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定員 30名（先着順）

日時 8/17（土）10:00～12:00、14:00～16:30
8/24（土）14:00～16:30（2回連続講座）

講師 鈴木健介（セノグラファー／舞台美術家）

参加費 2,000円（高校生以下1,000円）＋材料費

舞台美術ワークショップ 舞台照明講座

舞台空間のデザインを行う舞台美術の仕事に触
れる！舞台美術家が、戯曲からどのようにデザイ
ンを組み立て、立体化していくのか。模型作りで
その過程を体験します。

定員 60名（先着順）

日時 9/17（火）・9/19（木）（2回連続講座）
19:00～21:00

講師 岩城 保（舞台照明家）

参加費 2,000円（高校生以下1,000円）

北とぴあ内の劇場で、実際に照明機材を使って体
感しながら学びます。初心者にわかりやすく、経
験者にもためになる。参加者が見て一緒に考える
講座です。

大衆演劇ワークショップ

定員 30名（先着順）
お披露目公演 10/9（水）19:00（予定）

日時 9/11（水）・18（水）・25（水）（3回連続講座）
19:00～21:00

講師 響 彬斗（響ファミリー座長）

参加費 4,000円※他、足袋、扇等の実費負担あり。

実演を交えたレクチャーと所作や舞踊の稽古、さ
らには大衆演劇のメイクまで体験できる！盛り
沢山な内容で大衆演劇の魅力に迫ります。

「老いと演劇」のワークショップ

定員 25名（先着順）

日時 10/13（日）13:00～16:30
カナリアホール

講師 菅原直樹（劇作家、演出家、俳優、介護福祉士）

参加費 一般3,000円／北区民2,000円

－老人介護の現場に演劇の知恵を、演劇の現場に
老人介護の深みを－認知症ケアに演劇的手法を
取り入れたワークショップです。

夏休みに開催！ 北とぴあ演劇祭20回記念企画！

●北とぴあ演劇祭2019・・・1面、4面
●北とぴあ国際音楽祭2019  2-3面
●北区文化芸術祭in北とぴあ・・4面

問い合わせ：北区文化振興財団 
203-5390-1221(平日9:00～17:00)
詳細は演劇祭公式HPをご覧ください。
http://www.hokutopiaengekisai.com/
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ワークショップ・
講座受講者募集

◎電話：北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）
◎窓口：北とぴあ１階チケット売場
◎インターネット：http://www.hokutopiaengekisai.com/

申込方法
会期 9/7㊏～10/14㊊㊗

会期 9/7㊏～10/14㊊㊗ 祝・20回記念！今年は過去最多、36劇団が
１ヶ月に渡り熱戦を繰り広げます！いつもよりバージョンアップして開催♪

オープニングイベント 9/7（土）17:00開演 つつじホール 入場無料
全参加劇団が様々なパフォーマンスでPR合戦。まずはここで、気になる劇団をチェック！！

子どもの頃から北区に住んでい
ながら、演劇祭を初めて知ったの
は去年でした。関わってみると、な
んとびっくり！こんなに演劇好きの
方 が々いるとは！しかもすごく楽し
そうなんですよね。普段、小劇場
等で公演をすると、どうしても自分
（達）とお客さんという関係性にと
どまってしまうなあと感じていたの
ですが、この演劇祭は、演劇が“文
化”として根付く要素があるので
はないかと期待しております。ま
あ、堅苦しいことはさておき、ぜひ
一度、演劇祭に足をお運びを！

「演劇×教育で、埋もれた声を聴く力に」
髙瀬大貴

ゼロから演劇を知れると言うの
が、一番の魅力だと思います。経
験や才能が伴う場所に興味だけ
で立てるものではない。演劇祭は
その興味から入れる場所なんで
すよね。中学生の時、舞台に対し
て「学芸会の延長」という気持ち
しか無かった僕も、「舞台は自己満
足の為のものではない」という事
を学びました。「誰かを楽しませる
にはどうすればいいか」そう考え
る事を学ばせてくれた場所だと、
僕は思っています。

「特技は変身！夢はヒーロー！」
渡邉タケシ

市民のための北とぴあ演劇祭の季節到来！参加劇団は過去
最多36団体。学生・社会人の個性的な老若男女が、この秋、
しのぎを削り本番に挑む。観劇料も無料から千円。演劇なん
て観たことない、知らないと言う方も…気軽に個人で参加で
きる魅力的なワークショップも目白押し！
(私は大衆演劇WS担当・笑)どれを観た
らと迷っている貴方…オープ二ングイベ
ント必見！！無料で参加劇団の様々な
パフォーマンスPR合戦が
ご覧になれます。
9/7(土)17:00～
つつじホール。
楽しい事、間違いなし！！

