
BEETHOVEN SYMPHONIE Nr.9

フレッシュ名曲コンサート

北区第九演奏会

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

2018

発売中!発売中!
6

北とぴあ さくらホール

15：00 開演
12/3 日 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

円熟なる指
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

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

【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」
共催：（公財）東京都歴史文化財団（東京文化会館）

【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

0

全席指定 Pコード：481-471

1階席：一般 3,500円  3,000円　3歳〜中学生2,500円  2,000円
2階席：一般 3,000円  2,500円　3歳〜中学生2,000円  1,500円

2/17 土 15：00 開演
推奨年齢 年中〜小学生

〜人形劇俳優 たいらじょうの世界〜

人形界のカリスマ的存在、
たいら じょう。
その最高傑作とも呼ばれる作品

「オズの魔法使い」を
北とぴあで上演!
圧倒的なパフォーマンスは
人形劇のイメージを
覆すこと間違いなし。
ぜひご家族一緒に、
ご覧ください。

人形劇ミュージカル

オズの魔法使い

たいらじょうさんからの
メッセージ動画配信中!

13：00 開演（12：30開場）

14：00 開演

北とぴあ15階
ペガサスホール

12月8日(金)
一般発売

2018 3/3 土

2018 1/13 土

第28回

高座を終えて…
　いやあ〜、緊張しました!	手が震えるっていうのは何年ぶりだろうと。でも高座
にあがったら、もう全然。良いお客さんだったので、余計なことを考えずにできま
した。賞をいただいたから落語がうまくなるというわけじゃないですが、自分が
コツコツやってきた「二ツ目」を評価されたというのは純粋に嬉しいです。

演目『権助提灯』を選んだ理由は?
　第25回の競演会に出たのですが、その
時やったネタが会場の雰囲気と合ってな
かったんですよね、いざやってみたら（そ
の時の演目は『竹の水仙』）。その時の感じ
を思い出して、何個か用意した中で一番
「これだ」というものをやりました。

区民寄席への意気込みをどうぞ!
　とても光栄です!代表として、精一杯、一生懸命やらせていただきます!

花ん謝が出演のきたくなるまち区民寄席 詳細は1面へ

北区民は
500円お得!!

これまで、林家たい平（第3回）、
桂文治（第7回）、柳家三三（第9回）ほか、
人気師匠を輩出した歴史ある競演会。
大賞受賞者には春の名物企画・
区民寄席への出演権が授与されます。

北とぴあ
若手落語家

競演会
とは…

北とぴあ大賞  柳家花ん謝 インタビュー
9月9日に開催された
「第28回北とぴあ若手落語家競演会」。
観客審査の結果、柳家花ん謝が
北とぴあ大賞に選ばれました。

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

【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 つつじホール
全席指定 カンフェティ

1,500円   1,350円

全席自由 カンフェティ

1,000円   900円
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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 爆笑必至! お客様アンケートで好評の人気者が集結!

発売中!

今が旬の
若手の噺に、
たっぷり笑えて
このお値段!

次代を築く
落語家の妙技
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ほくとぴあ亭
3月の回 1000円落語

演目：
鴻池の犬

テンポ良い語りで観客を魅了!

絶大な人気を誇る柳家喬太郎に、
立川流「四天王」のひとり・
立川談笑。
古典の若き名手・隅田川馬石、
美人俗曲師・桧山うめ吉が誘う
三味線と唄の世界…
傑物揃いの寄席を
お楽しみください。

爆笑王たちが
笑いの渦を巻き起こす!

〒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 11月25日発行　http://www.kitabunka.or.jp

No.13112月 1月

2017 2018

●オペラ《ドン・ジョヴァンニ》が 
第14回 三菱UFJ信託音楽賞 
奨励賞を受賞!   3

●北とぴあ国際音楽祭2018 
参加公演募集  3

●高嶋ちさ子メッセージ   3
●ココキタへGO!   5

【宛先・問い合わせ】〒114-8503（住所不要）	北区文化振興財団	区民寄席EN係	203-5390-1221

 北区民をご招待!  5組10名（抽選）
往復はがきで12/8（金）必着。応募はひとり1通。※車椅子席はその旨朱書き
【往信面】	①住所	②氏名・年齢（全員分）	③希望枚数（2名まで）	④電話番号
【返信面】応募者の住所・氏名 64/8 日 18：30 開演

北とぴあ
さくらホール1階席：3,600円   3,240円

2階席：2,600円   2,340円

2018 全席指定 Pコード：482-822 2018年1月9日(火)
一般発売
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高嶋ちさ子  with  Super Cellists

【問い合わせ】北区文化振興財団	203-5390-1221（平日9：00〜17：00） 6
12月6日(水)
一般発売3/4 日 16：00 開演

北とぴあ さくらホールS席：4,600円   4,140円
A席：3,800円   3,420円

2018

高嶋ちさ子 presents 北とぴあクラシックス vol.14

クラシックを身近に感じられるよう、お馴染みの“高嶋節”をはじめ
様々な企画を織り交ぜたコンサート♪
今年は実力派のチェロ奏者を集め、
華やかなヴァイオリンの音色と重厚なチェロで、
魅惑のハーモニーをお届けします。
出 演
ヴァイオリン ： 高嶋ちさ子
　　　チェロ：  江口心一、森山涼介、 

森田啓佑、大宮理人、 
小林幸太郎、西方正輝

予定曲
ベートーヴェン：交響曲第9番
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
シャルル・アズナヴール：she ほか

全席指定 イープラス Pコード：349-111

※ やむを得ない事情により、出演者・曲目を変更する場合がございます。
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高嶋ちさ子さんからメッセージをいただきました。本紙３面へ

