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

1/13 土 14：00 開演
2018

北とぴあ
つつじホール全席指定  カンフェティ

1,500円    1,350円

10月6日(金)
一般発売
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6 【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

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

出演
◦オープニングトーク「文楽入門」
◦落語「初音の鼓」春風亭正太郎
◦イラスト付きあらすじ解説
◦人形浄瑠璃文楽「義経千本桜」河連法眼館の段

プログラム

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

発売中!
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4,800円   4,300円

全席指定
Pコード：480-092   イープラス

【申込方法】
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。
公演名、希望人数（2名まで・未就学児不可）、住所、電話番号、氏名、年齢
※車イス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「11/30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
結果を着信できるようメール設定をお願いします。

【宛先】�〒114-0003�東京都北区豊島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�
E-Mail�kcf_bunkasinkou@kitabunka.or.jp（上部QRコード）

【締切】11／14（火）必着（申込多数の場合は抽選）
【問い合わせ】北区文化振興財団�☎︎03-6338-5711（9：00〜17：00�月曜除く）

第20回 輝く☆未来の星
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入場無料
（事前申込制）

アカンサスコンサート

すぐれた音楽家をめざす
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校の生徒たちが、
自分たちの手で企画・出演する室内楽コンサートです。

11/30 木 16：00 開演（15：30 開場）

定員 350 名（抽選）
北とぴあつつじホール

【問い合わせ】�井上事務所�203-3906-3121（平日10：00〜18：00）

11/22 水  19：00 開演 北とぴあ つつじホール
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東京ボーイズの仲 八郎がプロデュース!
豪華なゲストを招いて贈る
バラエティショー!

ナカハチ・オン・タイム♯8

【出演】
仲�八郎（東京ボーイズ）�
スペシャルゲスト／�
　笑福亭鶴光、ケーシー高峰、ヒロシ

全席指定 4,000円   3,600円 Pコード：481-519

発売中!

【問い合わせ】北区民混声合唱団�繁田（はんだ）�2090-7739-5913 3
北とぴあ カナリアホール

11/4 土  14：00 開演（13：30開場）
全席自由 1,000円    900円

北区民混声合唱団

オータムコンサート
【曲目】
秋のまんなかで/はじまり（木下牧子）
あんたがたどこさ、叱られて、
青い山脈、年下の男の子、
サウスポー、瑠璃色の地球
� …その他盛りだくさん!

〜�♪懐かしい歌、楽しい歌、ピアノソロ…�
　　　　　色とりどりの音楽を贈ります♪〜

指 揮：名島啓太　ピアノ：岩井智宏

太
神
楽

講
談

【出演】
東京藝術大学音楽学部附属

音楽高等学校生徒

発売中!

第25回
北とぴあ

若手落語家
競演会

奨励賞受賞!

ほくとぴあ亭 特別編
人気者集合! 新春落語2018

鈴
々
舎
馬
る
こ

年6回開催の名物落語シリーズ「ほくとぴあ亭」。
特別編は、各回のアンケートで好評を得た
人気者たちが大・集・合!!
さらに、今年真打に昇進した
鈴々舎馬るこが凱旋出演!
講談あり! 曲芸あり!
にぎやかに初笑いをお届けします。

ユネスコ無形文化遺産
人形浄瑠璃文楽を気軽に楽しむ

北とぴあ特別企画 !

BEETHOVEN SYMPHONIE Nr.9

〒114-8503　北区王子1-11-1 北とぴあ内　TEL／03-5390-1221 FAX／03-5390-1147
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【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）

※2歳以下は保護者の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。

北とぴあ さくらホール

北とぴあ さくらホール

人形劇のイメージを覆す
圧倒的なパフォーマンス!
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〜人形劇俳優 たいらじょうの世界〜

10月 11月

2017

●オペラ《オルフェオとエウリ
ディーチェ》見どころ  3

●ココキタへGO 
アートの秋がやってきた!  5

●北とぴあ演劇祭2017  5

2/17 土
15：00 開演

12/3 日 15：00 開演

全席指定  Pコード：481-471

1階席：高校生以上 3,500円   3,000円　3歳〜中学生2,500円   2,000円
2階席：高校生以上 3,000円   2,500円　3歳〜中学生2,000円   1,500円

全席指定  Pコード：340-050

S席：3,000円   2,700円
A席：2,000円   1,800円

10月5日(木)
一般発売

北区第九演奏会
熟なる指

タ ク ト

揮と
若きソリストの精鋭たちを迎えて

お贈りする年末の歓喜の大合唱
円 フレッシュ名曲コンサート

【管弦楽】新日本フィルハーモニー交響楽団 【合唱】北区第九合唱団
【曲目】ロッシーニ：歌劇『セヴィリアの理髪師』序曲、ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調「合唱付き」

指揮
円光寺雅彦
ⒸK.MIURA

ソプラノ
澤江衣里
Ⓒ篠原栄治

カウンターテナー
村松稔之

テノール
高橋 淳

バリトン
清水勇磨

劇場空間をフルに使い、次々と登場する
全ての役柄をたいらじょうが、
ひとりで演じ分けます。
人形達がまるで生きている
かのような
ダイナミックな舞台。
ぜひご家族一緒に、
極上の人形劇ミュージカルを
体感してください!

人形劇ミュージカルオズの魔法使い

共催：（公財）東京都歴史文化財団 
（東京文化会館）

推奨年齢 年中〜小学校低学年 11月9日(木)
一般発売

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～

4 1



芸大とあそぼう in 北とぴあ

動物にまつわる名曲の数々とともにゆかいな
ストーリーをお届けします !
オーケストラの生演奏に歌やダンスなどを取り入れた、
聴いて・観て楽しめるコンサートです。

【曲目】 サン=サーンス《動物の謝肉祭》より抜粋、
 「アイアイ」などの童謡 ほか

【指揮】 田尻真高
【演奏】 東京芸術大学学生＆卒業生有志オーケストラ
【出演】 稲村なおこ、ゆーゆ、関口直仁 ほか
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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
話題の現代音楽ユニット!
16世紀フランス由来の
蛇型の古楽器セルパンも聴ける!

【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�
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）
【問い合わせ】���二期会チケットセンター��

203-3796-1831（平日10：00〜18：00�土曜10：00〜15：00）

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!!

0
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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楽しむコンサート!

