
●問い合わせ 203-5685-5171
開館時間▶10：00〜17：00（入館は16：30まで）
●6・7月の休館日：6/5・12・19・26、7/3・10・18・19・24・31http：//www.kitabunka.or.jp/tabata/

入場料・参加費 無料

●企画展

近藤富枝が『田端文士村』執筆時に実際に使用していた
「取材帳」を初公開するほか、同書内に登場する

文士・芸術家の作品をエピソードと共に紹介します。

1周忌追悼記念展 近藤富枝と『田端文士村』
〜最後の田端人が書いたその作品世界〜

開催中〜10/1 日 ※休館日を除く

●講演会（企画展関連イベント）

【講師】森まゆみ氏（作家・編集者）
知的好奇心と純粋美を生涯持ち続けた近藤富枝について、姪で作家、『谷根
千』編集者の森まゆみ氏が講演します。
 【申込】 往復はがきで7/10（月）まで。

伯母、近藤富枝を忘れない 〜美を、田端を愛した人〜
7/23 日 14：00開演（13：30開場）

●田端ひととき散歩特別編

【場所】巣鴨・慈眼寺（JR巣鴨駅集合）
没後90年を迎える命日に令孫・芥川耿子氏と墓所である慈
眼寺へとご案内します。※記念館は休館です。

【申込】 往復はがきで7/3（月）まで。

河童忌（芥川龍之介忌日）墓所巡り
7/24 月 10：00〜

近藤富枝

森まゆみ

※7/23（日）の講演会、7/24（月）河童忌は事前申込制
各〆切日までに下記内容を記載の上お申込下さい。
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（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
※6/1（木）より郵便料金が改定となります（詳細は1面右上）。

深呼吸したら思い出した…
ありがとうふるさと、ありがとうあなた。
地元北区・滝野川出身の倍賞千恵子が、
4年ぶりに郷里のステージに立つ−

北区アンバサダー 歌とトークの 倍賞千恵子コンサート

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
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 203-6338-5711（9：00〜17：00 月曜除く）

展示リニューアルオープン

6/24 土〜12/17 日
開館時間：10：00〜17：00

観覧無料

飛鳥山
アートギャラリー
〜北区コレクション〜

第1室 大野五郎作品展（第二期） 第2室 人間国宝 奥山峰石作品展
東京府北豊島郡岩淵町（現
在の北区岩淵町）に生まれ
た洋画家・大野五郎（ 1910
－2006）。
第二期では、1960〜90年代
にかけて描かれた円熟期
の風景画を中心にご紹介し
ます。

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。

「岬にゆく道」油彩画・1994年

南鐐打込象嵌水指
「紅竹」

【問い合わせ】  イマジン・チケットセンター 203-3235-3777（平日・土曜10：00〜18：00）

【問い合わせ】須田 2090-3514-6383（平日10：00〜16：00）

10/21 土  

10/22 日  北とぴあ つつじホール 北とぴあ つつじホール

北とぴあ さくらホール北とぴあ つつじホール

6

6

14：30 開演

14：00 開演

全席指定 4,500円   4,050円   4,000円

全席自由 1,000円   900円

会期

芥川龍之介
 Ⓒ国立国会図書館
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指揮／大河内雅彦（客演）
スメタナ：交響詩「わが祖国」より抜粋
ドヴォルザーク：交響曲第７番 ほか

★☆北区AKT STAGE×錦織一清 第二弾!

作：つかこうへい  演出：錦織一清

劇団東京乾電池
presents『長屋紳士録』

小津安二郎監督による日本映画の傑作
『長屋紳士録』を劇団東京乾電池が舞台化!

これまで何度も再演を重ねてきた名作を、
北とぴあで上演!

