
開催日 開演／開始 イベント名 会場 入場料金
6/8（金） 18：30 オープニングコンサート〈昭和歌謡19BOX〉 さくらホール 2,500円

6/9（土）

10：00
ルネサンス音楽の記譜法

～クワイヤブックを使って歌ってみよう!～
（講師：花井哲郎）

カナリアホール 1,500円

12：00 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! Vol.2～ 飛鳥ホール 1,500円

13：30 北区合唱連盟主催 藤原規生合唱講習会 つつじホール 1,000円

13：45 「こどものうた」の行
ゆ く え

方Vol.2 ～教室に響く歌声～
（講師：野本立人・古橋富士雄） カナリアホール 1,500円

15：30 青島広志氏による講習会 飛鳥ホール 1,500円

18：00 第2夜コンサート
〈ルネサンスは再び生まれる〉 さくらホール 2,500円

6/10（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

17：00
クロージングコンサート

〈レクイエムが架ける未来への橋〉
指揮：黒岩英臣

さくらホール 2,500円

JCDA合唱の祭典2018
〜第19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(木)

一般発売

【問い合わせ】
THE MUSIC PLANT 203-5944-6187

（平日11：00〜18：00）

【問い合わせ】
モズ企画 
mozukikaku_doyo@yahoo.co.jp

 セット割引券   同日の別演目の観劇に限り、1,000円で 
購入いただけます。

北とぴあ つつじホール

6

6

5/27日 15：00 開演 
全席指定  
4,500円    3,500円

全席自由（2本立て）  
3,500円    3,000円

前衛的でスピリチュアル、

混沌と癒しが混在する

ハイブリッドな国。

インドの音楽と文化を

体験してみませんか?

インド古典音楽の世界
H.アミット・ロイ（シタール）×ユザーン（タブラ）

発売中!

発売中!

北区民は

1,000円
お得!!

インドの美味しいお土産付き!
インドのスター気分で

楽しく踊る
ワークショップ

5/20（日）15：00〜（1時間予定）

北とぴあ ペガサスホール
講師：Mikan BiNDU（みかん）
※ 「インド古典音楽の世界」のチケットをお買い求めの方

がご参加いただけます。チケット購入時にお申込くだ
さい。参加費無料! 初心者も大歓迎です!

 ストリートパフォーマンス 

 インド ムービーダンス 

14：00〜 北とぴあ正面玄関前

無料・当日会場へ（雨天時は北とぴあ館内）
出演：サンドーシャン
 インド・バザール  ※要コンサートチケット

11：00〜コンサート終演まで 北とぴあ つつじホールホワイエ
インド雑貨・インドの軽食とチャイ・明治堂カレーパン・インドクラフトブックス

5/27（日）
北とぴあで
同日開催!

詳しい情報は特設HPをご覧ください。http://www.mplant.com/india/

松竹大歌舞伎
人
にんじょうばなしぶんしちもっとい

情噺文七元結
7/1（日） さくらホール

人情噺、華やかな舞踊、そして親子2代の襲名披露。
魅力たっぷりの内容と見どころを少しだけご紹介!

落語から生まれた、笑いあり、涙ありの
江戸っ子の人情味溢れる世話物。
名作をじっくりご堪能ください。

襲
し ゅ う め い ひ ろ う こ う じ ょ う

名披露口上
親子2代そろっての襲名披露のご挨
拶。華やかな一幕です。

棒
ぼ う

しばり
狂言がもとになった舞踊。無類の酒好
き2人組が主人公。ほろ酔い気分で踊
りだす、可笑し味のなかにも品格を漂
わせる人気舞踊です。

【見どころ 1】長兵衛夫婦
中村芝翫演じる長兵衛は腕の立つ職人だが、酒と博打にはまり、今
ではすっかり落ちぶれ、女房のお兼とは喧嘩ばかり。その二人の喧
嘩がほほえましく、喜劇味に溢れています。

【見どころ 2】江戸の華やかな妓楼
長兵衛の孝行娘が身売りに入った吉原の妓楼は、長兵衛のぼろ屋と
はうって変わって、遊女たちが並ぶ華やかな屋敷。着物を持ってい
ない長兵衛が、女房お兼の着物を借り、少し恥ずかしそうに屋敷の
中に入っていく様子も見逃せません。

【見どころ 3】名ゼリフ「人の命は金じゃ買えねえ」
娘を犠牲にした大切なお金を難儀している若者に渡さないでいら
れなくなる、長兵衛の気持ちの動き。江戸職人の人情がしみじみと
伝わってくる名場面に注目です。

公演情報は
1面を

ご覧ください

Ⓒ松竹

北とぴあ 15階 ペガサスホール

『本当だって』Ⓐ
（2014年韓国戯曲作家協会新春文芸戯曲賞受賞）
【作】イ・ウンソル 【翻訳・演出】金世一

『プラメイド』Ⓑ
（2015年ソウル新聞新春文芸戯曲賞受賞）
【作】ソン・ギョンファ 【翻訳】李知映 【演出】鈴木アツト

『恋愛日和』Ⓒ
（2014年朝鮮日報新春文芸戯曲賞受賞）
【作】キム・ドギョン 【翻訳】李知映 【演出】吉村ゆう

『感染』Ⓓ
（2016年慶尚日報新春文芸戯曲賞受賞）
【作】イ・ソンホ 【翻訳】金世一 【演出】荒川貴代

韓国新人劇作家シリーズ
� 第5弾これからの韓国現代演劇を担う若い才能を
いち早く紹介するシリーズ第5弾

 5/23（水）
19：30ⒸⒹ
 5/24（木）
13：00ⒶⒸ
16：00ⒹⒷ
19：30ⒶⒸ
 5/25（金）
�13：00ⒹⒷ
16：00ⒶⒸ
19：30ⒹⒷ
 5/26（土）
�12：00ⒷⒶ
15：00ⒸⒹ
18：00ⒷⒶ
 5/27（日）
�12：00ⒷⒸ
15：00ⒶⒹ