北とぴあ国際音楽祭2017

11/24 金 19：00 開演（18：30開場）

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�

中世・ルネサンスの二声曲から、川上�統：児童鯨（こくくじら）�ほか 11/17金 18：30 開演
全席指定
Ａ席 3,000円   2,700円
Ｂ席 2,000円   1,800円 北とぴあ さくらホール

12/8金 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

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）

指揮
寺神戸 亮

オルフェオ
マティアス・ヴィダル（テノール）

Ⓒ Bruno Perroud

エウリディーチェ
ストゥキン・エルベルス（ソプラノ）

Ⓒ Ernst Wawra

アムール
鈴木美紀子（ソプラノ）

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

愛する妻を黄泉の国から取り戻せるか― 竪琴の名手オルフェオの愛と苦悩の物語

豪華歌手陣と演奏陣!
　2014年ラモー《プラテ》で絶賛されたヴィダルが待望の再
登場。今年のセイジ・オザワ・松本フェスティバルにも招聘さ
れるなど、大活躍のテノールです。
　美しき歌姫、エルベルスが歌う清らかなエウリディーチェ
のアリアも必聴!
　バロック・フルートの前田りり子やバロック・ハープの西山
まりえなど、名手のソロを堪能できる豪華なオーケストラ演
奏もお楽しみに!

とっておきのおまけ付き?
　このオペラのフィナーレは、ダンスとオーケスト
ラの演奏を存分に楽しめるバレエシーン。これぞフ
ランス・バロック・オペラの醍醐味です!
　圧巻は締めくくりのシャコンヌ。弦楽器の速弾き
が続き、なんともいえない高揚感を生み出します。
聴き終わったあとの爽快感はたまりません!
　音楽の魅力を最大限に引き出す華麗なダンスに
も注目!

発売中!

第94回 二期会オペラ研修所コンサート

昨年「第93回 二期会オペラ研修所コンサート」より

〈ソプラノ〉�内田千陽、金見美佳、川田桜香、小松原明紀、竹内伶奈、徳山奈奈、中西惠子、西口彰子、西村知花子、�
牧野元美、森川史、横森由衣、和久井恵津子

〈テノール〉澤原行正、持齋寛匡、根津久俊、宮脇臣　〈バリトン〉堺裕馬、下牧寛典、田中夕也　〈ピアノ〉藤川志保

発売中!

（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

●問い合わせ 203-5685-5171
開館時間▶10：00〜17：00（入館は16：30まで）
●10・11月の休館日：10/2〜6・10・11・16・23・30、11/6〜7・13・20・24・27

入場料・参加費 無料

●企画展

1918年、芥川龍之介と塚本文は田端の
料亭・白梅園で祝言を挙げ、天然自笑軒
で披露宴を行いました。2018年2月2日
は2人にとっての100回目の結婚記念
日。結納の目録を公開するほか、田端で暮らしたエピソード
などを紹介します。

龍之介作「田端人」を読みながら、文士・医師・実業家・芸術家など
年齢・職業の枠を超えた龍之介の幅広い交友関係を紹介します。

【申込】事前申込制 10/2（月）必着

芥川龍之介の結婚と生活
～ワタクシハアナタヲ愛シテ居リマス

芥川龍之介没後90年 ～その生涯と多彩な交友関係～

●講演会

現在、芥川賞選考委員を務める作
家・島田雅彦が芥川龍之介のいわ
ゆる ”キリシタン物”と呼ばれる作
品の中から「家庭」や「結婚」につい
ての考察を見出し、新たな視点で芥川像に迫ります。

【講師】島田雅彦（作家）　【申込】事前申込制 11/20（月）必着

「芥川のファミリーロマンス」
12/3 日 14：00開演（13：30開場）

10/7 土〜2018 2/4 日

●田端ひととき散歩
当館研究員の解説後、ゆかりの地を散策します。

10/21 土  13：00開演（12：30開場）

明治期以降、優れた挿絵は小説と密接に結びつき、作品世界を鮮
やかに浮かび上がらせました。本講座では岩田専太郎と川口松太
郎を中心に、挿絵と小説の関係を歴史的に紐解いて紹介します。

【申込】先着順（定員80名 ※直接会場にお越しください）

挿絵と小説の関係 ～岩田専太郎と川口松太郎を中心に～
11/18 土  13：00開演（12：30開場）

講演会と10月のひととき散歩は事前申込制です。
各締切日までに下記内容を記入の上、往復はがきでお申し込みくださ
い。※1通につき1名（同居家族に限り2名まで可）
往信用裏面／�①イベント名�②住所�③氏名（2名の場合は全員分）�

④電話番号�⑤年齢
返信面表面／応募者の住所・氏名

【宛先】〒114-0014�北区田端6-1-2�田端文士村記念館E係

滝野川会館 大ホール

【問い合わせ】�中野�2090-1421-5455（平日10：00〜16：00）
当日直接会場へお越しください。

※第1部と第2部では年齢制限が異なります。

※

12/10 日 14：30 開演（14：00 開場） 入場無料（先着500名）

第2部 6第1部 0

ノースジャズ〈vol.6〉
日本のビッグバンドの歴史そのものである
スインギー奥田&ザ・ブルースカイオーケストラ。
日本を代表するジャズミュージシャンによる
北区で繰り広げられるジャズフェスティバル!

【出演】 秋元順子、寺泉 憲、 
ナオミ・グレース、マリア・エヴァ、MERI ほか 寺泉�憲秋元順子

12/23  土・祝  14：00 開演
発売中!

6【チケット・問い合わせ】�日本ジャズ協会21�203-3560-9388（平日11：00〜16：00）

北とぴあ
さくらホール

全席指定  Pコード：342-248
 S席：4,000円（当日4,500円）   3,600円
A席：3,000円（当日3,500円）   2,700円
学生席：1,500円

1/13 土  14：30 開演

6【チケット・問い合わせ】�東京ニューシティ管弦楽団�203-5933-3266（平日10：00〜18：00）

北とぴあ さくらホール
全席指定  Pコード：344-986   イープラス
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

2018 10月3日(火)
前売発売

ニューイヤーコンサート2018 in 北とぴあ
東京ニューシティ管弦楽団 北とぴあシリーズ

【指揮】内藤彰　【演奏】東京ニューシティ管弦楽団　【ソプラノ】北村さおり
【予定曲】皇帝円舞曲、山賊のギャロップ、美しく青きドナウ�ほか

披露宴での芥川夫妻
写真：芥川家提供

http：//www.kitabunka.or.jp/tabata/
@bunshimura

第19回 北区民オーケストラメンバーによる

ご家族連れに好評の第1部が今年もパワーアップ! 弦楽器や金管楽器、木管楽
器が勢ぞろい。楽器紹介のコーナーもありますよ。

第1部 年齢制限はありません
アニメソングやクリスマスソングなど
1時間弱のプログラムを予定しています。
いろいろな楽器の音色を楽しめますよ!