（公財）北区文化振興財団設立30周年記念事業祝
第
30
回きたくなるまち区民寄席

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



【募集パート】  ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、ファゴット、テナー・トロンボーン	【練習】  毎週土曜	18：00〜21：00	北とぴあ	ほか	※団員負担などあり
【対象】  区内在住、在勤、在学で合奏経験のある方、またはそれと同程度の方	 【オーディション】	12/16（土）17：00〜（予定）
【申込方法】  電話、はがきまたは直接窓口（平日9：00〜17：00）で、12/7（木）必着。
【問い合わせ・申込み】〒114-8503（住所不要）	北区文化振興財団	「北区民オーケストラ」係	北とぴあ10階	203-5390-1221（平日9：00〜17：00）

北区民オーケストラ団員募集 一緒に演奏する仲間を募集します!

北とぴあ国際音楽祭
北とぴあ国際音楽祭2016 モーツァルト作曲 オペラ《ドン・ジョヴァンニ》

「第14回三菱UFJ信託音楽賞 奨励賞」を受賞!
　昨年11月25・27日に開催された北とぴあ国際音楽祭2016の
オペラ公演「モーツァルト《ドン・ジョヴァンニ》」が、「第14回三
菱UFJ信託音楽賞 奨励賞」を受賞しました。
　9月19日に贈呈式が行われ、「紙のカタログを使う場面でノー
トパソコンを使うなど、現代風の演出が魅力的。有名なセレナー
デでは指揮者自らマンドリンを弾くサービスもあり、とにかく
楽しい公演だった」とご講評の言葉をいただきました。

オペラ史の超重要作品!
　　日本で日本人が最初に上演したオペラ!
　　　　音楽だけじゃない! 今年はバレエも楽しめる!

クリストフ・ヴィリバルト・グルック作曲!

オルフェオとエウリディーチェ
1774年パリ初演版  セミ・ステージ形式／フランス語上演／日本語字幕付 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

2016年《ドン・ジョヴァンニ》公演での一コマ

まだ
間に合う!

今年のオペラ

北とぴあ国際音楽祭2018を盛り上げ
ていただける「参加公演」を募集しま
す。ジャンルはクラシック音楽、日本
をはじめ各国の伝統音楽。
選出団体には会場使用料免除や広報
協力などの特典あり!
意欲的な企画をお待ちしています!

【開催時期】2018年10月末〜11月下旬
【応募方法】規定の応募用紙と音源や映像

資料をご提出ください。企画の面白さ、演
奏レベル、集客力など様々な角度から厳
正に選考します。詳しくは下記までお気
軽にお問合せください。

応募〆切 2018年1/31（水）
● 問い合わせ・募集要項の配布先 ●
北区文化振興財団 203-5390-1221

（平日9：00〜17：00）
http：//www.kitabunka.or.jp/

北とぴあ国際音楽祭2018

参加公演募集

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

バロック・オペラの
スペシャリスト! いま話題のテノールを

聴けるチャンス! ベルギーの若き歌姫が
待望の初来日!

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 ※A席完売

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）

◆�初のチェロアンサンブルの見どころ・聴きどころは?
　初めての試みでまだ、私にも想像がつかない部分があ
りますが、アメリカに留学していた頃からチェロの魅力
に取りつかれて「いつかチェロアンサンブルと一緒に演
奏したい」という夢が叶います。「12人のヴァイオリニス
ト」とは異なり迫力のある低弦が私のヴァイオリンを支
えてくれると思います。
　聴き所は、いつものように有名曲を5分以内というコ
ンセプトは変わりませんが、チェロの音色を皆さんに堪
能していただきたいと思っています。

◆�毎年、趣向を凝らした企画でお客様の心をつかんで
いますね。企画内容を考える際、どんなことを心が
けていますか?

　毎回北とぴあでは皆さんに楽しんでいただけます
よう、毎年コンサートが終わった時点で来年は何を
しようか考えるのが私のライフワークになってい
ます。北とぴあで上手くいくと、次のツアーやコン
サートが上手くいくという実験的な要素がありドキ
ドキもしますが、やってる方は楽しんでいます（笑）。
◆�公演を楽しみにしている皆様へ、一言。
　「今年は何をやってくれるのかな〜高嶋さんは?」
と思いながら会場に足をお運びください。ご来場お
待ちしています。

北とぴあクラシックスVol.14出演

高嶋ちさ子さんから
メッセージ

今回で14回目を迎える大好評シリーズ「北とぴあクラシックス」。
美しい音楽とユーモア溢れるトークでファンを魅了する、
ステージの主役・高嶋ちさ子さんに公演への想いをお聞きしました。

公演の
詳細は
1面で

Ⓒ K.Miura

●問い合わせ 203-5685-5171
開館時間▶10：00〜17：00（入館は16：30まで）

●12.1月の休館日：12/4・11・18・25〜26・29〜31、1/1〜3・9〜10・15・22・29 入場料・参加費�無料

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
開催中〜2018 2/4 

日

芥川龍之介・堀辰雄をはじめとする、多くの友人・弟子たちが残した証言をもとに、詩人・
室生犀星の人となりの魅力に迫ります。

【申込】先着順（定員80名 直接会場にお越しください）

犀星の世界観 ～矛盾に富んだ“存在”とは
●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。

12/16 土  
13：00開演
（12：30開場）

披露宴での芥川夫妻　Ⓒ 芥川耿子

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

全席指定  3,500円（当日4,000円）  3,150円（当日3.600円）

0

北とぴあ さくらホール

【問い合わせ】 チケットよしもと予約問合せダイヤル	
☎︎0570-550-100（24時間受付※お問合せは10：00〜19：00）

※チケットぴあ等でも取扱い予定	※5歳以上有料、4歳以下は保護者膝上に限り無料

2018 3/11 日  16：30 開演

inよしもとお笑いまつり 北とぴあ 2018
【出演】	が〜まるちょば、	

コマンダンテ、	
ガンバレルーヤ	
他多数出演予定!