●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：4/2.9.16.23、5/1.2.7〜14.21.28

入場料・参加費 無料

なぜ田端に芸術家たちが集ったのか、その理
ワ ケ

由を郷土
史や芸術家たちの活動をもとに紹介します。
【申込】先着順（定員80名�※直接会場にお越しください）

田端に集まる理
ワ ケ

由がある
～明治の田端と芸術家たち～

4/15 
日 13：00開演（12：30開場）

【申込】往復はがきで5/2（水）まで
板谷波山、かつて美しき日本人がいた
～映画『HAZAN』上映会～

5/20 
日 13：00開演（12：30開場）

芥川龍之介、室生犀星、萩原朔太郎らが集っ
た文士村の最盛期を紹介します。
【申込】往復はがきで5/28（月）まで

田端に集まる理
ワ ケ

由がある 大正編
6/17 

日 13：00開演（12：30開場）

●田端ひととき散歩 ●上映会
当館研究員の解説後、ゆかりの地を散策します。

〒114-0014 北区田端6−1−2 @bunshimura

稀代のバレリーナ・森下洋子率いる松山バレエ団が、
シンデレラの心の美しさを描く名作を凝縮して上演します。

出演／
森下洋子、刑部星矢、松山バレエ団

【問い合わせ】
松山バレエ団 2�03-3408-7939（10：00〜18：00）

【問い合わせ】
M&Iカンパニー 203-5453-8899（平日10：00〜18：00）

松山バレエ団「シンデレラ」
スペシャルハイライト

【曲目】（予定）／
ダイアモンドヘッド、パイプライン、10番街の殺人、
ウォーク・ドント・ラン、雨の御堂筋、二人の銀座、京都の恋、
キャラバン、ハワイ・ファイブ・オー、朝日のあたる家 ほか

夏だ! エレキだ! ベンチャーズ!!
伝説のエレキインスト・ロックバンド

“ベンチャーズ”が北区を熱くさせる!!

ベンチャーズ
ジャパン・ツアー 2018

北とぴあ さくらホール 北とぴあ さくらホール6/2 土  11：30 開演 9/9 日 15：00 開演 

4,800円    4,300円※ 6,000円    5,400円

全席指定  
   Pコード：484-354   イープラス

全席指定  
   Pコード：108-769   イープラス

【申込方法】 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」

※ 5/20上映会、6/17の田端ひととき散歩は事前申込制。右記
内容を記載の上お申込。1通につき1名（同居家族は2名可）

芥川龍之介
Ⓒ国立国会図書館

榎木孝明・南果歩主演!
陶芸家・板谷波山の
半生を描いた感動作!!

●展覧会レポート

田端に芸術家が集まり始めた明治時代に焦点を当て、
そのキッカケとなった理由を郷土の歴史や作品・活動
を通して紹介しています。展示室には、洋画・日本画・彫
刻なども並び、文学中心の展示から一新。是非とも明治
150年を迎えたこの機会に、明治の田端に集まった理由
を紐解きながら、ご鑑賞下さい。 ※5／6（日）まで開催
小杉放庵「母」

公演ご招待のお知らせ
財団設立30周年を記念し、北区
民の皆様へ感謝の気持ちを込め、
下記の記念事業へご招待をいたします。
どうぞ奮ってご応募ください。
※申込み多数の場合は抽選となります。

北区文化振興財団は、設立30周年を迎えます

《応募方法》
往復はがきに必要事項を記入し、
各係までお送りください。
【往信面】  ①住所 ②氏名・年齢（全員分） 

③電話番号（応募者） ④希望公演日時
【返信面】 応募者の住所・氏名
【宛　先】  〒114-8503（住所不要） 

北区文化振興財団 下記の各係まで

ごあいさつ
　日頃より当財団の活動にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　北区文化振興財団は4月に設立30周年を迎えます。これもひとえに皆様の
ご支援の賜物と心より感謝いたしております。
　1988年の設立以来、北区における地域文化と地域活動を振興するための
事業を行い、文化芸術を通して区民生活の向上と個性豊かな文化都市の実現
に寄与することを目的として様々な事業を行ってまいりました。

　全国から注目を集める北とぴあ国際音楽祭をはじめ、多種多様なラインナップでおくる公演やイ
ベントの実施、区民の皆さまの幅広い文化芸術活動のサポート、創意工夫を凝らした田端文士村
記念館などの運営にくわえ、2015年4月には北区から文化芸術活動拠点ココキタの開設・運営等
を託され、若手アーティスト支援や北区のアートシーンを盛り上げる新たな試みに挑戦しています。
　私共は、これからも常に時代の変化や区民ニーズを敏感にキャッチし、より質の高い文化芸術の
創造と発信に邁進するとともに、地域の皆さまの文化芸術活動の支援に取り組んでまいります。今
後とも、ご支援・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

2018年3月吉日　公益財団法人北区文化振興財団 理事長 依田園子 【問い合わせ】 北区文化振興財団 203-5390-1221

 松竹大歌舞伎 
◦各部5組10名 ◦松竹大歌舞伎EN係まで
※公演情報は1面

 海藻姉妹コンサート 
◦各回2組4名 ◦海藻姉妹EN係まで
※公演情報は1面

応募締切
4/9（月）
必着

今年は明治150年!田端に集まる“理
ワ

由
ケ

”がある
～明治の田端は芸術家村だった!?～0

※ 区内在勤・在学の方も 
割引価格でお楽しみください。

3 6

4月7日(土)
一般発売発売中!

2 3