▶ 休憩15分 ▶ 第2部 未就学児はご遠慮ください
弦楽合奏：セント・ポール組曲第4楽章（ホルスト）ほか、
木管五重奏など 大人向けのプログラムです。
※曲目は都合により変更になる場合があります。

島田雅彦

北とぴあ ペガサスホール

★☆北区AKT STAGE 怒涛の二本立て演劇合戦
熱海殺人事件
売春捜査官
モンテカルロイリュージョン

作 つかこうへい

【問い合わせ】�★☆北区AKT�STAGE��203-6260-9147�http：//aktstage.com/

★ 学生限定無料公演日 
（一般販売はございません）
※�申込方法など詳細は�
劇団HPをご覧ください。

12/13 水  〜17 日  
6

11月6日(月)
一般発売

12/13（水） 12/14（木） 12/15（金） 12/16（土） 12/17（日）
14：00�売 14：00�モ 14：00�売 13：00�モ 13：00�売
19：00�モ ★19：00�売 ★19：00�モ 17：00�売 17：00�モ

売：『売春捜査官』�モ：『モンテカルロイリュージョン』　※開場は開演の30分前

全席自由  Pコード：481-460

2,900円   2,600円（当日3,300円） 学生1,900円
※学生券は当日会場でのみ販売。要学生証提示。

2 3



芸大とあそぼう in 北とぴあ

動物にまつわる名曲の数々とともにゆかいな
ストーリーをお届けします !
オーケストラの生演奏に歌やダンスなどを取り入れた、
聴いて・観て楽しめるコンサートです。

【曲目】 サン=サーンス《動物の謝肉祭》より抜粋、
 「アイアイ」などの童謡 ほか

【指揮】 田尻真高
【演奏】 東京芸術大学学生＆卒業生有志オーケストラ
【出演】 稲村なおこ、ゆーゆ、関口直仁 ほか

6

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
話題の現代音楽ユニット!
16世紀フランス由来の
蛇型の古楽器セルパンも聴ける!

【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�
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）
【問い合わせ】���二期会チケットセンター��

203-3796-1831（平日10：00〜18：00�土曜10：00〜15：00）

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!!

0

6 6

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楽しむコンサート!

北とぴあ国際音楽祭2017

11/24 金 19：00 開演（18：30開場）

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�

中世・ルネサンスの二声曲から、川上�統：児童鯨（こくくじら）�ほか 11/17金 18：30 開演
全席指定
Ａ席 3,000円   2,700円
Ｂ席 2,000円   1,800円 北とぴあ さくらホール

12/8金 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

6

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

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）

指揮
寺神戸 亮

オルフェオ
マティアス・ヴィダル（テノール）

Ⓒ Bruno Perroud

エウリディーチェ
ストゥキン・エルベルス（ソプラノ）

Ⓒ Ernst Wawra

アムール
鈴木美紀子（ソプラノ）

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

愛する妻を黄泉の国から取り戻せるか― 竪琴の名手オルフェオの愛と苦悩の物語

豪華歌手陣と演奏陣!
　2014年ラモー《プラテ》で絶賛されたヴィダルが待望の再
登場。今年のセイジ・オザワ・松本フェスティバルにも招聘さ
れるなど、大活躍のテノールです。
　美しき歌姫、エルベルスが歌う清らかなエウリディーチェ
のアリアも必聴!
　バロック・フルートの前田りり子やバロック・ハープの西山
まりえなど、名手のソロを堪能できる豪華なオーケストラ演
奏もお楽しみに!

とっておきのおまけ付き?
　このオペラのフィナーレは、ダンスとオーケスト
ラの演奏を存分に楽しめるバレエシーン。これぞフ
ランス・バロック・オペラの醍醐味です!
　圧巻は締めくくりのシャコンヌ。弦楽器の速弾き
が続き、なんともいえない高揚感を生み出します。
聴き終わったあとの爽快感はたまりません!
　音楽の魅力を最大限に引き出す華麗なダンスに
も注目!

発売中!

第94回 二期会オペラ研修所コンサート

昨年「第93回 二期会オペラ研修所コンサート」より

〈ソプラノ〉�内田千陽、金見美佳、川田桜香、小松原明紀、竹内伶奈、徳山奈奈、中西惠子、西口彰子、西村知花子、�
牧野元美、森川史、横森由衣、和久井恵津子

〈テノール〉澤原行正、持齋寛匡、根津久俊、宮脇臣　〈バリトン〉堺裕馬、下牧寛典、田中夕也　〈ピアノ〉藤川志保

発売中!

（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

●問い合わせ 203-5685-5171
開館時間▶10：00〜17：00（入館は16：30まで）
●10・11月の休館日：10/2〜6・10・11・16・23・30、11/6〜7・13・20・24・27

入場料・参加費 無料

●企画展

1918年、芥川龍之介と塚本文は田端の
料亭・白梅園で祝言を挙げ、天然自笑軒
で披露宴を行いました。2018年2月2日
は2人にとっての100回目の結婚記念
日。結納の目録を公開するほか、田端で暮らしたエピソード
などを紹介します。

龍之介作「田端人」を読みながら、文士・医師・実業家・芸術家など
年齢・職業の枠を超えた龍之介の幅広い交友関係を紹介します。

【申込】事前申込制 10/2（月）必着

芥川龍之介の結婚と生活
～ワタクシハアナタヲ愛シテ居リマス

芥川龍之介没後90年 ～その生涯と多彩な交友関係～

●講演会

現在、芥川賞選考委員を務める作
家・島田雅彦が芥川龍之介のいわ
ゆる ”キリシタン物”と呼ばれる作
品の中から「家庭」や「結婚」につい
ての考察を見出し、新たな視点で芥川像に迫ります。

【講師】島田雅彦（作家）　【申込】事前申込制 11/20（月）必着

「芥川のファミリーロマンス」
12/3 日 14：00開演（13：30開場）

10/7 土〜2018 2/4 日

●田端ひととき散歩
当館研究員の解説後、ゆかりの地を散策します。

10/21 土  13：00開演（12：30開場）

明治期以降、優れた挿絵は小説と密接に結びつき、作品世界を鮮
やかに浮かび上がらせました。本講座では岩田専太郎と川口松太
郎を中心に、挿絵と小説の関係を歴史的に紐解いて紹介します。

【申込】先着順（定員80名 ※直接会場にお越しください）

挿絵と小説の関係 ～岩田専太郎と川口松太郎を中心に～
11/18 土  13：00開演（12：30開場）

講演会と10月のひととき散歩は事前申込制です。
各締切日までに下記内容を記入の上、往復はがきでお申し込みくださ
い。※1通につき1名（同居家族に限り2名まで可）
往信用裏面／�①イベント名�②住所�③氏名（2名の場合は全員分）�

④電話番号�⑤年齢
返信面表面／応募者の住所・氏名

【宛先】〒114-0014�北区田端6-1-2�田端文士村記念館E係

滝野川会館 大ホール

【問い合わせ】�中野�2090-1421-5455（平日10：00〜16：00）
当日直接会場へお越しください。

※第1部と第2部では年齢制限が異なります。

※

12/10 日 14：30 開演（14：00 開場） 入場無料（先着500名）

第2部 6第1部 0

ノースジャズ〈vol.6〉
日本のビッグバンドの歴史そのものである
スインギー奥田&ザ・ブルースカイオーケストラ。
日本を代表するジャズミュージシャンによる
北区で繰り広げられるジャズフェスティバル!

