
オペレッタ『チャールダーシュの女王』

【問い合わせ】�NPO法人日本オペレッタ協会 2090-2257-4233（田中）（平日13：00〜20：00）

北とぴあ 
つつじホール

6

10/21土  18：00 開演・22 日  14：00 開演

日本オペレッタ協会創立40周年記念公演  NPO法人日本オペレッタ協会第3回公演

エメリッヒ・カールマン作曲

ほりぶん第4回公演
『牛久沼』

全席指定
8,000円    7,200円

8月1日(火)
一般発売

【問い合わせ】 horibun333@yahoo.co.jp 【tumblr】horibun333.tumblr.com

※ 開場は開演 
の30分前

北とぴあ14階 
カナリアホール

6

6

10/17 火  〜22 日
全席自由 2,500円    2,250円

9月16日(土)
一般発売

飛鳥山公園内 野外舞台

10/4 水  18：30 開演（17：30開場）

【作・演出】鎌田順也
【出演】川上友里（はえぎわ）、墨井鯨子 ほか ほりぶん第2回公演 『得て』 より

【指揮】 吉田拓人（21日） 
新井義輝（22日）

【演出】川端槇二
【台本】寺崎裕則台本による
【訳詞】滝弘太郎

若き噺家たちに思うこと−
　今、若手がすごく元気。そういうのは初めてかも。若い人が
活気があると、お客さんの年齢が下がるんですよね。ものす
ごくいいこと。でも、商売って難しくて… インパクトが強い
ネタを3つ持っていないと。1つ（のネタ）で売れちゃうと、一
回りすると人気が終わっちゃう。第2弾ができてから売り出
して、第1弾をやっている間に第3弾を作らなきゃ。今はすご
く層が厚いから、期待してますけどね。落語界にとっても、今
は有り難い時代ですよ。僕らの時は、落語以外でしゃべる需
要のあるものは一通りやらないと食えなかったですからね。

恥で芸が身につく二ツ目時代。
　前座から二ツ目の間は、恥をかいた回数だけ芸が身につ
く。年齢も30を過ぎるとだんだん見栄を張ったり、恥をかき
たくなくなるんですね。そこで成長が止まるって僕らは師匠
に言われてて。だから一番恥がかける時なんですね。お客さ
んも完璧なものを望んでる人もそんなにいない。前回よりも
よくなったとか、前回より面白かった面白くなかったみたい
な比較の連続。

競演会の楽しみ方のススメ
　この競演会でトップになれなかったってすごく悔しがって
いる姿を、何度も楽屋で見てますよ。このメンバーだったら

色っぽい噺をしたらこいつには勝てな
いとか、与太郎噺をやったらこいつに
は勝てないって、ネタ選びから作戦立
ててくるわけですよ。自分が何とかな
るってネタの中で、相手を見て作戦を
立ててきて、高座に上がる子もいるんじゃないですか。
　でも、面白かったっていう定義ってアバウトですよね。若
手の時って、例えば明るいとか、固まってない持ち物が楽し
みなんです。お客さんが普通の寄席の延長くらいの感性で
楽しんでくれると、意外と本人でも気が付かないような力を
発揮することもある。だからお客さんには「え、一票入れる
の?」っていうくらいのスタンスで客席にいてほしいですね。

実は北区王子に在住!
　平成4年に出てきて、住んで25年になりますかね。越したら
すぐ南北線が開通して、すっかり便利になっちゃった。王子の
飲み屋も何軒ももともと知ってて、前座の時から。王子は僕な
りに知り合いがたくさんいて… 居心地のいい街ですからね。

【出演】 橘ノ双葉、柳亭小痴楽、立川幸之進、 
柳家花ん謝、三遊亭粋歌、古今亭始

【ゲスト】瀧川鯉昇　【司会】米粒写経

 第28回 北とぴあ若手落語家競演会

今年のゲストは、ゆるりとした佇まいと独特のテンポで聞く者を虜にする、瀧川鯉昇師匠!
優しくちょっとお茶目な師匠に、若手噺家や競演会について、あれこれ独占インタビュー!

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

20：00 20：00 20：00 20：00 19：00 18：00

【問い合わせ】中野 2090-1421-5455（平日10：00〜16：00）

10/22 日  
北とぴあ さくらホール
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14：00 開演（13：20開場）
全席自由 1,000円   900円

2

アンダーソン：�「舞踏会の美女」「シンコペイテッド・クロック」�
「プリンク・プレンク・プランク」「ワルツィング・キャット」�
「サンドペーパー・バレエ」

スメタナ：交響詩「モルダウ」　ドヴォルザーク：交響曲第7番二短調

指揮／大河内雅彦（客演）

発売中!

瀧川鯉昇に聴く!
第28回 北とぴあ若手落語家競演会

瀧川鯉昇（たきがわ りしょう）

昭和28年 静岡県に生まれ、大学卒業後、八
代目春風亭小柳枝に入門、「柳若」となる。小
柳枝の廃業後、春風亭柳昇門下となり、昭和
55年、二ツ目昇進「愛橋」。平成2年、真打昇
進「春風亭鯉昇」となる。平成17年「瀧川鯉
昇」と改名。

全席指定  カンフェティ

2,600円    2,340円
【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

9/9 土13：00 開演

6

発売中!