人気芸人が北とぴ
あへ!

爆笑必至のよしも
とライブ

今年も開催!

▲香日ゆら「文ちゃんとの出会い」

●展覧会レポート

今からおよそ100年前、芥川龍之介は塚本文と結

婚しました。本展では文に宛てた龍之介自筆の

「ラブレター」を初公開するほか、田端文士の自筆

原稿、初版本等の貴重な資料を展示しています。

本展の見どころ ①

「小鳥ノヤウニ幸福」と綴った

龍之介のラブレターを初公開

龍之介と妻の出会いを描いた香日ゆらの4コマ漫画

や、「芥川龍之介」という名のキャラクターでストー

リーを展開させるゲーム、ドラマCDなど文学以外で

登場する“新たな"龍之介像を紹介しています。

本展の見どころ ②

本展のための書き下ろし!

二人の出会いを描いた4コマ漫画

2018 3/9 金
【チケット・問い合わせ】ベルワールドミュージック	☎︎03-3222-7982

全席指定 SS席 6,000円  5,200円  5,400円
S席 5,000円  4,300円  4,500円

6

おなじみのヒット曲からジャズナンバーまで
幅広いレパートリーで、
ゆるぎない人気を誇る
八代亜紀が登場。
心温まるトークと
魅惑のハスキーヴォイスを
ご堪能ください。

指揮者生活30周年記念演奏会

名島啓太とみんなの30年
北区在住、日本の合唱界をリードする
指揮者・作曲家、名島啓太の節目を記念したコンサート!
同氏の薫陶を受けた合唱団が一堂に会し、
これまでの軌跡を歌声高らかにたどります。
今をときめく作曲家たちによる連作ミサの初演も!
【予定曲】	4人の作曲家による連作ミサ「深き淵より」（初演）、	

混声合唱組曲「水のいのち」より抜粋	ほか

昼の部14：00 開演 夜の部18：00 開演
イープラス Pコード：344-042

八代亜紀コンサート
2018

北とぴあ
さくらホール

発売中!

ミレア 中澤卓也

【ゲスト】

【問い合わせ】	記念演奏会実行委員会	山岸	2090-4386-5047

2018 3/18 日  北とぴあ
さくらホール

6

14：00 開演（13：15開場）

全席自由 2,000円  1,800円 12月7日(木)
一般発売

曲目等詳細は記念演奏会公式Facebookで公開！
www.facebook.com/nazy30th

2018年1月11日(木)
一般発売

〜春だ、まつりだ、よしもとだ ! 爆笑、爆笑、大爆笑!!〜

2 3



【募集パート】  ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、ファゴット、テナー・トロンボーン	【練習】  毎週土曜	18：00〜21：00	北とぴあ	ほか	※団員負担などあり
【対象】  区内在住、在勤、在学で合奏経験のある方、またはそれと同程度の方	 【オーディション】	12/16（土）17：00〜（予定）
【申込方法】  電話、はがきまたは直接窓口（平日9：00〜17：00）で、12/7（木）必着。
【問い合わせ・申込み】〒114-8503（住所不要）	北区文化振興財団	「北区民オーケストラ」係	北とぴあ10階	203-5390-1221（平日9：00〜17：00）

北区民オーケストラ団員募集 一緒に演奏する仲間を募集します!

北とぴあ国際音楽祭
北とぴあ国際音楽祭2016 モーツァルト作曲 オペラ《ドン・ジョヴァンニ》

「第14回三菱UFJ信託音楽賞 奨励賞」を受賞!
　昨年11月25・27日に開催された北とぴあ国際音楽祭2016の
オペラ公演「モーツァルト《ドン・ジョヴァンニ》」が、「第14回三
菱UFJ信託音楽賞 奨励賞」を受賞しました。
　9月19日に贈呈式が行われ、「紙のカタログを使う場面でノー
トパソコンを使うなど、現代風の演出が魅力的。有名なセレナー
デでは指揮者自らマンドリンを弾くサービスもあり、とにかく
楽しい公演だった」とご講評の言葉をいただきました。

オペラ史の超重要作品!
　　日本で日本人が最初に上演したオペラ!
　　　　音楽だけじゃない! 今年はバレエも楽しめる!

クリストフ・ヴィリバルト・グルック作曲!

オルフェオとエウリディーチェ
1774年パリ初演版  セミ・ステージ形式／フランス語上演／日本語字幕付 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

2016年《ドン・ジョヴァンニ》公演での一コマ

まだ
間に合う!

今年のオペラ

北とぴあ国際音楽祭2018を盛り上げ
ていただける「参加公演」を募集しま
す。ジャンルはクラシック音楽、日本
をはじめ各国の伝統音楽。
選出団体には会場使用料免除や広報
協力などの特典あり!
意欲的な企画をお待ちしています!

【開催時期】2018年10月末〜11月下旬
【応募方法】規定の応募用紙と音源や映像

資料をご提出ください。企画の面白さ、演
奏レベル、集客力など様々な角度から厳
正に選考します。詳しくは下記までお気
軽にお問合せください。

応募〆切 2018年1/31（水）
● 問い合わせ・募集要項の配布先 ●
北区文化振興財団 203-5390-1221

（平日9：00〜17：00）
http：//www.kitabunka.or.jp/

北とぴあ国際音楽祭2018

参加公演募集

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

バロック・オペラの
スペシャリスト! いま話題のテノールを

聴けるチャンス! ベルギーの若き歌姫が
待望の初来日!