【出演】 秋元順子、寺泉 憲、 
ナオミ・グレース、マリア・エヴァ、MERI ほか 寺泉�憲秋元順子

12/23  土・祝  14：00 開演
発売中!

6【チケット・問い合わせ】�日本ジャズ協会21�203-3560-9388（平日11：00〜16：00）

北とぴあ
さくらホール

全席指定  Pコード：342-248
 S席：4,000円（当日4,500円）   3,600円
A席：3,000円（当日3,500円）   2,700円
学生席：1,500円

1/13 土  14：30 開演

6【チケット・問い合わせ】�東京ニューシティ管弦楽団�203-5933-3266（平日10：00〜18：00）

北とぴあ さくらホール
全席指定  Pコード：344-986   イープラス
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

2018 10月3日(火)
前売発売

ニューイヤーコンサート2018 in 北とぴあ
東京ニューシティ管弦楽団 北とぴあシリーズ

【指揮】内藤彰　【演奏】東京ニューシティ管弦楽団　【ソプラノ】北村さおり
【予定曲】皇帝円舞曲、山賊のギャロップ、美しく青きドナウ�ほか

披露宴での芥川夫妻
写真：芥川家提供

http：//www.kitabunka.or.jp/tabata/
@bunshimura

第19回 北区民オーケストラメンバーによる

ご家族連れに好評の第1部が今年もパワーアップ! 弦楽器や金管楽器、木管楽
器が勢ぞろい。楽器紹介のコーナーもありますよ。

第1部 年齢制限はありません
アニメソングやクリスマスソングなど
1時間弱のプログラムを予定しています。
いろいろな楽器の音色を楽しめますよ!

▶ 休憩15分 ▶ 第2部 未就学児はご遠慮ください
弦楽合奏：セント・ポール組曲第4楽章（ホルスト）ほか、
木管五重奏など 大人向けのプログラムです。
※曲目は都合により変更になる場合があります。

島田雅彦

北とぴあ ペガサスホール

★☆北区AKT STAGE 怒涛の二本立て演劇合戦
熱海殺人事件
売春捜査官
モンテカルロイリュージョン

作 つかこうへい

【問い合わせ】�★☆北区AKT�STAGE��203-6260-9147�http：//aktstage.com/

★ 学生限定無料公演日 
（一般販売はございません）
※�申込方法など詳細は�
劇団HPをご覧ください。

12/13 水  〜17 日  
6

11月6日(月)
一般発売

12/13（水） 12/14（木） 12/15（金） 12/16（土） 12/17（日）
14：00�売 14：00�モ 14：00�売 13：00�モ 13：00�売
19：00�モ ★19：00�売 ★19：00�モ 17：00�売 17：00�モ

売：『売春捜査官』�モ：『モンテカルロイリュージョン』　※開場は開演の30分前

全席自由  Pコード：481-460

2,900円   2,600円（当日3,300円） 学生1,900円
※学生券は当日会場でのみ販売。要学生証提示。

2 3



爆笑
落語

に
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ン多
し!

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

1/13 土 14：00 開演
2018

北とぴあ
つつじホール全席指定  カンフェティ

1,500円    1,350円

10月6日(金)
一般発売

瀧
川
鯉
八

一
龍
斎
貞
鏡

春
風
亭
昇
也

春
風
亭
柳
若

丸
一 

小
助
・
小
時

6 【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

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

出演
◦オープニングトーク「文楽入門」
◦落語「初音の鼓」春風亭正太郎
◦イラスト付きあらすじ解説
◦人形浄瑠璃文楽「義経千本桜」河連法眼館の段

プログラム

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

発売中!

6

4,800円   4,300円

全席指定
Pコード：480-092   イープラス

【申込方法】
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。
公演名、希望人数（2名まで・未就学児不可）、住所、電話番号、氏名、年齢
※車イス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「11/30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
結果を着信できるようメール設定をお願いします。

【宛先】�〒114-0003�東京都北区豊島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�
E-Mail�kcf_bunkasinkou@kitabunka.or.jp（上部QRコード）

【締切】11／14（火）必着（申込多数の場合は抽選）
【問い合わせ】北区文化振興財団�☎︎03-6338-5711（9：00〜17：00�月曜除く）

第20回 輝く☆未来の星

6

入場無料
（事前申込制）

アカンサスコンサート

すぐれた音楽家をめざす
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校の生徒たちが、
自分たちの手で企画・出演する室内楽コンサートです。

11/30 木 16：00 開演（15：30 開場）

定員 350 名（抽選）
北とぴあつつじホール

【問い合わせ】�井上事務所�203-3906-3121（平日10：00〜18：00）

11/22 水  19：00 開演 北とぴあ つつじホール
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東京ボーイズの仲 八郎がプロデュース!
豪華なゲストを招いて贈る
バラエティショー!

ナカハチ・オン・タイム♯8

【出演】
仲�八郎（東京ボーイズ）�
スペシャルゲスト／�
　笑福亭鶴光、ケーシー高峰、ヒロシ

全席指定 4,000円   3,600円 Pコード：481-519

発売中!

【問い合わせ】北区民混声合唱団�繁田（はんだ）�2090-7739-5913 3
北とぴあ カナリアホール

11/4 土  14：00 開演（13：30開場）
全席自由 1,000円    900円

北区民混声合唱団

オータムコンサート
【曲目】
秋のまんなかで/はじまり（木下牧子）
あんたがたどこさ、叱られて、
青い山脈、年下の男の子、
サウスポー、瑠璃色の地球
� …その他盛りだくさん!

〜�♪懐かしい歌、楽しい歌、ピアノソロ…�
　　　　　色とりどりの音楽を贈ります♪〜

指 揮：名島啓太　ピアノ：岩井智宏

太
神
楽

講
談

【出演】
東京藝術大学音楽学部附属

音楽高等学校生徒

発売中!

第25回
北とぴあ

若手落語家
競演会

奨励賞受賞!

ほくとぴあ亭 特別編
人気者集合! 新春落語2018

鈴
々
舎
馬
る
こ

年6回開催の名物落語シリーズ「ほくとぴあ亭」。
特別編は、各回のアンケートで好評を得た
人気者たちが大・集・合!!
さらに、今年真打に昇進した
鈴々舎馬るこが凱旋出演!
講談あり! 曲芸あり!
にぎやかに初笑いをお届けします。

ユネスコ無形文化遺産
人形浄瑠璃文楽を気軽に楽しむ

北とぴあ特別企画 !