「演劇祭の笑袋」

宣伝担当
永遠の28歳レイコ

北とぴあ演劇祭
マスコットキャラクター
「スタっちょ」

8/15(木)申込受付開始
※舞台美術WSは7/5(金)申込開始

北とぴあ演劇祭実行委員よる

北とぴあ演劇祭の魅力はココだ！
今年は、若手イケメン実行委員と名物宣伝担当が語ります！

北とぴあ演劇祭は市民が有志で集まった実行委員会が企画・運営しています。

老若男女、様々な個性が舞台を彩る１ヶ月！
9/14 (土)
19:00

演劇集団おもちゃばこ
                                        500円
チョコレイト☆HOLIC
500円 中高生300円 小学生以下無料
劇団　橙
                                     1,000円
猿-creative studio-
                                     1,000円
劇団YAKAN
1,000円 高校生以下500円(学生証提示)
劇団　ユメクイ
1,000円 大学生以下500円(学生証提示)
劇団「はなまる」
                                    入場無料
劇団　天然石
                                     1,000円
お転婆ァ団
                                     1,000円
劇団　櫻餅
                                     1,000円
とうきょう花菜
          1,000円 高校生以下500円
きたく子ども劇場演劇部　AＢＯ
               500円 4歳～中学生300円
アフター☆８
                                     1,000円
SEIL'S academy
                                     1,000円
演劇集団　ななつぼし
                                    入場無料
aHSネオドリームファクトリー
                                     1,000円
北区AKT STAGE 演劇部
               600円 高校生以下無料

タイトル未定
北区十条を拠点に活動しているエンタメ集団です。

「英雄伝・ジャスティスハート3」
演劇祭でヒーローショー！ペガサスホールで僕と握手！！

「ゼツメツ少年」
文学座附属演劇研究所の同期を中心に結成

タイトル未定
スタイリッシュなド派手エンタメをお送りします＊

「となりにいるのは、ダレがいい？」
ハイスピード、ハイテンションなメランコリックコント劇をお届け！

「グレースケール」
和気藹 と々活動してる総勢13人の学生団体です！

「ある夜、ある町、あるラブソング」
あなたの心が温かくなる不思議な曲をどうぞ！

タイトル未定
３度目の参加をさせていただきます！今年はオムニバスに挑戦！

「今日はメーデーなのだから」
結成５年。続けることに意義がある、よいしょ～

「サマーメモリー」
有るようで無かった、あの暑い日の想い出を

「やさしみ」
貴方と誰かの心に寄り添うバナナ芝居

「パイレーツ・オブ・花山田小学校」
演劇playは遊びplay、本気で遊びます！

「ぼくの、おばさん」
その年のメンバーで作品を選ぶので、毎年カラーが違う！

「彼岸花の咲く家」
同じ演技メソッドを学んでいる仲間です！

「踊るバルタン星人（仮）」
ある大学の一室で起こる平凡な非日常をお届けします！

「艶筆[えんぴつ](仮）」
殺陣満載の時代劇です。是非ご来場下さい。

第九期生発表会公演
一年間の成果を出せるように頑張ります！

9/15 (日)
13:00
9/15 (日)
18:30
9/15 (日)
未定

9/21 (土)
18:00
9/22 (日)
13:00
9/22 (日)
15:00

9/23 (月・祝)
16:00
10/3 (木)
19:30
10/5 (土)
14:00
10/8 (火)
19:00

10/11 (金)
19:00

10/12 (土)
19:00

10/12 (土)
19:00

10/13 (日)
12:30

10/13 (日)
19:00

10/14(月・祝)
15:30/18:00

ペガサス

ペガサス

ペガサス

つつじ

つつじ

ペガサス

つつじ

ペガサス

ペガサス

ペガサス

ペガサス

ペガサス

つつじ

ペガサス

ペガサス

つつじ

ペガサス

今年は区外からも参戦！新風を吹き込むか、初参加劇団！
9/16 (月)
18:30

マイストーリー☆R
                                        500円
劇団　Regenleck
                                    入場無料
劇団　笑い種
500円 高校生以下無料(学生証提示)
特定非営利活動法人 種のアトリエ
         1,000円　未就学児 500円
やまとことば（鈴木トシアキプロデュース）
                                     1,000円
演劇ユニット　けらほろりっく
                                        500円
セカンドプレイス委員会
1,000円 高校生以下500円(学生証提示)
プリズム
             1,000円　未就学児無料