※紹介しきれなかったお話は、北区文化振興財団HPで !

若手（二ツ目）たちの熱意と気迫のこもっ
た競演会。ご来場のお客様がその場で審査
し、ほくとぴあ大賞を決定します。
歴代大賞者は、林家たい平、桂 文治、柳家
三三、林家彦いち、春風亭一之輔師匠など!

台本：寺崎裕則 シルヴァ：田中宏子 エドウィン：田代誠

【チケット・問い合わせ】飛鳥山薪能実行委員会 203-3821-3378（平日10：00〜16：00）
※ 雨天時はさくらホール。席配置は変わります。

全席指定  Pコード：459-235

 SS席：8,500円    7,650円  S席：6,500円    5,850円
  A席：4,500円    4,050円  B席：3,000円    2,700円

発売中!

野村万作 野村萬斎松木千俊
飛鳥山薪能

能 大般若松木千俊 ほか　 狂言二人袴野村万作、野村萬斎 ほか

第15回 6面インタビューをチェック!

●問い合わせ�203-5685-5171
開館時間▶10：00〜17：00（入館は16：30まで）
●8・9月の休館日：8/7・14・15・21・28、9/4・11・19・20・23・25http：//www.kitabunka.or.jp/tabata/

入場料・参加費 無料

●田端ひととき散歩

田端・大龍寺に眠る正岡子規。
夏目漱石との13年にわたる交友についてお話しし、子規の
墓所ほか、俳人・歌人として子規を慕った田端ゆかりの文士
の旧居跡を巡ります。

【申込】 往復はがきで8/29（火）まで。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

【申込・受付】
事前申込不要。直接当館受
付にお越しください。

※ 本イベントに職員は同行
しませんので保護者同伴
をお勧めします。

芥川龍之介など田端ゆかりの作
家にちなんだクイズを解き、街を
探検しながらキーワードを探そ
う!正解者には記念グッズをプレ
ゼント（先着50名）。

子規と親友・漱石
～生誕150年にちなんで～

地図を広げて、君も文士たちに会いに行こう

9/16 
土

【講師】�原田亜希子（慶應義塾大学講師）
【演題】�写実と寓意がつくる驚異の世界�

−ルネサンスの理念を体現するアルチンボルドの絵とその謎−

「アルチンボルド展」�関連
NHK文化講演会

13：00開演
（12：30開場）

※休館日を除く開催中〜 8/31 
木

　作家・近藤富枝の追悼展が5/12（金）よりスタートしました。
本展では、著書『田端文士村』で描かれた文士・芸術家ゆかり
の作品も数多く展示されています。
　なかでも、初公開となる陶芸家・板谷波山遺作となった「観
音聖像」は必見です。その他「飛青磁袴腰香炉（とびせいじはかま

ごしこうろ）」や「天目茶碗（てんもくちゃわん）」もこの機
会にぜひお見逃しなく!! 10/1（日）まで開催。

●展覧会レポート
近代陶芸の開拓者

板谷波山作品が記念
館に!

【対象】
小学3年生～中学3年

生

天目茶碗 飛青磁袴腰香炉 観音聖像

●夏休み!! 田端文士村キーワードラリー

ヒントを探して
クイズを解く!

❶ ❷ ❸

解答のゆかりの
場所を探す!

正解場所に
キーワード発見!

【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
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発売中!

8/27 日  14：00  開演 
全席指定  Pコード：457-615

大人 3,300円    2,800円
3歳〜小学生 2,000円    1,300円

【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

ひちりき
篥）、 

　中村香奈子（横笛）、 
　中村華子（笙

しょう
）

アニメ化もされた人気絵本「ねぎぼうずのあさたろう」を
大きなスクリーンに映し出し、
作者の飯野和好と実力派声優の
平野 文が読み語ります。
本格的な雅楽の演奏も聴ける、
純和風のコンサート!

定員 400名（事前申込制・抽選）
◦往信面：住所・氏名・年齢・電話番号
◦返信面：住所・氏名※車椅子席希望の方はその旨朱書き。※申し込みは一人一通。

※ 講演会の入場者には本展覧会の招待券を差し上げます。（一人一枚）
【宛先・問い合わせ】� 〒114-8503（住所不要）北区文化振興財団 文化講演会係 203-5390-1221

北とぴあ つつじホール
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8/25 金  19：00 開演
（18：30 開場）

往復はがき 8/3（木）必着応募方法

入場無料

夏目漱石
Ⓒ国立国会図書館

正岡子規
Ⓒ国立国会図書館

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

13：00 開演（12：30開場）
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

8月11日(金・祝)
一般発売
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11/5 日

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

昔
昔
亭
Ａ
太
郎

三
遊
亭
と
む

入
船
亭
遊
京

春
風
亭
昇
羊

ほくとぴあ亭
11月の回 1000円落語

演目：
死神

飯野和好 作
（福音館書店）

2 3


