
北区民割引
取り扱い

北区民割引
取り扱い

ほくとぴあチケットオンライン（ほくチケ）
◆https://p-ticket.jp/kitabunkaほ

北とぴあ1階チケット売場 ◆窓口のみ 10:00～20:00
※臨時休館日は10:00～18:00  ※年末年始・全館休館日は休業

チケットぴあ ◆https://t.pia.jp/ ◆電話予約 20570-02-9999  
◆チケットぴあ店舗、セブン-イレブン  ※予約にはPコードが必要です。

e+（イープラス） ◆https://eplus.jp　◆ファミリーマート

チケットのお求め〔発売初日は10:00～〕

北区民割引                       北区にお住まいの方は、割引価格で購入できます（お一人様4枚まで）。
【ほくとぴあチケットオンライン】要事前登録 
【北とぴあ1階チケット売場】北区在住を確認できるもの（免許証、保険証など）をご提示ください。

ほくとぴあメンバーズ  ほくとぴあメンバーズ特典をご利用になれます。

託児サービス  公演1週間前（土・日・祝日の場合はその前営業日）までにご予約ください。
受付：（株）マザーズ20120-788-222（平日10:00～12:00、13:00～17:00）

車椅子利用可                                   車椅子のままご鑑賞いただける公演です。

数字はその年齢以上からご入場いただける表示です。

掲載マークの見方

発行：公益財団法人北区文化振興財団　
〒114-8503  北区王子1-11-1 北とぴあ内
TEL／03-5390-1221  FAX／03-5390-1147   
発行部数：120,000部　7月25日発行

          公演情報
 ツイートしてます
          @kcf_info

北区文化振興財団
ホームページ
https://kitabunka.or.jp/　  
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発売中! 0

北とぴあ さくらホール

ほくとぴあ亭千円落語 11 回月の

～次代を築く
     落語家の妙技～

誰でも気軽に落語デビュー！旬な若手の噺に大笑い間違いなし♪

6
全席自由             一般1,000円  　 900円  

日11/1
【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

 ほ
北とぴあ15階 ペガサスホール

9/4㊎一般発売

全席指定　　　        Pコード：645-041　一般 2,800円        2,400円
※２歳以下は保護者の膝上鑑賞に限り無料。お席が必要な場合はチケットをお求め下さい。
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17：00）

 
土8/22 13：00開演／15：00開演

ほ

きかんしゃトーマス
ソドー島のたからもの

ファミリーミュージカル ０～２歳は
膝上鑑賞無料

映像も駆使した
オリジナルストーリー

楽しい歌と
元気な踊りがいっぱい！

           大人気ミュージカルが北とぴあにやっ
てくる！

                     ６年間で４０万人以上を動員

オトナの寄り道 vol.2

情熱がとまらない！クラシックからロックまで
モルゴーアの世界をご堪能あれ！

モルゴーア・クァルテット
音への飽くなき探求

曲目 ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第11番 ヘ短調 作品95「セリオーソ」
ショスタコーヴィチ：弦楽四重奏曲 第8番 ハ短調 作品110
キング・クリムゾン：レッド
ピンク・フロイド：原子心母
メタリカ：メタルマスター　

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

  

木9/17 19：00開演
全席指定             一般3,500円              3,000円　U-25  1,700円  ほ

北とぴあ つつじホール 発売中!

荒井英治
第1ヴァイオリン
（元東京フィル
ハーモニー交響楽団
ソロ・コンサート
マスター）

戸澤哲夫
第2ヴァイオリン

（東京シティ・フィル
ハーモニック管弦楽団

コンサート
マスター）

小野富士
ヴィオラ

（元NHK交響楽団
次席ヴィオラ
奏者）

藤森亮一
チェロ

（NHK交響楽団
首席チェロ
奏者）

「さがみはら若手落語家選手権」「NHK新人落語大賞」とならび“3大若手落語家コンクール”とも称される、
歴史と伝統ある競演会！数々の受賞者を送り出した名伯楽・一朝師匠をゲストに迎え、
会場のお客様の審査のもと6名の落語家がしのぎを削ります。

米粒写経
サンキュータツオ（左）
居島一平（右）

司会

第31回 北とぴあ若手落語家競演会

6【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17：00）
全席指定　　　　    Pコード：502-015　一般2,800円 　  2,500円
9/27 14：00開演日

ほ
北とぴあ つつじホール 発売中!
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●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：
8/3・11・12・17・24・31
9/7・14・22～30

田端
文士村
記念館

〒114-0014
北区田端6－1－2

9/20 日 13：00開演（12：30開場）

        野球、水泳、テニスなど、田端ゆかりの作家たちを夢中に
させたスポーツ。運動する姿に見え隠れする、文士や芸術家の
意外な一面をご紹介します。

往復はがきで8/31（月）まで。（定員80名）申込

内容

内容

芥川龍之介ゆかりの雑誌
～『新思潮』から『驢馬』まで～
10/18 日 13：00開演（12：30開場）

往復はがきで9/28（月）まで。（定員80名）申込

芥川龍之介

©国立国会図書館

宛先 〒114-0014北区田端6-1-2田端文士村記念館E係
【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　 
【返信用表面】 応募者の住所・氏名

ひととき散歩は事前申込制。１通につき１名（同居家族に限り2名まで可。）

クイズの
続きは
こちら

芥川龍之介や田端文士村に詳しくなれる、当館公式の子ども検定で
す。参加者には５０名に記念グッズ（抽選）、80点以上の方には認定証
を贈呈します。おうちで芥川の検定に挑戦しよう！

当館ホームページにアクセス ※パソコン・スマートフォン等を
お持ちでない場合は左記へお問い合わせください。

参加するには

対象年齢 小学３年生～中学３年生 
※パソコンなどの操作は親子で行うことを推奨します。

入場料・参加費無料
@bunshimura

        『新思潮』をはじめ、『赤い鳥』、『文藝春秋』、『驢馬』な
ど、芥川龍之介とゆかりのある雑誌についてご紹介します。
（※10月開催の展覧会に関連する内容となります。）