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 ※A席完売

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）

◆�初のチェロアンサンブルの見どころ・聴きどころは?
　初めての試みでまだ、私にも想像がつかない部分があ
りますが、アメリカに留学していた頃からチェロの魅力
に取りつかれて「いつかチェロアンサンブルと一緒に演
奏したい」という夢が叶います。「12人のヴァイオリニス
ト」とは異なり迫力のある低弦が私のヴァイオリンを支
えてくれると思います。
　聴き所は、いつものように有名曲を5分以内というコ
ンセプトは変わりませんが、チェロの音色を皆さんに堪
能していただきたいと思っています。

◆�毎年、趣向を凝らした企画でお客様の心をつかんで
いますね。企画内容を考える際、どんなことを心が
けていますか?

　毎回北とぴあでは皆さんに楽しんでいただけます
よう、毎年コンサートが終わった時点で来年は何を
しようか考えるのが私のライフワークになってい
ます。北とぴあで上手くいくと、次のツアーやコン
サートが上手くいくという実験的な要素がありドキ
ドキもしますが、やってる方は楽しんでいます（笑）。
◆�公演を楽しみにしている皆様へ、一言。
　「今年は何をやってくれるのかな〜高嶋さんは?」
と思いながら会場に足をお運びください。ご来場お
待ちしています。

北とぴあクラシックスVol.14出演

高嶋ちさ子さんから
メッセージ

今回で14回目を迎える大好評シリーズ「北とぴあクラシックス」。
美しい音楽とユーモア溢れるトークでファンを魅了する、
ステージの主役・高嶋ちさ子さんに公演への想いをお聞きしました。

公演の
詳細は
1面で

Ⓒ K.Miura

●問い合わせ 203-5685-5171
開館時間▶10：00〜17：00（入館は16：30まで）

●12.1月の休館日：12/4・11・18・25〜26・29〜31、1/1〜3・9〜10・15・22・29 入場料・参加費�無料

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
開催中〜2018 2/4 

日

芥川龍之介・堀辰雄をはじめとする、多くの友人・弟子たちが残した証言をもとに、詩人・
室生犀星の人となりの魅力に迫ります。

【申込】先着順（定員80名 直接会場にお越しください）

犀星の世界観 ～矛盾に富んだ“存在”とは
●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。

12/16 土  
13：00開演
（12：30開場）

披露宴での芥川夫妻　Ⓒ 芥川耿子

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

全席指定  3,500円（当日4,000円）  3,150円（当日3.600円）

0

北とぴあ さくらホール

【問い合わせ】 チケットよしもと予約問合せダイヤル	
☎︎0570-550-100（24時間受付※お問合せは10：00〜19：00）

※チケットぴあ等でも取扱い予定	※5歳以上有料、4歳以下は保護者膝上に限り無料

2018 3/11 日  16：30 開演

inよしもとお笑いまつり 北とぴあ 2018
【出演】	が〜まるちょば、	

コマンダンテ、	
ガンバレルーヤ	
他多数出演予定!

人気芸人が北とぴ
あへ!

爆笑必至のよしも
とライブ

今年も開催!

▲香日ゆら「文ちゃんとの出会い」

●展覧会レポート

今からおよそ100年前、芥川龍之介は塚本文と結

婚しました。本展では文に宛てた龍之介自筆の

「ラブレター」を初公開するほか、田端文士の自筆

原稿、初版本等の貴重な資料を展示しています。

本展の見どころ ①

「小鳥ノヤウニ幸福」と綴った

龍之介のラブレターを初公開

龍之介と妻の出会いを描いた香日ゆらの4コマ漫画

や、「芥川龍之介」という名のキャラクターでストー

リーを展開させるゲーム、ドラマCDなど文学以外で

登場する“新たな"龍之介像を紹介しています。

本展の見どころ ②

本展のための書き下ろし!

二人の出会いを描いた4コマ漫画

2018 3/9 金
【チケット・問い合わせ】ベルワールドミュージック	☎︎03-3222-7982

全席指定 SS席 6,000円  5,200円  5,400円
S席 5,000円  4,300円  4,500円

6

おなじみのヒット曲からジャズナンバーまで
幅広いレパートリーで、
ゆるぎない人気を誇る
八代亜紀が登場。
心温まるトークと
魅惑のハスキーヴォイスを
ご堪能ください。

指揮者生活30周年記念演奏会

名島啓太とみんなの30年
北区在住、日本の合唱界をリードする
指揮者・作曲家、名島啓太の節目を記念したコンサート!
同氏の薫陶を受けた合唱団が一堂に会し、
これまでの軌跡を歌声高らかにたどります。
今をときめく作曲家たちによる連作ミサの初演も!
【予定曲】	4人の作曲家による連作ミサ「深き淵より」（初演）、	

混声合唱組曲「水のいのち」より抜粋	ほか

昼の部14：00 開演 夜の部18：00 開演
イープラス Pコード：344-042

八代亜紀コンサート
2018

北とぴあ
さくらホール

発売中!