「Rの物語」
脚本WS出身者達が、成長して帰ってきました！

「ヒメゴト」
1階で雨漏りの如く奇想天外な舞台をお届けします。

「クイニーアマンは悪魔の食べ物」
読み方は、「げきだんわらいぐさ」です。

光と影のパペットシアター「どこにもない国の物語」
子どもから大人まで皆が楽しめる作品です！

タイトル未定
スピード感のある作品をお楽しみに！

タイトル未定
女５男１で繰り広げるオトナな(？)世界へようこそ！

｢チェンジ・ザ・ワールド｣
実家のような安心感でお楽しみいただける劇をお届けします。

「優しくなりたい」
即興劇や台本芝居で活動中！！

9/21 (土)
12:00
9/21 (土)
19:00

9/23 (月・祝)
14:00
9/28 (土)
18:30
9/29 (日)
19:00
10/6 (日)
18:30

10/13 (日)
19:00

ペガサス

ペガサス

ペガサス

つつじ

ペガサス

ペガサス

ペガサス

ペガサス

来年はアナタの番かも、演劇祭オリジナル企画公演！
9/28 (土)
12:00

北区・演技塾
                                    入場無料
中高生劇団＠ゆるやかな赤
                                        500円
ダンス＆アクションワークショップ
                                    入場無料
大衆演劇ワークショップ
                                        500円
脚本ワークショップ
                                    入場無料

「発表会」
今年はどんな個性に出会えるか。

「羊の宇宙」
今年も集まったJK達が一生懸命演じます！

「発表会」
ダンスとアクションのコラボレーション！

「お披露目公演」
熱気と歓声と笑い声の絶えないオリジナルショー♪

「リーディング発表会」
池亀三太氏演出によるリーディング発表会

9/29 (日)
13:00
10/6 (日)
13:00
10/9 (水)
19:00

10/14(月・祝)
13:00

ペガサス

ペガサス

ペガサス

ペガサス

カナリア

9/16 (月・祝)
13:00

順天学園演劇部
                                    入場無料
都立飛鳥高等学校演劇部
                                    入場無料
都立王子総合高等学校演劇部
                                    入場無料
桜丘中学高等学校演劇部
                                    入場無料
女子聖学院高等学校演劇部
                                    入場無料
都立赤羽商業高等学校演劇部
                                    入場無料

タイトル未定
順天学園の演劇部です。よろしくお願いします。

タイトル未定

タイトル未定
王総演劇部、いいよ、こいよ。

タイトル未定
演劇祭に参加するのは初めてですが、御客様を楽しませることを第1に頑張ります！

タイトル未定
今年はコメディーに挑戦します。笑って笑ってみんなハッピー！

「穴！！」
赤商演劇部、最後の４人で成功させます！

9/18 (水)
18:00
9/22 (日)
17:30
9/24 (火)
18:00
9/30 (月)
19:00

10/12 (土)
13:00

ペガサス

ペガサス

ペガサス

ペガサス

ペガサス

ペガサス

日頃の部活動で鍛えた成果を披露、学校演劇部！

演劇って意外とアリかも。そう思った
のは初めて演劇と出会った高校2年
生の秋。学校の行事で何気なく観
に行った演劇に、僕はココロを奪わ
れました。それから約10年。今も変
わらず僕は演劇に取り憑かれていま
す。俳優として、裏方として…様 な々
形で演劇に携わっているうちに、”北
とぴあ演劇祭”に辿り着きました。こ
の演劇祭では子供から大人まで、一
般市民の方からプロを目指している
方まで、様 な々個性豊かなヒトたち
が舞台で生きています。ぜひ皆さん
もココロを奪われに来て下さい。

「鋭い目つきのはんなり男子」
柴田貴槻
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秋の文化芸術祭が始まります。是非、ご参加ください。

今年も、皆さんのご参加や作品の出品をお待ちしております。日ごろの成果を思う存分発揮してください！10/27（日）～12/1（日）
北区文化芸術祭in 北とぴあ 作品・参加募集！