正岡子規の野球ユニフォーム姿

田端ひととき散歩

※休館日を除く

内容        河童忌復活第4弾‼芥川龍之介の忌日＝「河童忌」の歴史を紐解くと、当初は
没後に毎年開催されていた“偲ぶ会”を指していました。この会には記念帖が用意さ
れ、出席者が生前の芥川に想いを馳せて、俳句や画をしたためています。そこで今
年は8人の現代作家たちが「芥川龍之介」をテーマに詩や短歌、俳句などの作品を
創作しました。ここでしか見られない、貴重な直筆が楽しめると共に、「河童忌」の歴
史を識って、皆さんもぜひ、偲ぶ気持ちを詩歌で表現してみてはいかがでしょうか。

ここでしか
見られない、
人気作家たちの
貴重な直筆 ! !

河童忌特別企画展

河童忌記念帖2020 in田端
～現代作家が芥川龍之介を詠む～

月・祝9/21開催中～

出品作家（五十音順）

●さくらホール
   （大ホール）
●つつじホール
   （小ホール）

■赤羽会館　赤羽南 1-13-1
203-3901-8121

■滝野川会館　西ヶ原 1-23-3
203-3910-1651

■田端文士村記念館　田端6-1-2
203-5685-5171

■北とぴあ　王子 1-11-1
203-5390-1100

■            ココキタ　北区豊島 5-3-13
203-3913-8363

■JR赤羽駅 
　より 徒歩5分
■南北線
　赤羽岩淵駅 
　より 徒歩10分

■JR上中里駅より 
　徒歩7分
■JR駒込駅東口より 
　徒歩10分
■南北線西ケ原駅より
　徒歩7分
■北区コミュニティバス
　王子・駒込ルート停留所⑪・⑰
　田端循環ルート停留所⑪
　各停留所より徒歩1分

■JR田端駅北口より 
　徒歩2分
■北区
　コミュニティバス
　田端循環ルート
　停留所⑥すぐ

■JR・南北線王子駅より 
　徒歩20分
■南北線王子神谷駅より 
　徒歩17分
■都電荒川線王子駅前より
　徒歩21分
■都バス「豊島五丁目団地行・
　宮城循環・西新井駅行」
　豊島五丁目団地下車 徒歩3分 
　豊島六丁目下車 徒歩3分 

■JR王子駅より 徒歩2分
■都電荒川線王子駅前より 
　徒歩4分
■南北線王子駅 5番出口より
　直結
■北区コミュニティバス
　王子・駒込ルート停留所①
　より 徒歩1分

information 北とぴあ国際音楽祭2020古楽から現代までのクラシックと、世界の伝統音楽の祭典

　  【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00） その他の公演は次号でご紹介します。

演奏東京芸術大学学生＆卒業生有志オーケストラ
予定曲 ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」、交響曲第6番「田園」より抜粋 ほか

出演桃太郎・語り手：瀧本真己（ソプラノ）
ももたろうJr.：ゆーゆ（歌）、鬼瓦源平：斎藤志郎 ほか

※写真は過去の公演です。

０～２歳は
膝上鑑賞無料

フランス・バロック・オペラの最高峰を
日本で初めて全編本格上演!

バロックダンスのスペシャリストがこの傑作に魔法をかける!
楽しいオリジナルストーリーをオーケストラの

演奏と合唱でお贈りします。大人も子どもも楽しめる！
０歳から入場できるクラシックコンサート♪

アロント／アルテミドール：山本悠尋（バリトン）
デンマークの騎士：谷口洋介（テノール）
幸運な恋人：中嶋克彦（テノール）ほか　
合唱・管弦楽：レ・ボレアード

叡智／シドニー
波多野睦美

（メゾソプラノ）

栄光／フェニス
湯川亜也子

（メゾソプラノ）

イドラオ／ウバルド
ジョアウ・フェルナンデス

（バス）

ルノー
アンデス・J・ダーリン
（テノール）

アルミード
クレール・ルフィリアートル

（ソプラノ）

指揮
ヴァイオリン
寺神戸 亮

ももたろうの
芸大とあそぼうin北とぴあ
～三太郎リターンズ～

鬼退治お
に

た
い

じ

リュリ作曲 オペラ

［セミ・ステージ形式／フランス語上演／日本語字幕付］

アルミード

0
※2歳以下は保護者の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。

11/7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：184-429
１階席:2,000円              1,500円   
2階席:1,500円              1,000円

 
 北区民は

500円お得!!

演出・振付
バロックダンス

ピエール=フランソワ・ドレ

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。

6

  

金11/20 18：00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             割引なし　 U-25  1,500円  

 
 

全席指定 　　            Pコード：184-867         イープラスほ

 
 
 

 

日11/22 14：00開演
SS席:9,000円             8,000円  U-25  4,500円
 S席:7,000円             6,000円  U-25  3,500円
 A席:4,000円             割引なし　 U-25  2,000円

平日は1,000円お得!! 北区民はさらにお得!!