BEETHOVEN SYMPHONIE Nr.9

〒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：130,000部 9月25日発行　http://www.kitabunka.or.jp
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【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）

※2歳以下は保護者の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。

北とぴあ さくらホール

北とぴあ さくらホール

人形劇のイメージを覆す
圧倒的なパフォーマンス!

0
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〜人形劇俳優 たいらじょうの世界〜

10月 11月

2017

●オペラ《オルフェオとエウリ
ディーチェ》見どころ  3

●ココキタへGO 
アートの秋がやってきた!  5

●北とぴあ演劇祭2017  5

2/17 土
15：00 開演

12/3 日 15：00 開演

全席指定  Pコード：481-471

1階席：高校生以上 3,500円   3,000円　3歳〜中学生2,500円   2,000円
2階席：高校生以上 3,000円   2,500円　3歳〜中学生2,000円   1,500円

全席指定  Pコード：340-050

S席：3,000円   2,700円
A席：2,000円   1,800円

10月5日(木)
一般発売

北区第九演奏会
熟なる指

タ ク ト

揮と
若きソリストの精鋭たちを迎えて

お贈りする年末の歓喜の大合唱
円 フレッシュ名曲コンサート

【管弦楽】新日本フィルハーモニー交響楽団 【合唱】北区第九合唱団
【曲目】ロッシーニ：歌劇『セヴィリアの理髪師』序曲、ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調「合唱付き」

指揮
円光寺雅彦
ⒸK.MIURA

ソプラノ
澤江衣里
Ⓒ篠原栄治

カウンターテナー
村松稔之

テノール
高橋 淳

バリトン
清水勇磨

劇場空間をフルに使い、次々と登場する
全ての役柄をたいらじょうが、
ひとりで演じ分けます。
人形達がまるで生きている
かのような
ダイナミックな舞台。
ぜひご家族一緒に、
極上の人形劇ミュージカルを
体感してください!

人形劇ミュージカルオズの魔法使い

共催：（公財）東京都歴史文化財団 
（東京文化会館）

推奨年齢 年中〜小学校低学年 11月9日(木)
一般発売

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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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。

【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）
http://www.kitabunka.or.jp/cocokita/
※アクセスは6面をご覧ください。

ココキタ3階で活動中のココキタ レジデンスアーティスト。今回は
金属工芸のグループ「HINOKO」と劇団「☆★北区AKT STAGE」
の2部屋を訪ねてみましょう。芸術の秋…ココキタのアトリエ&ギャラリー

はアートがいっぱい。展示のほか、体験ワーク
ショップ等も開催されます。ぜひ足を運んでみてください。

■ SHOGEN アフリカンペイントアート展
アフリカ・タンザニアでペ
ンキアートを習得し、色彩
あざやかで大らかな画風に
ファンの多いSHOGENの
個展を開催。
会期中の10/21・22には、
SHOGENと一緒にペンキ
アートを描くワークショップ
（要申込）やトークイベント等も開催します。いずれも参加費は無料。
タンザニアの風に染まるココキタに是非来てください!
【会期】10/14（土）〜11/12（日） 9：00〜20：00 ※月曜休館

1ヶ月間に及ぶ北とぴあ演劇祭もいよいよ後半戦に突入。
残すところ13公演と1講座となりました!

他にも個性豊かな公演はまだまだ続きます! 入場料は無料から1,000円まで。
ぜひお気軽にお越しください。詳細は演劇祭HPをご覧ください。

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

9/16（土）▶10/15（日）会期

【SHOGENプロフィール】
1986年京都生まれ。経済学部を卒業後、大手化粧品会社に就職。たま
たま京都の雑貨屋で出会ったペンキアート（ティンガティンガ）に魅
せられ、単身でアフリカのタンザニアに渡り、原住民族と生活を共に
しながら絵を描き続ける。
現地タンザニアでの活動が実を結び、帰国後
は「超十代」ファッションイベントでのライブ
ペイントや、スターバックス店内での個展、九
谷焼デザインなど多方面で活躍中。『生きる
のって楽しい』を描くペンキ画職人として、主
に動植物をモチーフとしたハッピーアートを
描き続けている。

ココキタ レジデンスアーティスト ②

アートの秋がやってきた!

平成30年度からの使用者募集は10/1(日)より11/6(月)（必着）。
内覧会にもぜひご参加ください。スケジュールについてはココ
キタのホームページをご覧ください。

レジデンスアーティスト募集!

【日程】 9/25（月）〜10/1（日） 
 ①10：00〜 ②14：00〜 
※見学は1時間程度

【場所】 （仮称）彫刻アトリエ館（北区西ヶ原） 
※ お申し込みいただいた方に 

お知らせします。
【定員】各回20名（先着順）

北区名誉区民 彫刻家 故・北村西望、故・北村治禧親子が実際に使用したアトリエと作品の一部を公開します。
【申込方法】

電話またはEメールにて下記まで（氏名、居住地域、電話番号、
希望日、希望時間を明記）

【問い合わせ】
北区文化振興財団（ココキタ内）「アトリエ館」係 
203-6338-5711（月曜日を除く9：00〜17：00）

kcf_bunkasinkou@kitabunka.or.jp ➡

彫刻アトリエ館公開のお知らせ

■ きたくなるまち絵画展
北区で見つけたお気に入りの風景を描いてください!
参加者全員に記念品があります。
一般部門（中学生以上）は審査があり、豪華賞品を用意!

応募作品は、平成30年1月よりココキタにて展示します。
【受付期間】11/1（水）〜12/10（日）9：00〜17：00
※ココキタまで作品をご持参ください。きたくなるまち 絵画展

作品
募集

■ ガラスビエンナーレ
紀元前15世紀より受け継がれてきた技法に新たな試みを加えた
現代の作家たち21人の作品を展示。また、両日ともとんぼ玉や
フュージング、ガラスアクセサリーなどの制作体験、作家による制
作実演などを行います。※会場には常に数人の出展作家がいます。
【会期】11/17（金）・18（土） 各日 9：00〜17：00
【会場】ココキタ2階 アトリエ、オープンギャラリー1・2
観覧無料 ※制作体験、制作実演は有料となります。
【問い合わせ】�ガラスビエンナーレ実行委員会 

E-mail： glassbiennale@gmail.com

北村治禧作 「妖精」

平成29年度�北区文化芸術祭
行事名 開催日 開催時間 会場 事務局(担当)