茶華道展〈華道〉 行　事　名

謡曲大会

日本舞踊大会

美術展 ★

民踊舞踊大会 ★

珠算競技大会 ★

俳句大会 ★

吟剣詩舞大会

茶華道展 ★

合唱祭

将棋大会 ★

陶芸展 ★

バレエ＆モダンダンス

囲碁大会 ★

美術手工芸展

１０/２７（日）

１０/２７（日）

１０/３０（水）
～１１/３（日･祝）

１１/３（日･祝）

１１/３（日･祝）

１１/３（日･祝）

１１/３（日･祝）

１１/９（土）・
１０（日）

１１/１０（日） 

１１/１７（日）

１１/２１（木）～
１１/２４（日）

１１/２４（日）

１１/２４（日）

１１/２９（金）～   
１２/ １（日）

１０：３０～１７：００
（１０：１５開場）

１２：００～１８：００
（１１：３０開場）

１０：００～１８：３０
（最終日１７：００まで）

１０：３０～１７：００
（１０：００開場）

９：３０～１４：００

１３：００～１６：4０
(１２：００開場）

９：３０～１6：3０
（９：００開場）

(華)１０：００～１７：００
（最終日16：３０まで）　
(茶) １０：００～１６：００
（受付：各日１５：３０まで）

１１：３０～１８：００
（１１：１５開場）

１０：００～１７：００
（９：２０開場）

１０：００～１８：００
（最終日は１７：００まで）

１６：００～２０：００
（１５：３０開場）

10：００～１７：３０
（９：００開場）

１０：００～１８：００
（最終日１７：００まで）

北区謡曲連合会(松澤)
2０３-３９６６-０８０４

北区日本舞踊連盟(松島)
2０３-３９１０-８８５８

北区美術会(﨤町)
2０３-３９０９-０６２１

（公財）北区文化振興財団
2０３-６３３８-５７１１

北区珠算教育連盟（田口孟則）
2０３-３９０９-１４０５

北区俳句連盟(小笠原)
2０３-３９０９-０８４２
当日のみ見学５００円

北区吟剣詩舞道連盟（髙橋)
2０３-３９００-２４０７

北区茶華道連盟(鈴木)
2０３-３９０９-７２０１
（茶）当日お茶券必要
(２,０００円)
　

北区合唱連盟(安藤)
2０90-4379-9417

日本将棋連盟北支部(清水)　
2０３-３９１７-０５７６

北区陶芸会(近藤)
2０３-３９４９-６０９１

東京都北区洋舞家協会(笠原)
2０３-３９０２-２９００

囲碁を楽しむ会(三浦)
2０90-8330-9358

北区美術手工芸連盟 (辻村)
2０３-５９７４-８９５１

つつじホール

さくらホール

地下１階
展示ホール

さくらホール

13階
飛鳥ホール

7階
第２研修室

つつじホール

（華）地下１階
展示ホール
（茶）9階
茶室、和室

さくらホール

13階
飛鳥ホール

地下１階
展示ホール

さくらホール

13階
飛鳥ホール

地下１階
展示ホール

開　催　日 開　催　時　間 会　場 事務局（担当）

申込方法 はがきにて応募。
詳しくは茶華道展事務局へ

必要事項 氏名（あれば雅号・流派）・
住所・電話番号・作品幅・
奥行・高さを記入

申込〆切 11/1(金)

対　　象 区内住在、在勤、
在学の方

費　　用 3,000円

事 務 局 北区茶華道連盟
（鈴木）
203-3909-7201

陶芸展
申込方法 指定申込用紙あり。

詳しくは陶芸展事務局へ

★・・参加者募集　※開催・終了時間が変更になる場合がございます。
主催 ： 北区文化芸術祭事務局　北区文化振興財団　2０３-６３３８-５７１１（月曜除く 9:00～17:00）
共催 ： 東京都北区　後援 ： 北区教育委員会
※各催し物の詳細は、各事務局にお問い合わせください。

申込〆切 11/15(金)
当日消印有効

対　　象 区内で陶芸活動を
している方

費　　用 3,500円
(福祉団体は無料)

事 務 局 北区陶芸会(近藤)
203-39４9-６０９１

たけのり

会期

美術展
申込方法 指定申込用紙

あり。詳しくは
美術展事務局へ

搬 入 日 １０/２８（月）
事 務 局 北区美術会(﨤町)