ミレア 中澤卓也

【ゲスト】

【問い合わせ】	記念演奏会実行委員会	山岸	2090-4386-5047

2018 3/18 日  北とぴあ
さくらホール

6

14：00 開演（13：15開場）

全席自由 2,000円  1,800円 12月7日(木)
一般発売

曲目等詳細は記念演奏会公式Facebookで公開！
www.facebook.com/nazy30th

2018年1月11日(木)
一般発売

〜春だ、まつりだ、よしもとだ ! 爆笑、爆笑、大爆笑!!〜

2 3



BEETHOVEN SYMPHONIE Nr.9

フレッシュ名曲コンサート

北区第九演奏会

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

2018

発売中!発売中!
6

北とぴあ さくらホール

15：00 開演
12/3 日 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

円熟なる指
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

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

【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」
共催：（公財）東京都歴史文化財団（東京文化会館）

【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

0

全席指定 Pコード：481-471

1階席：一般 3,500円  3,000円　3歳〜中学生2,500円  2,000円
2階席：一般 3,000円  2,500円　3歳〜中学生2,000円  1,500円

2/17 土 15：00 開演
推奨年齢 年中〜小学生

〜人形劇俳優 たいらじょうの世界〜

人形界のカリスマ的存在、
たいら じょう。
その最高傑作とも呼ばれる作品

「オズの魔法使い」を
北とぴあで上演!
圧倒的なパフォーマンスは
人形劇のイメージを
覆すこと間違いなし。
ぜひご家族一緒に、
ご覧ください。

人形劇ミュージカル

オズの魔法使い

たいらじょうさんからの
メッセージ動画配信中!

13：00 開演（12：30開場）

14：00 開演

北とぴあ15階
ペガサスホール

12月8日(金)
一般発売

2018 3/3 土

2018 1/13 土

第28回

高座を終えて…
　いやあ〜、緊張しました!	手が震えるっていうのは何年ぶりだろうと。でも高座
にあがったら、もう全然。良いお客さんだったので、余計なことを考えずにできま
した。賞をいただいたから落語がうまくなるというわけじゃないですが、自分が
コツコツやってきた「二ツ目」を評価されたというのは純粋に嬉しいです。

演目『権助提灯』を選んだ理由は?
　第25回の競演会に出たのですが、その
時やったネタが会場の雰囲気と合ってな
かったんですよね、いざやってみたら（そ
の時の演目は『竹の水仙』）。その時の感じ
を思い出して、何個か用意した中で一番
「これだ」というものをやりました。

区民寄席への意気込みをどうぞ!
　とても光栄です!代表として、精一杯、一生懸命やらせていただきます!

花ん謝が出演のきたくなるまち区民寄席 詳細は1面へ

北区民は
500円お得!!

これまで、林家たい平（第3回）、
桂文治（第7回）、柳家三三（第9回）ほか、
人気師匠を輩出した歴史ある競演会。
大賞受賞者には春の名物企画・
区民寄席への出演権が授与されます。

北とぴあ
若手落語家

競演会
とは…

北とぴあ大賞  柳家花ん謝 インタビュー
9月9日に開催された
「第28回北とぴあ若手落語家競演会」。
観客審査の結果、柳家花ん謝が
北とぴあ大賞に選ばれました。

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

【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 つつじホール
全席指定 カンフェティ

1,500円   1,350円

全席自由 カンフェティ

1,000円   900円

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

6

太
神
楽

講
談

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 爆笑必至! お客様アンケートで好評の人気者が集結!

発売中!

今が旬の
若手の噺に、
たっぷり笑えて
このお値段!

次代を築く
落語家の妙技

笑
福
亭
べ
瓶

柳
亭
小
痴
楽

三
遊
亭
美
る
く

桂
鷹
治

ほくとぴあ亭
3月の回 1000円落語

演目：
鴻池の犬

テンポ良い語りで観客を魅了!

絶大な人気を誇る柳家喬太郎に、
立川流「四天王」のひとり・
立川談笑。
古典の若き名手・隅田川馬石、
美人俗曲師・桧山うめ吉が誘う
三味線と唄の世界…
傑物揃いの寄席を
お楽しみください。

爆笑王たちが
笑いの渦を巻き起こす!

〒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 11月25日発行　http://www.kitabunka.or.jp

No.13112月 1月

2017 2018

●オペラ《ドン・ジョヴァンニ》が 
第14回 三菱UFJ信託音楽賞 
奨励賞を受賞!   3

●北とぴあ国際音楽祭2018 
参加公演募集  3

●高嶋ちさ子メッセージ   3
●ココキタへGO!   5

【宛先・問い合わせ】〒114-8503（住所不要）	北区文化振興財団	区民寄席EN係	203-5390-1221

 北区民をご招待!  5組10名（抽選）
往復はがきで12/8（金）必着。応募はひとり1通。※車椅子席はその旨朱書き
【往信面】	①住所	②氏名・年齢（全員分）	③希望枚数（2名まで）	④電話番号
【返信面】応募者の住所・氏名 64/8 日 18：30 開演

北とぴあ
さくらホール1階席：3,600円   3,240円

2階席：2,600円   2,340円

2018 全席指定 Pコード：482-822 2018年1月9日(火)
一般発売

柳
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立
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談
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川
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石

桧
山
う
め
吉

高嶋ちさ子  with  Super Cellists

【問い合わせ】北区文化振興財団	203-5390-1221（平日9：00〜17：00） 6
12月6日(水)
一般発売3/4 日 16：00 開演

北とぴあ さくらホールS席：4,600円   4,140円
A席：3,800円   3,420円

2018

高嶋ちさ子 presents 北とぴあクラシックス vol.14

クラシックを身近に感じられるよう、お馴染みの“高嶋節”をはじめ
様々な企画を織り交ぜたコンサート♪
今年は実力派のチェロ奏者を集め、
華やかなヴァイオリンの音色と重厚なチェロで、
魅惑のハーモニーをお届けします。
出 演
ヴァイオリン ： 高嶋ちさ子
　　　チェロ：  江口心一、森山涼介、 