【問い合わせ】 ★☆北区AKT STAGE  203-5924-1126 http：//aktstage.com/

【脚本】小津安二郎・池田忠雄
【演出】角替和枝
【出演】劇団東京乾電池

【出演】倍賞千恵子、小六禮次郎
【予定曲】 下町の太陽、さよならはダンスの後に、さくら貝の歌、 

かあさんの歌、おはなはんの歌、愛の讃歌 ほか

Ⓒ蛭子能収

【問い合わせ】 劇団東京乾電池 203-5728-6909（10：00〜20：00）

7/14 金  〜17  月・祝  

8/18 金  〜20 日
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6全席指定 前売4,000円（当日4,500円）   3,600円

6月7日(水)

一般発売

6月24日(土)

一般発売
7月14日(金)

一般発売

5月27日(土)

一般発売

13：00 17：00 19：00
7/14（金） ●
7/15（土） ● ●
7/16（日） ● ●

7/17（月・祝） ●
※開場は開演の30分前

14：00 19：00
8/18（金） ● ●
8/19（土） ● ●
8/20（日） ●

※開場は開演の30分前

全席指定  Pコード：459-012

前売3,500円   3,150円（前売りのみ）

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

0〜2歳は
膝上鑑賞

無料!

北とぴあ国際音楽祭2017 いよいよチケット発売!information

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

北とぴあ
さくらホール

北区民は
500円お得!!

7月7日(金)

一般発売
※ 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。

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

北区民は
800円お得!!

7月12日(水)

一般発売 ※ 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。

12/8金

グルック作曲 オペラ （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

合唱・管弦楽：レ・ボレアード（オリジナル楽器使用）

マリー・アントワネットの音楽教師でもあった作曲家グルックの名作! 
フランス・バロック・オペラのスペシャリスト、寺神戸亮&レ・ボレアードが挑む!

日本を代表するフォルテピアノ奏者・小倉貴久子による
ピアノの歴史を目と耳で親しめるコンサート!
ウィーン古典派&ロマン派の銘器ヴァルターとJ.B.シュトライヒャー、
パリの香りプレイエルで味わうピアノの名曲。
名テノール、ミュラーが歌うドイツ歌曲も必聴!

オルフェオとエウリディーチェ

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〜

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

7月12日(水)

一般発売
※ 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

♪名曲1〈精霊の踊り〉
フルート・ソロによる透明感のある美しい舞曲で、第2
幕、天国の野原で精霊たちが踊っている場面の音楽。
単独で演奏されることも多いクラシックの名曲です。

♪名曲2〈エウリディーチェを失って〉
一度聴いたら忘れられない優美なメロディ。明るい曲
調のなかに妻を失ったオルフェオの悲しみが表され
た名曲です。黄泉の国から妻を連れ帰るには、地上へ
着くまで決して後ろを歩く妻を振り返らない約束が、
不安に耐えきれず振り返ってしまい再び妻を失って
しまう――この物語の要のシーンで歌われます。

♪グルックの多彩なオーケストレーション
竪琴の名手オルフェオの物語に欠かせないバロック・
ハープの素敵なソロや、モーツァルト《ドン・ジョヴァ
ンニ》の地獄堕ちの音楽を彷彿とさせる劇的な音楽な
ど、聴きどころが盛りだくさん!

厳選 聴きどころはここ!

指揮
寺神戸 亮

オルフェオ
マティアス・ヴィダル

（テノール）

エウリディーチェ
ストゥキン・エルベルス

（ソプラノ）

アムール
鈴木美紀子
（ソプラノ）

Ⓒ Bruno Perroud Ⓒ Ernst Wawra Ⓒ 伊藤元彰

※写真は過去の公演です。

【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 第14番「月光」、モーツァルト：きらきら星変奏曲、 

シューマン：パピヨン（蝶々）、ショパン：ピアノ・ソナタ 第2番「葬送」 ほか

動物たちが力と知恵を振り絞り、ドキドキの運動会を繰り広げます!
サン=サーンスの名作《動物の謝肉祭》を中心に、子どもたちが大好きな童謡や、
お母さんお父さんにおなじみ、ZARDの《負けないで》など、
名曲の数々とともにお届けするゆかいなストーリー!
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。

芸大と
あそぼう
in

北とぴあ 動物たちの運動会 〜智
ち え く ら べ え と の あ ら そ い

慧比干支競走

大人も子どもも
大満足!

Ⓒ Eleanor Bentall

【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、東京滝野川少年少女合唱団 ほか
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