PTAコーラスの集い 10/26（木） 9：30〜17：00（9：10開場） 北とぴあ
さくらホール

北区PTAコーラスの集い運営委員会
（王子第五小学校内）203-3907-2381

謡曲大会 10/29（日） 10：30〜17：00（10：00開場） 北とぴあ
つつじホール

北区謡曲連合会（松澤）
2070-5043-6412

美術展 10/30（月）
〜11/3（金・祝）

10：00〜18：30
（最終日17：00まで）

北とぴあ
展示ホール

北区美術会（﨤町）
203-3909-0621

民踊舞踊大会

11/3（金・祝）

10：30〜17：00（10：00開場） 北とぴあ
さくらホール

（公財）北区文化振興財団
203-6338-5711

珠算競技大会・
シニア対象講習会 9：30〜14：00（9：00開場） 北とぴあ

飛鳥ホール ほか
北区珠算教育連盟（田口孟則）

203-3909-1405

俳句大会 13：00〜16：30（12：00開場） 北とぴあ
第2研修室

北区俳句連盟（小笠原）
203-3909-0842 ※当日のみ見学500円

吟剣詩舞大会 9：30〜17：00（9：00開場） 赤羽会館 講堂 北区吟剣詩舞道連盟（髙橋）
203-3900-2407

合唱祭 11/5（日） 11：45〜18：00（11：30開場） 北とぴあ
さくらホール

北区合唱連盟（名島）
203-3927-5235

茶華道展 11/11（土）
〜12日（日）

（華）10：00〜17：00
（最終日16：30まで）

北とぴあ
展示ホール 北区茶華道連盟（鈴木）

203-3909-7201
※当日お茶券必要（2,000円）（茶）10：00〜16：00

（受付：各日15：30まで）
北とぴあ
茶室、和室

将棋大会 11/12（日） 10：00〜17：00（9：20開場） 北とぴあ
飛鳥ホール

日本将棋連盟北支部（宇田川）
203-3914-5743

日本舞踊大会
11/19（日）

11：00〜18：00（10：30開場） 北とぴあ
さくらホール

北区日本舞踊連盟（松島）
203-3910-8858

囲碁大会 9：00〜17：30（9：00開場） 北とぴあ
飛鳥ホール

北区囲碁連合会（織田）
203-3901-4985

陶芸展 11/23日（木・祝）〜
11/26（日）

10：00〜18：00
（最終日は17：00まで）

北とぴあ
展示ホール

北区陶芸会（山田）
203-3919-0287

バレエ&モダンダンス 11/26（日） 16：00〜20：00（15：30開場） 北とぴあ
さくらホール

東京都北区洋舞家協会（笠原）
203-3902-2900

美術手工芸展 12/1（金）〜
12/3（日）

10：00〜18：00
（最終日17：00まで）

北とぴあ
展示ホール

北区美術手工芸連盟（辻村）
203-5974-8951

※各催物の詳細は、各事務局にお問い合わせください。※催物によっては、開催・終了時間が変更になる場合がございます。
【問い合わせ】北区文化芸術祭事務局 （公財）北区文化振興財団内 203-6338-5711（月曜のぞく9：00〜17：00）

10月の公演劇団はこちら!
大衆演劇ワークショップ

「お披露目公演」
10/7（土）15：00 ペガサスホール
【入場料】500円
ワークショップ参加者が講師の響彬斗座長とともに魅せるショーです。
妖艶さにうっとりし、滑稽な芝居に爆笑!毎年好評の公演です。

ほりぶん第4回公演 牛久沼とその周辺を舞台に描く、
うなぎの争奪戦と親子の絆の物語。

【作・演出】鎌田順也（ナカゴー）
【出演】�川上友里（はえぎわ）／墨井鯨子／岩崎�緑�

牛尾千聖（遊園地再生事業団）／川口雅子�
橋本ゆりか／松竹史桜／藤本美也子

全席自由2,500円／ほくとぴあメンバーズ・北区民2,250円
詳細は、ほりぶんのタンブラーにて horibun333.tumblr.com

10/17（火）�20：00
10/18（水）�20：00
10/19（木）�20：00
10/20（金）�15：00／20：00
10/21（土）�14：00／19：00
10/22（日）�13：00／18：00

『牛久沼』

実行委員会による企画公演
Pick  up!
その1

舞台をより深く知る!
Pick  up!
その2

舞台照明講座「舞台あかりのヒ・ビ・キ」
舞台照明の役割とは?その効果とは?
実際の照明機材を使って体感しながら学びます。
参加者が見て、一緒に考える講座です。
10/3（火）・4（水）19：00〜21：00 ペガサスホール（2回連続講座）
【定員】60名（先着順） 【対象】小学生以上 【参加費】2,000円（高校生以下1,000円）

■ 「カフェぱれっと」巨大黒板アート リニューアル!
北区内の中高生がリレー方式で参加する「巨大黒
板アート�リレープロジェクト」で今回バトンを受け
取ったのは「都立王子総合高等学校イラスト部」で
す。テーマは、「宇宙と水」。黒板の地色を宇宙空間
に見立て部員14名でデザインし制作。全員で一つ

の物を作り上げるのは初めてとい
うことでしたが、とても手際よく楽
しそうに取り組んでいました。豊
かな色づかいと雄大なモチーフを
ご覧ください。（12月頃まで）

HINOKO3-J

ココキタ3階の廊下の一番奥からカンカン
カン…金属を叩く音が響きます。HINOKO
は、若い金属工芸作家たちのグループ。工房
内の工具を共有して、各々の製作に取り組
んでいます。『ココキタまつり』ではスプー
ンやベーゴマ作り体験が地域の人たちに大
人気。「金属って硬いようでこんなに簡単に
形が変わるんだって驚かれました」。 ココキタ HINOKO

★☆北区AKT STAGE3-A

3階への階段をあがると、そこは
「劇団★☆北区AKT STAGE」
の稽古場です。「ココキタに固
定の稽古場があることで公演
の稽古に集中できますし、他劇
団の方々と情報交換ができる
のもありがたいです」。12月の北とぴあ公演は「熱海殺人事件」シ
リーズの連続上演に期待大! 北区 AKT STAGE

◦順天中学高等学校演劇部
◦Six Ties
◦都立飛鳥高等学校演劇部
◦大衆演劇ワークショップ
◦猿 −creative studio−
◦七瀬美菜劇団
◦★☆北区AKT STAGE演劇部
◦とうきょう花菜
◦劇団さくらドリーム
◦都立赤羽商業高等学校演劇部
◦aHSネオドリームファクトリー
◦劇団天然石
◦お転婆ァ団

北
と
ぴ
あ
14
階

カ
ナ
リ
ア
ホ
ー
ル

●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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10,11月の催し物 Event Information in October & November ◦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8/28（月）現在の情報です。

赤羽会館 ［講堂］
10
月
1
(日)

にしお5周年記念歌謡祭
【開演】10：30　500円　問石島 2090-4958-5448

29
(日)

