島
六丁目

日本出版販売
王子日版センター

←至：王子神谷駅
至：西新井→

バス停 豊島五丁目団地

□JR王子駅北口より 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

王子1-11-1
北とぴあ
03-5390-1100

至：上野至：大宮

北区役所
至：早稲田

飛鳥山
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り
通
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駅

スズラン通り

三井住友銀行

西友

赤羽
公園

消防署

東口

南口

□JR赤羽駅より 徒歩5分
□南北線赤羽岩淵駅より 徒歩10分

赤羽南1-13-1
赤羽会館
03-3901-8121

至：大宮 至：上野

□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

西ケ原1-23-3
滝野川会館
03-3910-1651

JR上中里駅

JR駒
込駅

至：
田端

至：池袋

南北線
西ケ原駅
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←王子方面
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滝野川福祉
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城官寺

ほくとぴあメンバーズほくとぴあメンバーズ
うれしい特典がいっぱい！年会費：2,000円

ご入会・お問合せ先《平日10：00～17：00》

ほくとぴあメンバーズ事務局(北とぴあ10階）
※北とぴあ以外の会館等では
　お取扱いしておりません。

電話1本でチケットが自宅に届く！楽
チケットの先行予約！早
チケット代が10％割引！安