北とぴあ
さくらホール

北とぴあ
さくらホール

スポーツをする
文士芸術家たち
～意外な運動神経とは～

俳人・長嶋 有

俳人・堀本裕樹

詩人・蜂飼 耳

歌人・枡野浩一

俳人・小澤 實

歌人・穂村 弘詩人・日和聡子歌人・東 直子

©松山市立子規記念博物館

8/30開催中～ 日

発売日延期のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当初発表していた《アルミ―ド》と「芸大とあそ
ぼうin北とぴあ」の北区民先行発売日・一般発売日を8月中旬以降に延期させていただきます。
新しい発売日は決定次第、北区文化振興財団のホームページにてお知らせします。

Q：龍之介の苦手な動物は
      何でしょうか？

❶ ゾウ   ❷ ナマケモノ　
❸ 犬       ❹ ハムスター
　　　   子どものころ、
おいかけられたんだって。
ヒント：

フランス・バロック・オペラのスペシャリストが集う！
　リュリのオペラに欠かせないもの、そ
れはバロックダンス（バレエ）です。今回、
フランスからピエール=フランソワ・ドレさ
んをお招きし、バロックダンスの振付、踊
り、そして全体の演出まで担当していた
だきます。ドレさんはリュリをはじめフラ
ンス・バロック・オペラの上演に数多く携
わってきたバロックダンスのスペシャリス
ト。バロックダンスが入ることでリュリの
世界観にぐっと近づけます。《アルミード》
には第５幕〈パッサカリア〉というリュリの
舞曲のなかでもとりわけ有名な作品が

含まれており、鍵盤楽器のために編曲さ
れるなど、当時とても人気がありました。
　主役のアルミードを歌うのはソプラノ
のクレール・ルフィリアートル。フランス
の古楽グループ「ル・ポエム・アルモニー
ク」を創設時から支える看板歌手とし
て、日本でも人気の歌手です。リュリの
時代の言葉と音楽に対する深い知識を
持つスペシャリストです。装飾を巧みに
操り、類まれな表現力と説得力のある歌
を持ち味とする彼女が、日本のオペラの
舞台で歌う貴重な機会です！
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北とぴあ若手落語家競演会
【開演】14:00　全席指定 2,800円　 ※詳しくは1面
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

つ
つ
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9
月

人形劇団プーク『エルマーのぼうけん』
【開演】15:00　全席指定3,800円　北区民3,400円
問きたく子ども劇場 203-3919-2990（平日10:00～18:00）
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●エンジョイ北区は奇数月の25日に新聞折込をしています。また、北とぴあをはじめとした北区内の公共施設、広報スタンド、協力店などに設置しています。

2

8,9月の催し物 Event Information in August & September

北区の小中学校スクールバンド・吹奏楽部と、東京藝大附属音楽高校のコンサート。
エネルギッシュな演奏をたっぷりお楽しみください。

出演 北区立西浮間小学校スクールバンド、北区立王子桜中学校吹奏楽部、東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校
定員 65０名 料金 入場無料／全席自由／事前申込制

申込締切 10/１（木）必着 （申込多数の場合は抽選）
メール送信先 kcf_bunkasinkou@kitabunka.tokyo
宛先〒114-0003 北区豊島５－３－１３ ココキタ 「輝く☆未来の星コンサート」Ｅ係
※今後の状況により招待数が変更になる場合があります。

申込方法 往復はがきまたはＥメールに以下の必要事項を書いてご応募ください。
※１家族１通申込可。

第13回輝く☆未来の星コンサート
～藝高＆北区小中学校ジョイントコンサート～

メールでの
申し込みは
こちら

10/18 14：00開演             日 （     ）13:30
開場

【問い合わせ】北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜除く 9:00～17:00） 0
北とぴあ さくらホール

（共通）希望者全員の氏名、年齢、代表者の住所、電話番号
Ｅメール…件名を「10/18輝く未来の星Ｅ」としてください。
往復はがき…返信面に代表者住所、氏名を記入ください。

必要事項 650名様
無料ご招待
（事前申込制）

問い合わせ203-6338-5711（9：00～17：00）
kcf_bunkasinkou@kitabunka.tokyo
休館日：月曜日
（月曜日が休日の場合は直後の休日でない日）
https://kitabunka.or.jp/cocokita/  
〒114-0003 
北区豊島5-3-13
※アクセスは4面を
   ご覧ください。  

ココキタ 検索

東京都北区文化芸術活動拠点ココキタ

皆さんの文化芸術活動を
応援するココキタへ
ぜひ来てみてください。

ワンコインで子供から
高齢者までバランスのとれた
お食事をたのしく
おとどけします！！
※臨時休業の場合あり

制作：女子聖学院高等学校 美術部

日替わりランチ・・・・・￥５００
コーヒー付ランチ・・・￥６００
コーヒーお菓子付き ￥２００

※詳しい情報をご希望の方は、
　左記ホームページまたはココキタまで
　お問い合わせください。

カフェ スペース紹介
創作活動をしている方、ココキタのギャラリーで作品展を開催しませんか？
絵画・写真・彫刻・書道など、自由な発想でオープンスペースをご活用ください。

オープンギャラリー1・2 作品展示 大募集!!

　＊　＊　＊　＊　＊　＊　過去の展示例　＊　＊　＊　＊　＊　＊

オープンギャラリー1または2／利用料金／9：00～21：00

北区内の方500円　北区以外の方700円

3

写真 立体造形物

グラフィックデザイン、
工芸、版画など

おふくろの味で
楽しいランチと
コーヒータイム！

壁の一面には
巨大な黒板
アートも！

北区名誉区民である彫刻家、北村西望、
治禧親子が制作活動していた（仮称）彫
刻アトリエ館の見学会を行います。作品の
一部も公開！期間中いずれかの日程で講
師の方をお呼びしアトリエ館や北村西望、
治禧親子についてお話していただきます。

定員 各回1０名（事前申込制／申込順）※新型コロナウイルスの影響により、
人数を制限させていただく場合があります。

申込開始 ９/１（火）9:00
申込方法 電話またはEメール

※メールの件名は「アトリエ見学申込」としてお申し込みください。

（仮称）彫刻アトリエ館公開見学会

中卒で工場に勤めながら家の田畑を必死に
守ってきた杉田茂夫の密かな生きがいは、亡
き弟の家族を支えることだった。義理の妹、文
江、そして姪たち。それぞれが少しづつ、秘密
と後悔を抱えながらも平穏に暮らす杉田家
に、お彼岸のある日、小さな変化が起こる・・。

