
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!!
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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。
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