203-3909-0621

★ ★

俳句大会
申込方法 指定申込用紙あり。

詳しくは俳句大会事務局へ

申込〆切 一般８/２３（金）、
子ども９/6（金）
いずれも
当日消印有効

対　　象 区内在住・在勤・在学の方
投　　句 四季自由　未発表作品

一般の部  二句一組（三組まで）
子どもの部（小･中学生）  二句まで

講　　師 大竹 多可志 先生（かびれ主宰）
費　　用 1組につき1,000円

（子どもの部は無料）

事 務 局 北区俳句連盟
(小笠原)
203-390９-0842

★

囲碁大会
申込方法 ふれあい館（赤羽北、稲付、東十条、

志茂、神谷、島下）内の囲碁同好会
活動時に参加費を添えて申し込み
詳しくは囲碁大会事務局へ

その他 クラス分けは事務局にて行います

対　　象 区内在住・在勤・在学の方
定　　員 144名（先着順）
費　　用 大人1,000円　高校生まで500円

事 務 局 囲碁を楽しむ会（三浦）
2090-8330-9358

申込期間 10/1（火）～11/10（日）
対戦方法クラス分けによるハンデ戦

★

★

民踊舞踊大会
申込方法 指定申込用紙を郵送またはFAX

にて申込。

申込〆切８/9(金)
１７:00まで（必着）

対　　象 日頃から練習を行っていて、区内
在住・在勤、または北区の教室で
習っている方中心に構成された
団体。２人以上の踊りで、５分以内。
※出演の順番は抽選会にて決定
８/2４（土）１０:00から
北とぴあ第１研修室（７階）にて

定　　員 100組（申込多数
の場合は抽選）

費　　用２,000円
（１団体１曲まで）

事 務 局 北区文化振興財団
民踊舞踊係
203-6338-5711
FAX03-3913-8364
〒114-0003 北区豊島5-3-13 
北区文化振興財団 民謡舞踊係

★

珠算競技大会
申込方法 指定申込用紙あり。

詳しくは珠算競技大会事務局へ       

申込〆切 9/15(日)～27(金)必着

対　　象 区内在住・在勤・在学・在園の方
競技種目 総合競技、読上暗算、読上算

(各部ごとに競い合い、得点で順位を
決定し表彰)

競技種目 ①幼児・小学1.２年生の部
(9.10級程度)
②小学3.4年生の部(7級程度)
③小学5.6年生の部(5級程度)
④中学生･高校生･
一般の部(3級程度)

定　　員 160名(申し込み多数
の場合は抽選)

費　　用 1,500円

事 務 局 北区珠算教育連盟
(田口孟則たけのり)
203(3909)1405

★

将棋大会
申込方法 往復はがきで下記応募先

「将棋」係へ住所･氏名･年齢･
電話番号･希望クラスを記入

申込〆切 11/1(金)（当日消印有効）

ク ラ ス 名人クラス(2段以上)
Ａクラス(初段～ 2級)
Ｂクラス(3 ～ 6級)
入門クラス(7級以下)

費　　用 一般 1,200円、小･中学生･
障害のある方･女性の方 600円

事 務 局 日本将棋連盟北支部
(清水)
203-3917-0576

申 込 先 〒114-0003 北区豊島5-3-13 
北区文化振興財団「将棋」係

★

私たち飛鳥高校演劇部は和気あいあいとした雰囲
気で活動しています。今年は去年の飛鳥高校演劇
部を超える演劇をしますので、よろしくお願いします！

人形劇団ひとみ座「はれときどきぶた」  
9/15（日）11:30/15:00 ・ 9/16（月・祝）11:00　北とぴあ14階 スカイホール　自由席　3,800円

8/15(木)発売開始

はじめてのおしばい「ぐるぐる」
10/20（日）11:00  北とぴあ14階 スカイホール　自由席  2,000円（親子ペア）  追加は1名につき1,000円

東京芸術座「未来」9/21（土）19:00開演  北とぴあ さくらホール　指定席  3,800円

主催・問い合わせ：きたく子ども劇場　203-3919-2990
チケットはきたく子ども劇場、または、北とぴあ１階チケット売場で購入いただけます。
※北区民割引あり。取り扱いは北とぴあ1階チケット売場のみ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
関連公演

※４才以上有料、３才以下はお問合せください

※未就学児入場不可

１・２・３才児のためのフィーリングパフォーマンス。
※お子様は1才～3才限定

発行：北区文化振興財団 203-5390-1221

チケット販売 ●北とぴあ１階チケット売場（窓口のみ）
※または各劇団にお問い合わせください。各劇団の問い合わせ先は演劇祭公式HPをご覧ください。
※ペガサス：15階 ペガサスホール／つつじ：つつじホール／カナリア：14階 カナリアホール
※入場無料の公演は当日直接会場にお越しください。

公演プログラム　8/15（木）発売開始

ほかにも、
今年は北とぴあ演劇祭

２０回を記念した企画を実施スルっちょ！
詳細は４面、または

北とぴあ演劇祭公式サイトを
チェックシテっちょ！