三橋みちや全国歌唱大会
【開演】11：00　1,000円　問東海林信夫 203-3694-0779

11
月
4
(土)

FAMILYストリートダンス発表会
【開演】15：00　4,000円　問中島康宣 2070-5572-7002

旧古河庭園洋館 ［北区西ヶ原1-27-39］
11
月 29

(水)

「5弦のチェロで、ク〜プラン。」〜芸術の秋、ジュゴンの秋〜 
【開演】14：00　全席自由　3,500円　学生2,500円　※庭園入園料込
問ジュゴンボーイズ jugongboys@gmail.com

滝野川会館 ［大ホール］
10
月
22
（日）

第9回 滝野川会館ComComフェスタ
【開演】10：00　入場無料　問滝野川会館 23910-1651

11
月 5

（日）

皆様と楽しもう世界の歌を Ⅲ
【開演】14：00　全席自由　北区民無料　一般1,500円
問宮田タマ恵 2080-6546-4394

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

10/3（火）〜10/8（日）   「アトリエ遊文化祭」 
絵画、フラワー、薬膳、茶道、書道など

10/10（火）〜10/15（日） 「青陽絵作品展」指導：佐藤宏先生
11/1（水）〜11/10（金） 「木村貴子の創作ジュエリー展 パールコレクション」
11/11（土）〜11/19（日） 第2回「人間国宝 奥山峰石 金工研修生発表展」
11/21（火）〜11/26（日） 「﨤町勝治・勢津子二人展」
11/28（火）〜12/3（日）   「クリスマスマルシェ」 

パッチワーク、アクセサリー、編み物など 手作り市場

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

10/5（木）〜10/9（月・祝） 「いとのまなざし」晩餐ヒロックス
10/12（木）〜10/15（日） 「賭け」guizillen
10/18（水）〜10/23（月） 「JOE MEEK」PISTONS
10/25（水）〜10/29（日）  「『THE SPOOKY LAND』ハロウィンは奪わせない」 

劇団ベイビーベイビーベイベー
11/3（金・祝）〜12/3（日） 「崩れる（仮）」「青いポスト（仮）」アマヤドリ

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

10月公演 劇団花吹雪 桜 春之丞・三代目 桜 京之介
11月公演 劇団美鳳 紫鳳 友也

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

11/9（木）　柳家さん生の越後屋寄席 ［開演］19：00 ［料金］2,500円

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／ドームホール］
10
月

〜15
（日）
つつじ

北とぴあ演劇祭
※北とぴあ つつじ・ペガサスホール等で開催
問北区文化振興財団 203-5390-1221　※詳しくは5面

3
（火）
つつじ

3人の歌仲間Vol.5 花咲ゆき美・松川未樹・桜井くみ子 
【開演】15：00　全席指定　前売4,200円　当日4,500円
問エフ・エー・ブイ 203-3263-6612

5
（木）
さくら

トム・プロジェクト「萩咲く頃に」
【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）

5
（木）
つつじ

待ってました! 人気花形競演会 
【開演】19：00　全席指定　3,600円
問エイフル企画 203-6240-1052

6
（金）
つつじ

中峰・菊池・大手ギターライブ
【開演】19：10　全席自由　前売　2,500円　当日　3,000円
問グループ・ハイド 203-3982-8571

7
（土）
つつじ

三條流をどりの会
【開演】10：30　入場無料
問三條会 三條雪路 203-3914-7236

8
（日）
さくら

青年劇場「オールライト」 
【開演】18：00　全席指定4,000円
問きたく子ども劇場 203-3919-2990

9
（月・祝）
さくら

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〜
【開演】14：00　入場無料　要事前申込（9/22締切）
問北区文化振興財団 203-6338-5711

13
（金）
つつじ

北区民舞協会大会
【開演】11：00　入場無料
問角田千鶴子 2090-4390-7880

15
（日）
さくら

40周年記念まゆりバレエ発表会
【開演】15：30（予定）　入場無料　一部指定　入場整理券必要
問松井まゆり 2090-6169-2310

21
（土）
さくら

北区アンバサダー トークと歌の倍賞千恵子コンサート 
【開演】14：30　全席指定　4,500円　北区民10%割引
問イマジン・チケットセンター 203-3235-3777

21（土）
22（日）
つつじ

オペレッタ「チャールダーシュの女王」 
【開演】21日18：00、22日14：00　全席指定　8,000円　北区民10%割引
問NPO法人日本オペレッタ協会 2090-2257-4233

22
（日）
さくら

北区民オーケストラ第2回 秋のコンサート 
【開演】14：00　全席自由　1,000円　北区民10%割引
問中野 2090-1421-5455

26（木）
▼

12/3（日）
北区文化芸術祭
※北とぴあ さくら・つつじ・展示ホール等で開催
問北区文化振興財団 203-6338-5711　※詳しくは5面

27
（金）
さくら

はじめてたのしむ文楽〜その弐 義経千本桜 河連法眼館の段 
【開演】昼の部14：00 夜の部19：00　全席指定4,800円　北区民500円割引
問北区文化振興財団 203-5390-1221　※詳しくは4面

27
（金）
つつじ

第六回「北とぴあ三遊亭圓馬独演会」 
【開演】18：30　全席自由　前売2,200円　当日2,500円
問えどばなし事業部（落語江戸噺事業部） 2050-3595-9827

28
（土）
さくら

柳碧人単独コンサート Last Promise 〜あの日の約束〜
【開演】18：30　一般4,500円　大学・高校生1,500円　中学生以下無料
問柳碧人スタッフ 2090-3440-8925

28
（土）
つつじ

筝・三味線・尺八演奏会
【開演】11：30　入場無料
問いずみ会 小野富子 203-3911-8871

29
（日）
さくら

アマチュア総合ダンスフェスティバル
【開演】17：30　全席自由　2,000円
問ユキダンス 杉浦順子 203-3914-0252

11
月 4

（土）
さくら

東アジア文化フェスタ
【開演】14：30　全席自由　前売3,000円　小中高生・障がい者1,000円
問日中友好協会東京都連合会 203-3261-0433

5
（日）
つつじ

竹の会コンサート（オペラと歌曲のアフタヌーンコンサート）
【開演】13：30　入場無料
問「竹の会」 竹田千津子 203-3913-8277

8
（水）
つつじ

カラオケと踊りの祭典…北とぴあに集まれ 第8回 輝け音楽まつり東京 全国大会
【開演】10：45　入場無料
問輝け音楽まつり東京 開催協議会 事務局 203-3927-7091

北とぴあ国際音楽祭2017 いよいよ開幕!