北とぴあ演劇祭実行委員会では、新型コロナウイルス感染症発生状況下において、ご来場いただく皆様、出演者、参加者、スタッフの
安全を第一に考えつつ開催の準備を進めております。下記の点にご留意のうえご応募ください。

9/28   ～10/4 各日①11：00～ ② 13：00～
※見学時間は1時間程度日月

【宛先・問い合わせ】北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜除く 9:00～17:00）

（仮称）彫刻アトリエ館
（西ケ原１丁目）

メールでの
申し込みはこちら

氏名、電話番号、希望日時必要事項
kcf_bunkasinkou@kitabunka.tokyo　メール送信先

会場

参加
無料

6【問い合わせ】演劇集団 円 プラスワン企画「初萩ノ花」 hatsuhagi2020@gmail.com
全席指定　　　一般5,000円       　  4,500円　U-25  3,500円
9/19   19：00開演・9/20   14：00開演土 日

ほ
北とぴあ つつじホール

8/11㊋一般発売
 

演劇集団 円 プラスワン企画  初萩ノ花
作・演出 内藤裕子 出 演 高林由紀子・山崎健二・谷川清美・馬渡亜樹・牛尾茉由・さとうゆい・諸岡貴人

第22回読売演劇大賞
優秀作品賞受賞、優秀主演女優賞（高林由紀子）受賞

第18回鶴屋南北戯曲賞ノミネート作品

【会場】北とぴあ つつじホール
【料金】全席指定　       一般3,500円    　　3,150円

【問い合わせ】ギタルラ社 203-3952-5515
オルケストル・アヴァン=ギャルド
orchestre.avantgarde@gmail.com

ピリオド楽器による
ベートーヴェンの「夜明け」～初期の室内楽　

ベートーヴェン、交響曲前夜。

ほ

6

 

11/14        14：00開演／18：00開演

【問い合わせ】ペルゴレージアンサンブル 
203-3949-7197（佐藤）
pergolesi.japantour@gmail.com

オランダ発！バロックの名曲を
女声２重唱とサックス４重奏で

11/13　   19：00開演
【会場】滝野川会館 大ホール
【料金】全席自由　       一般4,000円      3,600円 
                             ペア割7,000円      6,300円　
                         当日券4,500円　学生2,000円

【問い合わせ】
ソフィオ・アルモニコ 2044-411-3890

ルネサンスの宮廷舞踏が
優雅な笛の音と共に今よみがえる。

ソフィオ・アルモニコで彩る
ルネサンスの舞踏会

～ダンスの伝道師アルボー生誕500年記念～

ペルゴレージアンサンブル
スタバト・マーテル

～悲しみの聖母～

ほ

11/3 　　14：00開演／19：00開演

【出演】ルネサンス・フルート：前田りり子、菅きよみ ほか
リュート：佐藤亜紀子　打楽器：飯塚 直
ダンス：服部雅好、武田牧子、服部晴美 ほか
【曲目】アルボー「オルケゾグラフィ」、スザート「ダンスリー」
ネグリ、カローゾ等の舞踏指南書や舞曲集より様 な々ダンス

9/7㊊一般発売

※開場は
各30分前

【会場】北とぴあ つつじホール
【料金】全席指定　       一般2,500円    　　2,250円
学生（18歳以下）2,000円　当日券3,000円

ほ  

【出演】ソプラノ：ヴェンデリン・ファン・ハウテン
アルト：マリアンヌ・セレガー
ペルゴレージアンサンブル：佐藤尚美、佐藤友香、
ディルク・ホーフラント、エーフェ・ベニンク
【曲目】ペルゴレージ（ディルク・ホーフラント編曲）：
スタバト・マーテル（悲しみの聖母）

パイプオルガン演奏会［北とぴあ1階 区民プラザ］ 無 料

次回のパイプオルガン演奏会は10月以降に開催予定です。
詳細は次号のエンジョイ北区でお知らせします。

問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）
北とぴあ［さくらホール／つつじホール］ 

王子カルチャーロード・ギャラリー［王子駅北口ガード下］ 
問北区文化振興財団 203-5390-1223（平日9:00～17:00）

7/23（木・祝）▶8/3（月）
8/  6（木）▶8/17（月）
8/  6（木）▶8/17（月）
8/20（木）▶8/31（月）
8/20（木）▶8/31（月）
9/  3（木）▶9/14（月）
9/17（木）▶9/28（月）

はたらく消防の写生会（王子消防署）
たきさんすいぞくかん（たきさん幼稚園）
えんぴつ画（北芯会）
たのしいふくろようちえん（ふくろ幼稚園）
第３４回アイディア工夫展出品作品（北区青少年委員会）
絵画工房たゆたう展Ｖｏｌ．５（ピアネット北）
知ろう・つながろう「認知症」（健康福祉部長寿支援課）

赤羽ぎゃらりー遊［赤羽西1-35-8 レッドウィングビル1F 赤羽駅西口2分］ 
11:00～17:00 日曜、祝日休み 203-6454-3288（平日11:00～17:00）
https//galleryyou-akabane.com

7/28（火）▶8/2（日）11:00～17:00（最終日は16:00まで）
初夏のマルシェ
8/20（木）▶8/24（月）前半 11：00～17：00
8/26（水）▶8/30（日）後半 11：00～17：00（25日は入れ替えにつきお休み）
Quiltsっこクラブ「みんなでつなごうキルトのわ」
アーティフィシャルフラワーシンシア同時開催

マークの公演は、北とぴあ1階チケット売り場で取扱いがございます。なお販売状況・入場方法・開演時間等に変更がある場合もありますので、ご了承願います。この情報は6/29（月）現在の情報です。

2
㊐

8
月

柳家権太楼独演会
【開演】14:00　全席指定3,600円
問エイフル企画 203-6240-1052

つ
つ
じ

25
㊎

9
月

桃月庵白酒独演会
【開演】19:00　全席指定3,600円
問エイフル企画 203-6240-1052

つ
つ
じ

全館で戦争や平和に関する図書を集めた子ども向け「平和図書コー
ナー」を設けます。このほか、中央・滝野川・赤羽の３館では、一般向け
の「平和図書コーナー」も設け、区民の皆さまに平和について考える
きっかけにしていただきたいと思います。