森田啓佑、大宮理人、 
小林幸太郎、西方正輝

予定曲
ベートーヴェン：交響曲第9番
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
シャルル・アズナヴール：she ほか

全席指定 イープラス Pコード：349-111

※ やむを得ない事情により、出演者・曲目を変更する場合がございます。

柳
家
花
ん
謝

第
28
回 

北
と
ぴ
あ

若
手
落
語
家
競
演
会

大
賞
受
賞
者

高嶋ちさ子さんからメッセージをいただきました。本紙３面へ

（公財）北区文化振興財団設立30周年記念事業祝
第
30
回きたくなるまち区民寄席

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
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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） 
kcf_bunkasinkou@kitabunka.or.jp

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。

この冬。中高生向けワークショップ「吹奏楽」が再来!
1月のアンサンブル・コンテストに向けて「合奏力」
を磨こう!
　東京藝術大学を卒業したプロの若手プレイヤーたちを講
師に、12/26（火）の1日のみ開催。
　いつもアンサンブルを組んでいるグループ単位で、ガッツ
リ学べます。団体5組（1組8名以内）のほか個人参加枠8名（編
成は講師が決めます）。応募者多数の場合は抽選となります。
聴講コースもあります。
　講習のあとに各グループ成果発表があり、講師たちの熟練の
演奏も聴ける。まさに《吹奏楽漬け》の一日をココキタで過ごそう!
　11/21（火）〜12/3（日）で、電話またはEメールにて受け付
けます。詳しくは、ココキタのホームページをご覧ください。

8/28に行われたワークショップでは、こんな声が寄せられました!
◦�今まで独学だったので、基礎的なことを教えてもらえてよかった�（フルート）
◦�他校の吹奏楽部の人たちと接することができてよかった�（サクソフォン）
◦�講師の演奏がとてもステキでした�（ホルン）

【中高生向け レベルアップワークショップ】

吹奏楽アンサンブルワークショップ
〜アンサンブルのい・ろ・は〜

2018年1月〜3月実施予定
【進行】 ナカガワエリ（即興楽団UDje（ ）主宰、おどるボイス

パフォーマー（即興音楽家）、移動造形教室（仮）主宰）
※ 12/1（金）以降、詳細をココキタのホームページに掲載します。 

問い合わせは電話かEメールで上記まで。

「音であそぼ、からだで話そ」
〜障害のある人もない人も、からだで、声で、太鼓で、表現してみよう〜

北区で見つけたお気に入りの風景を描いて 
ご応募ください。
絵を描くのが大好きな皆さん、ぜひご応募ください。
就学前のみなさんは「幼児部門」。八ツ切画用紙にクレヨンか
水彩でお描きください。

「小学生部門」は八ツ切画用紙に水彩でお描きください。
「一般部門」（中学生以上）はサイズ10号までの水彩画でご応
募ください。
作品の応募締切は12/10（日）。
また、来年1/17（水）から2/11（日）までココキタ館内で作品
を展示いたします。この機会に、ぜひココキタへ足を運んで
みてください。
詳しくはホームページをご覧ください。

きたくなるまち絵画展 作品募集中!

そして今年、最も多くの観客を集めたのは…

エンディングイベントにて最多動員賞 受賞!

個性豊かな29劇団が参加! 総来場者数は3,645人!

2017年9/16（土）から10/15(日)までの一ヶ月間
にわたり開催した北とぴあ演劇祭2017。
下は小学生から上は80歳までが舞台に立ち、個
性豊かな公演を繰り広げました。笑いあり、涙あ
り、失敗あり、喜びありの手作り演劇祭。多くの来
場者に感動を与えてくれました!�その様子を少し
ご紹介します♪

北区・演技塾
一般公募で集まったメンバーが8回のワー
クショップで、「家族と結婚」をテーマに3
つの作品をつくり上げ上演しました。

舞台照明講座
舞台照明家・岩城保氏による舞台照明の
実践講座。伝統的な日本舞踊に現代演劇
の視点から照明をあてるという試みに挑
戦しました。

猿 -creative studio-
毎年スタイリッシュでカッコイイ舞台を
魅せてくれる猿。多くの若者の憧れの存
在となっています!

大衆演劇ワークショップお披露目公演
ワークショップからついに一座が誕生! 
華麗にそして笑いにつつまれた、豪華で
賑やかな舞台は大盛況。

アフター☆8
円熟した大人の芝居。今年は老いと愛を
テーマにだれもが身近に考えさせられる
感動の舞台でした。

飛鳥高校演劇部
高校生ならではの作品に大人も心がキュ
ンとなりました。今年はこの作品で高校演
劇コンクールの都大会に出場決定!

ダンス&アクションワークショップ
★☆北区AKT STAGE劇団員がダンス、
アクションを直接指導。発表会でその成
果を披露しました。

舞台美術ワークショップ
舞台美術家・鈴木健介氏の指導のもと、舞台美
術の模型づくりに挑戦しました。今年は題材と
して、浮世絵に描かれた北区の名所を今の風景
と比べながら歩く、フィールドワークも実施。

★☆北区AKT STAGE演劇部 学校も住む場所も違う中高生たちが
一つのテーマに向き合い、稽古を重
ね挑みました。若さと熱さあふれる
舞台に、295名の観客が拍手喝采!

市民参加型企画!