11
（土）
さくら

芸大とあそぼうin北とぴあ 動物たちの運動会〜智慧比干支競走 
【開演】午前の部11：00 午後の部14：00
全席指定　1階席2,000円　2階席1,500円　北区民500円引
問北区文化振興財団 203-5390-1221　※詳しくは3面

11
（土）
つつじ

音の絵ピアノコンサート
【開演】17：00　入場無料
問五百部直子 203-5390-0757

11
月 12

（日）
さくら

アレグレット交響楽団第8回定期演奏会
【開演】14：00　入場無料
問アレグレット交響楽団 2090-7483-5697

16
（木）
つつじ

高橋エミコンサート 
【開演】18：30　全席指定　4,000円
問高橋エミ公演実行委員会 203-3927-8909

17
（金）
さくら

第94回 二期会オペラ研修所コンサート 
【開演】18：30　全席指定　A席3,000円　B席2,000円　北区民10%割引
問二期会チケットセンター 203-3796-1831　※詳しくは3面

18
（土）
つつじ

津軽三味線 独奏の神髄。『高橋竹童』絹耀 
【開演】15：00　全席指定　3,500円　北区民3,000円
問伝統芸能（株）ナカツボ・アーツ 2045-434-1553

19
（日）
つつじ

ロランド・エンシーナスとボリビア民衆オーケストラの魅力 
【開演】15：00　全席自由3,500円　北区民2,800円　学生2,500円　
当日各500円増
問エストゥディアンティーナ・ボリビアーナ 2050-3748-2821

22
（水）
さくら

ベートーヴェン、シューマン、ショパンが愛したピアノたち 〜3台のフォルテピアノで聴く贅沢な夜〜 
【開演】19：00　全席指定2,800円　北区民2,000円　U-25 1,500円
問北区文化振興財団 203-5390-1221　※詳しくは3面

22
（水）
つつじ

ナカハチ・オン・タイム♯8 
【開演】19：00　全席指定4,000円
問井上事務所 203-3906-3121　※詳しくは4面

23
（木・祝）
つつじ

スペイン! ギターと絵画の交わるところ「スペインは何故アルハンブラを想い出したのか?」 
【開演】14：00　全席自由3,800円　北区民2,500円　当日4,000円
問ムジカキアラ 203-6431-8186

24
（金）
ドーム

低音デュオ 低音をめぐる冒険 
【開演】19：00　全席自由2,500円　北区民1,500円
問北区文化振興財団 203-5390-1221　※詳しくは3面

26
（日）
つつじ

ドビュッシーと武満徹 −ふたつのハープトリオ パリから東京、そして近代から現代へ 
【開演】14：00　全席自由2,500円　北区民10%割引
問コンサートイマジン 203-3235-3777

27
（月）
つつじ

カメリアコンサート 〜テノール・バリトン・ピアノによるジョイントコンサート〜
【開演】19：00　全席自由4,000円
問カメリアコンサート実行委員会（辻田） 2080-3243-4456

28
（火）
つつじ

富岳流吟剣詩舞道大会
【開演】10：30　入場無料
問富岳流日本吟詠会 山崎道子 203-3901-3628

30
（木）
さくら

第19回 大江戸音楽祭
【開演】13：00　全席指定　S席5,000円　A席3,500円
問エフワン 203-3821-7868

30
（木）
つつじ

第20回 輝く☆未来の星アカンサスコンサート
【開演】16：00　入場無料・要事前申込（11/14必着）
問北区文化振興財団 203-6338-5711　※詳しくは4面

北とぴあ ［展示ホール］
10
月
14（土）
▼
15（日）

第32回 北区小・中学生アイディア工夫展
14日 10：00〜18：00、15日 10：00〜17：00　入場無料
問北区教育委員会事務局 生涯学習・学校地域連携課 203-3908-9323

21（土）
▼
22（日）

第40回北区シニア作品展
21日10：00〜16：30、22日10：00〜16：00　入場無料
問北区健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 203-3908-1158

10／3（火）〜10／12（木） かたつむりの会・絵手紙展示会（かたつむりの会）
10／3（火）〜10／12（木）  めんどりサロンいきいきサークル 

絵手紙を楽しむ会（NPO法人北区たすけあいワーカーズひよこ）
10／17（火）〜10／30（月） 「−橋−」橋と風景（写真集団かぜ）
10／17（火）〜10／30（月）  北区シルバー人材センター写真同好会作品展 

（（公社）北区シルバー人材センター写真同好会）
11／2（木）〜11／14（火） はがき絵ゆうゆう会作品展（はがき絵ゆうゆう会）
11／2（木）〜11／14（火） 王子カルチャーロード自然写真展（北区自然写真クラブ）
11／17（金）〜11／29（水）  平成29年度中学生薬物乱用防止ポスター・標語作品展 

（東京都薬物乱用防止推進北区地区協議会）
11／17（金）〜11／29（水） やなぎだくらぶ彩絵画展（グループ彩）

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

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。

10/22（日）12：30〜
演奏 �英�貴子 曲目 �J.S.バッハ：�

トッカータとフーガ�
ニ短調�BWV565�
ほか

11/26（日）公演は、北とぴあ国際音楽祭2017関連公演として開催します。
※詳しくは下記

英�貴子

■�上野学園大学�ロビーコンサート
上野学園大学の学生によるフレッシュな演奏をお楽しみください。
◦�11/22（水）17：30開演�
『フルート・アンサンブルの調べ』�
【曲目】チャイコフスキー：組曲「くるみ割人形」（抜粋）�ほか
◦�12/8（金）17：30開演�
『管楽アンサンブルの魅力』（金管／クラリネットアンサンブル）�
【曲目】ヘンデル：アリア�ヘ長調�HWV410（金管）�ほか
◦�12/10（日）12：30開演�
『ヴィオラ・ダ・ガンバで聴くギリシャの神々』（古楽アンサンブル）�
【曲目】マイケル・イースト：ファンタジア�ほか

■パイプオルガン演奏会
◦�11/26（日）12：30開演�
【演奏】�勝山雅世（パイプオルガン）、渡邊達徳（ヴァイオリン）
　【曲目】�グルック（クライスラー編曲）：�

メロディ（オペラ《オルフェオとエウリディーチェ》より）�ほか

北とぴあ国際音楽祭2017�関連公演
無料で楽しめるコンサート�北とぴあ1階区民プラザ

勝山雅世 渡邊達徳

6

東本通り

みずほ銀行
至：大宮

至：上野

JR赤
羽
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

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！

チケットの先行予約！

チケット代が
10％割引！

楽
早
安

□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

JR王子駅

都電荒川線
サンスクエア

北口バス
ターミナル銀行

り
通
治
明

り
通
本
北 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

滝野川
消防署

防災
センター

←王子方面

社
神
塚
平

河
古
旧

園
庭

交番

滝野川福祉
保健センター

城官寺

□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