第30回北区平和祈念週間の
イベントを一部紹介

会場：北とぴあ［展示ホール（地下１階）］　8/4（火）▶8/8（土）

●平和祈念展～語り継ぐ平和の願い～　●原爆と人間展
●子どもたちの共同作品展

平和展〈主な展示〉

平和祈念モニュメント

10:00～18:00（8/８は16:00まで） 問北区総務課総務係 203-3908-8623 

区民の皆さまのご協力で創られるモニュメントです。ご提供いただい
た折り鶴の一部を、広島・長崎へ贈ります。なお、折り鶴コーナーも設け
ますが、可能な限り自宅等で折っていただいたものをご持参ください。
会場：図書館［平和図書コーナー］7/31（金）▶8/31（月）※休館日を除く

赤羽北児童館「手を広げよう～平和を願って～」
志茂子ども交流館「みんなで手をつなごう～せかいじゅうの平和を祈って～」
栄町子どもセンター「RAIL☆TSUNAGU～平和な未来へつなぐ～」
浮間子ども・ティーンズセンター「つなげよう心の虹」
滝野川西児童館「しあわせへのロード」
豊島児童館「みんなでつくろう　地球でつながる平和の輪」
桐ケ丘児童館「平和のパレード」

22
㊏

8
月

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル ソドー島のたからもの
【開演】①13:00 ②15:00 全席指定 2,800円 北区民 2,400円 ※詳しくは1面
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

さ
く
ら

4
㊎

9
月

細川たかし芸道45周年記念  スペシャル歌謡ステージ
【開演】14:30　全席指定1階席6,500円　2階席4,000円　当日500円増
問エフ・エー・ブイ 203-3263-6612

さ
く
ら

7
㊊

9
月

バルカン室内管弦楽団東京公演2020
【開演】19:00　一般5,000円　高校生以下1,000円
問マーズカンパニー内バルカン室内管弦楽団事務局 203-5478-7000（平日10:00～18:00）

さ
く
ら

12
㊏

9
月

桂雀々のかかってこん会 vol.10
【開演】14:00　全席指定　3,000円　当日3,500円
問北都読売会 2070-6575-6102

つ
つ
じ

17
㊍

9
月

モルゴーア・クァルテット
【開演】19:00　全席指定 3,500円　北区民 3,000円　U-25 1,700円
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）  ※詳しくは1面

つ
つ
じ

つ
つ
じ

演劇集団 円 プラスワン企画『初萩ノ花』
【開演】19日19:00、20日14:00 全席指定 5,000円 北区民 4,500円 U-25 3,500円
※詳しくは2面 問演劇集団 円 プラスワン企画「初萩ノ花」 hatsuhagi2020@gmail.com

9
月

19㊏
●

20㊐

土

金

【問い合わせ】
Vocal Ensemble 歌譜喜 2080-6596-4746（佐藤）

人間の声が紡ぎ出す
オーロラのハーモニー

11/12　   19：00開演

Vocal Ensemble
歌譜喜 6th concert

【会場】北とぴあ つつじホール
【料金】全席指定　       一般4,000円    　　3,600円ほ  
【出演】Vocal Ensemble 歌譜喜（田村幸代、小林祐美、富本泰成
佐藤 拓、谷本喜基、松井永太郎）
【曲目】「北欧・バルト3国のアカペラ作品」
V.ネウガスィモフ「太陽が庭に現れた」※東京初演
H.ウーデゴール「おお大いなる神秘」
L.イェーカプソネ「ウナム・ウデーブ」
J.マンテュヤルヴィ「我が魂よ　主をほめよ」 ほか

木
火・祝

川口成彦
©Fumitaka Saito

参加公演

立体造形物

北とぴあ演劇祭2020
つつじ・ペガサス・カナリアホールなどで開催　※詳しくは2面
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

つ
つ
じ

19㊏
▼
18㊐

9月
10月

新型コロナウイルス感染拡大にともない、公演中止・延期や会期が
変更となる場合がございます。開催状況につきましては、事前に各
イベントの主催者にご確認ください。また、各施設も開館時間の変
更、臨時休館となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

北区文化振興財団が主催
事業として予定していた右
記の公演は、新型コロナウ
イルス感染拡大予防のため
中止となりました。また、この
他の公演も変更となる場合
がございますので、各問い合
わせ先にご確認ください。

【中止】松竹大歌舞伎（8/31）
【中止】歌舞伎はじめて講座（8/16）
【中止】北区第九演奏会（12/12）
※代替公演として『ロマンティック・イタリー・イタリー！
　～オーケストラと歌の饗宴～』を開催します。
　詳細は次号のエンジョイ北区でお知らせします。

北とぴあ演劇祭2020ワークショップ・講座参加者募集開始！

●今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況によりワークショップ・講座を中止する場合があります。開催の可否の決定は概ね各開催日初日の10日前頃を予定しています。
●ワークショップ・講座実施の際は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策へのご協力をお願いします。詳細は北とぴあ演劇祭ホームページなどでご案内いたします。

脚本ワークショップ
【ワークショップ日時】9/2（水）～10/7（水）毎週水曜日（全6回）19:00～21:00
【講師】吉田貴秀（構成作家・脚本家・演出家）
【会場】北とぴあ内会議室
【リーディング発表会】10/18（日）カナリアホール
【定員】20名（中高生枠は５名、本講座の受講が今年で３回目以上になる方は
対象外となります) （先着順）
【参加費】6,000円（中高生3,000円）申込受付中 ※まもなく定員
【申込方法】電話またはインターネット