参加公演ピックアップ

ココキタ 吹奏楽
申込受

付

11/21（
火）

9：00〜

きたる、北とぴあ演劇祭2018 【問い合わせ】
北とぴあ演劇祭実行委員会事務局（北区文化振興財団内）
203-5390-1221（平日9：00〜17：00）
http：//www.hokutopiaengekisai.com/
https：//www.facebook.com/hokutopiaengekisai

「北とぴあ演劇祭って面白そう!」そう思ったアナタは、ぜひ来年の演劇祭に
参加してください! 参加募集は2018年3月開始予定です。演劇祭公式サイ
ト、フェイスブックなどで最新情報をお伝えしています。

北とぴあ演劇祭
マスコット
キャラクター

「スタっちょ」

●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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12, 2018年1月の催し物 Event Information in December & January 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10/30（月）現在の情報です。

旧古河庭園洋館 ［北区西ヶ原1-27-39］
12
月 1

(金)

貴婦人の肖像 ヴィオルで綴るフランスルネサンス恋愛歌曲 
【開演】12：00／14：30
全席自由　3,000円　北区民2,700円　※庭園入園料込
問アントレ編集部 2042-378-7603

滝野川会館 ［大ホール］
12
月
10
（日）

第19回 北区民オーケストラメンバーによる室内楽コンサート
【開演】14：30　入場無料（先着500名）　問中野 2090-1421-5455

16
（土）

北区滝野川会館クリスマスコンサート2017
【開演】14：00　入場無料　問滝野川会館 203-3910-1651

23
（土・祝）

東京大学アカペラバンドサークルLa Voce Winter Live 2017 “World Tour”
【開演】15：00　前売り400円 当日500円
問井上涼 2090-9875-8624

1
月 21

（日）
レイチェルピアノ教室発表会

【開演】9：30　入場無料　問レイチェルピアノ教室 2090-8941-0132

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

11/28（火）〜12/3（日）  クリスマスマルシェ 編物、パッチワーク、 
アクセサリー、エコクラフト

12/5（火）〜12/10（日） 片岡利朗個展 油絵
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

12/6（水）〜12/10（日）  『サバンナモンキーの憂鬱』くによし組
12/14（木）〜12/17（日）  『クラクション』ハダカハレンチ
12/20（水）  『第二十八回王子落語会』花まる学習会王子小劇場
12/23（土・祝）〜12/30（土）  『果ての踊り子』劇団晴天
1/11（木）〜1/14（日）  『非国民的演劇』しあわせ学級崩壊
1/19（金）〜1/21（日）  『ENBUゼミナール卒業公演』ENBUゼミナール
1/24（水）〜1/28（日）  『ここから』ソラカメ
1/31（水）〜2/4（日）  『タイトル未定』kazakami

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

12月公演 劇団昴星 大和 みずほ
平成30年1月公演 劇団荒城 荒城真吾・荒城勘太郎

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

平成30年1月　柳家さん生の越後屋寄席 ［開演］19：00 ［料金］3,000円
※詳細な日程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］
12
月
2
（土）
つつじ

陽二蓮 歌の世界（第24回）〜遥かなる旋律〜 
【開演】14：00　全席自由　前売4,000円　当日4,500円
問東京中国歌舞団 203-5814-3501

2
（土）
つつじ

阿部ファミリー家庭音楽会 in 北とぴあ
【開演】18：30　入場無料
問阿部幸夫 203-3946-7283

3
（日）
さくら

フレッシュ名曲コンサート 北区第九演奏会 
【開演】15：00　全席指定　S席3,000円 A席2,000円
問北区文化振興財団 203-5390-1221

4
（月）
つつじ

静けさの向こうがわvol.1「天上の笛 地上の笛」 
【開演】19：00　全席自由　3,500円　ペア券6,000円　当日4,000円
北区民3,000円　ペア券5,000円　当日3,500円
問和傳社 2090-8047-7760

8
（金）
つつじ

小江戸ウインドアンサンブル3rdコンサート
【開演】19：00　全席自由　一般3,000円　学生2,000円
問グランカッサ 2090-9143-1543

8（金）
・
10（日）
さくら

グルック作曲 オペラ《オルフェオとエウリディーチェ》 
【開演】8日19：00・10日14：00
全席指定　 8日：SS席7,000円 S席5,000円 A席2,000円（完売） 

10日：SS席8,000円 S席6,000円 A席3,000円 
北区民：SS席・S席各1,000円引き、25歳以下各席種半額

問北区文化振興財団 203-5390-1221　※詳しくは3面

9
（土）
つつじ

第6回 横山ファミリーチャリティコンサート
【開演】19：00
全席自由　チャリティチケット2,000円　学生以下1,500円
問横山仁子 jinko.genki55@gmail.com

11
（月）
さくら

イッツ・フォーリーズ 「ミュージカル 『青空の休暇』」
【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）

20
（水）
つつじ

桜丘中学高等学校吹奏楽部第五回定期演奏会
【開演】17：00　入場無料
問桜丘中学高等学校吹奏楽部 203-3910-6161

23
（土・祝）
さくら

ノース・ジャズ 
【開演】14：00　全席指定　S席4,000円（当日4,500円） A席3,000円
（当日3,500円）　北区民10%割引　学生席1,500円
問日本ジャズ協会 203-3560-9388

23
（土・祝）
つつじ

レジェンドール2017（女声合唱）
【開演】14：00　全席自由　2,000円
問レジェンドール 楠瀬 2090-6104-5024

24
（日）
つつじ

中峰 秀雄・菊池翔夫・大手文明ギターライブ
【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

26
（火）
つつじ

劇団銅鑼「ハンナのかばん」
【開演】15：00/19：00　全席指定　4,500円
問きたく子ども劇場 203-3919-2990

1
月
4
（木）
つつじ

特撰落語名人会 さん喬・白鳥・菊之丞・白酒 
【開演】14：00　全席指定　前売4,000円
問エイフル企画 203-6240-1052

13
（土）
つつじ

ほくとぴあ亭 特別編 人気者集合! 新春落語2018 
【開演】14：00　全席指定　1,500円　※詳しくは4面 ※残少
問北区文化振興財団 203-5390-1221