北区・演技塾
【ワークショップ日時】8/17（月）・8/19（水）・8/27（木）・9/9（水）・
9/11（金）・9/17（木）・9/21（月・祝）・9/24（木）（全8回）19:00～21:30
【講師】渡辺和徳（劇作家・演出家）　【会場】北とぴあ内ホール
【発表会】9/26（土）ペガサスホール ※9/25（金）に発表会リハーサル
【定員】20名（応募者多数の場合は初参加かつ北区民優先）
【参加費】東京都北区に在住・在勤・在学の方 4,000円 一般 8,000円
申込受付締切：7/31（金）
【申込方法】電話またはインターネット

大衆演劇ワークショップ
【ワークショップ日時】9/23（水）9/30（水）10/7（水）（全3回）19:00～21:00
【講師】響 彬斗（響ファミリー座長）
【会場】北とぴあ内ホール
【御披露目公演】10/10（土）つつじホール ※10/9（金）にリハーサル
【定員】20名（先着順）
【参加費】4,000円 ※他、足袋、扇等の実費負担あり。
【申込受付開始】8/17（月）9:00
【申込方法】電話またはインターネット

アクションワークショップ
【ワークショップ日時】8/28（金）～10/9（金）毎週金曜日および
10/14（水）（全8回）19:00～21:00
【講師】★☆北区AKT STAGE劇団員　【会場】ココキタ、北とぴあ内ホール
【発表会】10/17（土）ペガサスホール※10/16（金）に発表会リハーサル
【定員】20名（先着順）
【参加費】10,000円 (高校生以下5,000円)
※ダンス・アクションのセット受講割引 15,000円(高校生以下7,000円)
【申込受付開始】8/3（月）9:00　【申込方法】電話またはインターネット

CAN青芸『はじめての
おしばい ぐるぐる』

ダンスワークショップ
【ワークショップ日時】8/26（水）～10/14（水）毎週水曜日（全8回）
19:00～21:00
【講師】古賀 豊(★☆北区AKT STAGE)　【会場】ココキタ、北とぴあ内ホール
【発表会】10/17（土）ペガサスホール ※10/16（金）に発表会リハーサル
【定員】20名（先着順）
【参加費】10,000円 (高校生以下5,000円)
※ダンス・アクションのセット受講割引 15,000円(高校生以下7,000円)
【申込受付開始】8/3（月）9:00　【申込方法】電話またはインターネット

舞台照明講座
【講座日時】10/6（火）、10/7（水）19:00～21:00（全2回）
【講師】岩城 保（舞台照明家）　【会場】北とぴあ内ホール
【定員】40名（先着順）　【受講料】2,000円（高校生以下1,000円）
【申込受付開始】8/24（月）9:00開始　
【申込方法】電話またはインターネット

舞台美術講座
【講座日時】9/20（日）、9/27（日）14:00～16:30（全2回）
【講師】鈴木健介（舞台美術家）　
【会場】北とぴあ内　【定員】20名（先着順）　
【受講料】2,000円（高校生以下1,000円）＋材料費500円
【申込受付開始】8/24（月）9:00開始　【申込方法】電話またはインターネット

9/13 　11：00開演日

【会場】北とぴあスカイホール
【料金】全席自由　
親子ペア　       一般2,000円 　　　1,800円　
追加1名1,000円（大人・子ども）          900円
【問い合わせ】きたく子ども劇場 203-3919-2990

ほ  
 

8/11㊋一般発売 8/11㊋一般発売

人形劇団プーク
『エルマーのぼうけん』
9/27   15：00開演日

【会場】北とぴあさくらホール
【料金】全席指定　       一般3,800円          3,400円 ※4歳以上は
         チケットが必要です。3歳以下膝上鑑賞可（要申込）
【問い合わせ】きたく子ども劇場 203-3919-2990

ほ  

関
連
公
演

【申込・問い合わせ】
北とぴあ演劇祭実行委員会［北区文化振興財団内］
〒114-8503　東京都北区王子1-11-1 北とぴあ10階
03-5390-1221（平日9:00～17:00）
www.hokutopiaengekisai.com

関連公演

9
月

劇団青年座『砂塵のニケ』
23日【開演】19:00 24日【開演】12:30 ※会員制（月会費2,200円、入会時は1,000円＋
2ヶ月分の月会費）問城北演劇を観る会 203-5390-3155（火水金土13:00～18:00）

さ
く
ら

23㊌
●

24㊍

【出演】フォルテピアノ：川口成彦
オルケストル・アヴァン＝ギャルド有志
音楽監督／バス：渡辺祐介
ヴァイオリン：原田 陽、ヴィオラ：廣海史帆
チェロ：山本 徹、コントラバス：布施砂丘彦
クラリネット：満江菜穂子
ファゴット：岡本正之、ホルン：藤田麻理絵
【曲目】ベートーヴェン：七重奏曲、
チェロソナタ第１番、歌曲『アデライーデ』 ほか

※対象１・２・３歳の
   子どもと保護者



27
㊐

9
月

北とぴあ若手落語家競演会
【開演】14:00　全席指定 2,800円　 ※詳しくは1面
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

つ
つ
じ

27
㊐

9
月

人形劇団プーク『エルマーのぼうけん』
【開演】15:00　全席指定3,800円　北区民3,400円
問きたく子ども劇場 203-3919-2990（平日10:00～18:00）

さ
く
ら

こ
の
欄
は
広
告
で
す
。お
問
い
合
わ
せ
は
企
業・団
体
へ
。

●エンジョイ北区は奇数月の25日に新聞折込をしています。また、北とぴあをはじめとした北区内の公共施設、広報スタンド、協力店などに設置しています。

2

8,9月の催し物 Event Information in August & September

北区の小中学校スクールバンド・吹奏楽部と、東京藝大附属音楽高校のコンサート。
エネルギッシュな演奏をたっぷりお楽しみください。

出演 北区立西浮間小学校スクールバンド、北区立王子桜中学校吹奏楽部、東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校
定員 65０名 料金 入場無料／全席自由／事前申込制

申込締切 10/１（木）必着 （申込多数の場合は抽選）
メール送信先 kcf_bunkasinkou@kitabunka.tokyo
宛先〒114-0003 北区豊島５－３－１３ ココキタ 「輝く☆未来の星コンサート」Ｅ係
※今後の状況により招待数が変更になる場合があります。

申込方法 往復はがきまたはＥメールに以下の必要事項を書いてご応募ください。
※１家族１通申込可。

第13回輝く☆未来の星コンサート
～藝高＆北区小中学校ジョイントコンサート～

メールでの
申し込みは
こちら

10/18 14：00開演             日 （     ）13:30
開場

【問い合わせ】北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜除く 9:00～17:00） 0
北とぴあ さくらホール

（共通）希望者全員の氏名、年齢、代表者の住所、電話番号
Ｅメール…件名を「10/18輝く未来の星Ｅ」としてください。
往復はがき…返信面に代表者住所、氏名を記入ください。

必要事項 650名様
無料ご招待
（事前申込制）

問い合わせ203-6338-5711（9：00～17：00）
kcf_bunkasinkou@kitabunka.tokyo
休館日：月曜日
（月曜日が休日の場合は直後の休日でない日）
https://kitabunka.or.jp/cocokita/  
〒114-0003 
北区豊島5-3-13
※アクセスは4面を
   ご覧ください。  

ココキタ 検索

東京都北区文化芸術活動拠点ココキタ

皆さんの文化芸術活動を
応援するココキタへ
ぜひ来てみてください。

ワンコインで子供から
高齢者までバランスのとれた
お食事をたのしく
おとどけします！！
※臨時休業の場合あり

制作：女子聖学院高等学校 美術部

日替わりランチ・・・・・￥５００
コーヒー付ランチ・・・￥６００
コーヒーお菓子付き ￥２００

※詳しい情報をご希望の方は、
　左記ホームページまたはココキタまで
　お問い合わせください。

カフェ スペース紹介
創作活動をしている方、ココキタのギャラリーで作品展を開催しませんか？
絵画・写真・彫刻・書道など、自由な発想でオープンスペースをご活用ください。

オープンギャラリー1・2 作品展示 大募集!!

　＊　＊　＊　＊　＊　＊　過去の展示例　＊　＊　＊　＊　＊　＊

オープンギャラリー1または2／利用料金／9：00～21：00

北区内の方500円　北区以外の方700円

3

写真 立体造形物

グラフィックデザイン、
工芸、版画など

おふくろの味で
楽しいランチと
コーヒータイム！

壁の一面には
巨大な黒板
アートも！

北区名誉区民である彫刻家、北村西望、
治禧親子が制作活動していた（仮称）彫
刻アトリエ館の見学会を行います。作品の
一部も公開！期間中いずれかの日程で講
師の方をお呼びしアトリエ館や北村西望、
治禧親子についてお話していただきます。

定員 各回1０名（事前申込制／申込順）※新型コロナウイルスの影響により、
人数を制限させていただく場合があります。

申込開始 ９/１（火）9:00
申込方法 電話またはEメール

※メールの件名は「アトリエ見学申込」としてお申し込みください。

（仮称）彫刻アトリエ館公開見学会

中卒で工場に勤めながら家の田畑を必死に
守ってきた杉田茂夫の密かな生きがいは、亡
き弟の家族を支えることだった。義理の妹、文
江、そして姪たち。それぞれが少しづつ、秘密
と後悔を抱えながらも平穏に暮らす杉田家
に、お彼岸のある日、小さな変化が起こる・・。

北とぴあ演劇祭実行委員会では、新型コロナウイルス感染症発生状況下において、ご来場いただく皆様、出演者、参加者、スタッフの
安全を第一に考えつつ開催の準備を進めております。下記の点にご留意のうえご応募ください。

9/28   ～10/4 各日①11：00～ ② 13：00～
※見学時間は1時間程度日月

【宛先・問い合わせ】北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜除く 9:00～17:00）

（仮称）彫刻アトリエ館
（西ケ原１丁目）

メールでの
申し込みはこちら

氏名、電話番号、希望日時必要事項
kcf_bunkasinkou@kitabunka.tokyo　メール送信先

会場

参加
無料

6【問い合わせ】演劇集団 円 プラスワン企画「初萩ノ花」 hatsuhagi2020@gmail.com
全席指定　　　一般5,000円       　  4,500円　U-25  3,500円
9/19   19：00開演・9/20   14：00開演土 日

ほ
北とぴあ つつじホール

8/11㊋一般発売
 

演劇集団 円 プラスワン企画  初萩ノ花
作・演出 内藤裕子 出 演 高林由紀子・山崎健二・谷川清美・馬渡亜樹・牛尾茉由・さとうゆい・諸岡貴人

第22回読売演劇大賞
優秀作品賞受賞、優秀主演女優賞（高林由紀子）受賞

第18回鶴屋南北戯曲賞ノミネート作品

【会場】北とぴあ つつじホール
【料金】全席指定　       一般3,500円    　　3,150円

【問い合わせ】ギタルラ社 203-3952-5515
オルケストル・アヴァン=ギャルド
orchestre.avantgarde@gmail.com

ピリオド楽器による
ベートーヴェンの「夜明け」～初期の室内楽　

ベートーヴェン、交響曲前夜。

ほ

6

 

11/14        14：00開演／18：00開演

【問い合わせ】ペルゴレージアンサンブル 
203-3949-7197（佐藤）
pergolesi.japantour@gmail.com

オランダ発！バロックの名曲を
女声２重唱とサックス４重奏で

11/13　   19：00開演
【会場】滝野川会館 大ホール
【料金】全席自由　       一般4,000円      3,600円 
                             ペア割7,000円      6,300円　
                         当日券4,500円　学生2,000円