13
（土）
さくら

東京ニューシティ管弦楽団 ニューイヤーコンサート2018 in 北とぴあ 
【開演】14：30　全席指定　S席5,000円 A席4,000円 B席3,000円
C席2,000円　北区民10%割引
問東京ニューシティ管弦楽団 203-5933-3266

17
（水）
つつじ

3人の歌仲間Vol.8 杜このみ・純烈・西田あい 
【開演】15：00　全席指定　前売4,500円　当日5,000円
問エフ・エー・ブイ 203-3263-6612

18
（木）
つつじ

第8回あの日、あの時思い出が蘇る昭和の流行歌 〜共に楽しむ集い〜
【開演】13：00　全席指定　1,500円
問懐かしい歌を歌う会 神尾善子 203-3901-7447

21
（日）
さくら

JR東日本東京吹奏楽団 第24回定期演奏会
【開演】13：30　入場無料
問JR東日本東京吹奏楽団 小須田 大 2090-6146-7855

27
（土）
つつじ

東日本大震災復興支援チャリティーコンサート
【開演】15：00
全席自由　前売2,500円　当日3,000円　中高校生各1,000円引き
問歌舞音楽集団 荒野座 203-3902-3197

28
（日）
つつじ

初春端唄演奏会
【開演】11：30　入場無料
問江戸端唄 桐の会 203-3910-5253

28
（日）
さくら

第49回新年全国詩吟大会（兼各杯コンクール決勝）
【開演】9：30　入場無料
問詩吟神風流神脩会 菅野 神脩 203-3910-3743

29
（月）
つつじ

日本大学芸術学部音楽学科 第53回室内楽の夕べ
【開演】18：00　入場無料
問音楽学科事務室 203-5995-8240

北とぴあ ［展示ホール］
12
月

1（金）
▼
3（日）

美術手工芸展
10：00〜18：00（最終日〜17：00）　入場無料
問北区美術手工芸連盟（辻村） 203-5974-8951

9（土）
▼
10（日）

第64回 稲書展
10：00〜17：00（最終日〜15：00）　入場無料
問早稲田大学書道会 2090-2203-3156

12（火）
▼
17（日）

第34回 遊墨会展
10：00〜18：00（初日13：30〜、最終日〜16：00）　入場無料
問遊墨会事務局 野口 203-3893-1919

1
月
19（金）
▼
25（木）

北区立小学校連合展覧会
9：00〜16：45（最終日〜12：00）　入場無料
問北区教育振興部 教育指導課 指導係 203-3908-9287

27（土）
▼
29（月）

北区立中学校連合展覧会
9：00〜16：00（最終日〜14：30）　入場無料
問北区教育振興部 教育指導課 指導係 203-3908-9287

12／2（土）〜12／14（木） 第8回税に関する絵はがき（王子法人会女性部会）
12／19（火）〜12／27（水） 百華の会作品展（百華の会）
1／5（金）〜1／14（日）  北区明るい選挙啓発ポスターコンクール作品展 

（東京都北区選挙管理委員会事務局）
1／17（水）〜1／30（火） 秀雪会干支展（秀雪会）

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。

12/23（土・祝） 15：00〜
演奏 �吉田�恵(パイプオルガン)、�

木島千夏（ソプラノ）
曲目 �J.S.バッハ：�前奏曲とフーガハ長調��

BWV547�ほか

2018 1/28（日） 15：00〜
演奏 �阿部�翠
曲目 �D.ブクステフーデ：トッカータ�ヘ長調�

BuxWV156�ほか

�阿部�翠

木島千夏吉田�恵

赤羽会館 ［講堂］
12
月 3

(日)
東日本 剣詩舞群舞コンクール

【開演】10：00　入場無料　問石井光男 203-3901-0240

ほくとぴあ
メンバーズ

チケットの先行予約・10%割引・
ご自宅への郵送など、
うれしい特典いっぱい!

【入会・問い合わせ】 ほくとぴあメンバーズ事務局
※北とぴあ以外の会館等ではお取り扱いしておりません。

203-5390-1121《平日10：00〜17：00》

年会費
2,000円

飛鳥山アートギャラリー
～北区コレクション～

会場：北区飛鳥山博物館3階「飛鳥山アートギャラリー」 JR京浜東北線王子駅南口徒歩5分  東京メトロ南北線西ケ原駅徒歩7分
開館時間：10：00〜17：00　休館日：月曜日（祝日の場合は翌火曜が休館）、臨時休館日　【問い合わせ】北区文化振興財団 ☎︎03-6338-5711

展示リニューアル 会期  12/23 土・祝〜2018 6/17 日

第2室 人間国宝 奥山峰石作品展
鍛金家・奥山峰石が創り上
げた、美しい曲線美と優雅
な光沢を放つ至極の作品
と、金属工芸・鍛金の解説
映像、工程模型、工具など、
匠の技をご覧ください。

観覧
無料

第1室 大野五郎作品展（第3期）
東京府北豊島郡岩淵町（現
在の北区岩淵町）に生まれ、
18歳で画壇デビューし天才
と称された大野五郎（1910
～2006）。今回は北区が収
蔵する数々の代表作とあわ
せ、素描（スケッチ）もご紹
介します。 「雪の浅間高原にて」 油彩画・1994年 接合せ打込象嵌水指 「文月」・2015年
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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
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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
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城官寺

□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
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←至：王子神谷駅
至：西新井→

バス停 豊島五丁目団地