【問い合わせ】
ソフィオ・アルモニコ 2044-411-3890

ルネサンスの宮廷舞踏が
優雅な笛の音と共に今よみがえる。

ソフィオ・アルモニコで彩る
ルネサンスの舞踏会

～ダンスの伝道師アルボー生誕500年記念～

ペルゴレージアンサンブル
スタバト・マーテル

～悲しみの聖母～

ほ

11/3 　　14：00開演／19：00開演

【出演】ルネサンス・フルート：前田りり子、菅きよみ ほか
リュート：佐藤亜紀子　打楽器：飯塚 直
ダンス：服部雅好、武田牧子、服部晴美 ほか
【曲目】アルボー「オルケゾグラフィ」、スザート「ダンスリー」
ネグリ、カローゾ等の舞踏指南書や舞曲集より様 な々ダンス

9/7㊊一般発売

※開場は
各30分前

【会場】北とぴあ つつじホール
【料金】全席指定　       一般2,500円    　　2,250円
学生（18歳以下）2,000円　当日券3,000円

ほ  

【出演】ソプラノ：ヴェンデリン・ファン・ハウテン
アルト：マリアンヌ・セレガー
ペルゴレージアンサンブル：佐藤尚美、佐藤友香、
ディルク・ホーフラント、エーフェ・ベニンク
【曲目】ペルゴレージ（ディルク・ホーフラント編曲）：
スタバト・マーテル（悲しみの聖母）

パイプオルガン演奏会［北とぴあ1階 区民プラザ］ 無 料

次回のパイプオルガン演奏会は10月以降に開催予定です。
詳細は次号のエンジョイ北区でお知らせします。

問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）
北とぴあ［さくらホール／つつじホール］ 

王子カルチャーロード・ギャラリー［王子駅北口ガード下］ 
問北区文化振興財団 203-5390-1223（平日9:00～17:00）

7/23（木・祝）▶8/3（月）
8/  6（木）▶8/17（月）
8/  6（木）▶8/17（月）
8/20（木）▶8/31（月）
8/20（木）▶8/31（月）
9/  3（木）▶9/14（月）
9/17（木）▶9/28（月）

はたらく消防の写生会（王子消防署）
たきさんすいぞくかん（たきさん幼稚園）
えんぴつ画（北芯会）
たのしいふくろようちえん（ふくろ幼稚園）
第３４回アイディア工夫展出品作品（北区青少年委員会）
絵画工房たゆたう展Ｖｏｌ．５（ピアネット北）
知ろう・つながろう「認知症」（健康福祉部長寿支援課）

赤羽ぎゃらりー遊［赤羽西1-35-8 レッドウィングビル1F 赤羽駅西口2分］ 
11:00～17:00 日曜、祝日休み 203-6454-3288（平日11:00～17:00）
https//galleryyou-akabane.com

7/28（火）▶8/2（日）11:00～17:00（最終日は16:00まで）
初夏のマルシェ
8/20（木）▶8/24（月）前半 11：00～17：00
8/26（水）▶8/30（日）後半 11：00～17：00（25日は入れ替えにつきお休み）
Quiltsっこクラブ「みんなでつなごうキルトのわ」
アーティフィシャルフラワーシンシア同時開催

マークの公演は、北とぴあ1階チケット売り場で取扱いがございます。なお販売状況・入場方法・開演時間等に変更がある場合もありますので、ご了承願います。この情報は6/29（月）現在の情報です。

2
㊐

8
月

柳家権太楼独演会
【開演】14:00　全席指定3,600円
問エイフル企画 203-6240-1052

つ
つ
じ

25
㊎

9
月

桃月庵白酒独演会
【開演】19:00　全席指定3,600円
問エイフル企画 203-6240-1052

つ
つ
じ

全館で戦争や平和に関する図書を集めた子ども向け「平和図書コー
ナー」を設けます。このほか、中央・滝野川・赤羽の３館では、一般向け
の「平和図書コーナー」も設け、区民の皆さまに平和について考える
きっかけにしていただきたいと思います。

第30回北区平和祈念週間の
イベントを一部紹介

会場：北とぴあ［展示ホール（地下１階）］　8/4（火）▶8/8（土）

●平和祈念展～語り継ぐ平和の願い～　●原爆と人間展
●子どもたちの共同作品展

平和展〈主な展示〉

平和祈念モニュメント

10:00～18:00（8/８は16:00まで） 問北区総務課総務係 203-3908-8623 

区民の皆さまのご協力で創られるモニュメントです。ご提供いただい
た折り鶴の一部を、広島・長崎へ贈ります。なお、折り鶴コーナーも設け
ますが、可能な限り自宅等で折っていただいたものをご持参ください。
会場：図書館［平和図書コーナー］7/31（金）▶8/31（月）※休館日を除く

赤羽北児童館「手を広げよう～平和を願って～」
志茂子ども交流館「みんなで手をつなごう～せかいじゅうの平和を祈って～」
栄町子どもセンター「RAIL☆TSUNAGU～平和な未来へつなぐ～」
浮間子ども・ティーンズセンター「つなげよう心の虹」
滝野川西児童館「しあわせへのロード」
豊島児童館「みんなでつくろう　地球でつながる平和の輪」
桐ケ丘児童館「平和のパレード」

22
㊏

8
月

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル ソドー島のたからもの
【開演】①13:00 ②15:00 全席指定 2,800円 北区民 2,400円 ※詳しくは1面
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

さ
く
ら
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9
月

細川たかし芸道45周年記念  スペシャル歌謡ステージ
【開演】14:30　全席指定1階席6,500円　2階席4,000円　当日500円増
問エフ・エー・ブイ 203-3263-6612

さ
く
ら

7
㊊

9
月

バルカン室内管弦楽団東京公演2020
【開演】19:00　一般5,000円　高校生以下1,000円
問マーズカンパニー内バルカン室内管弦楽団事務局 203-5478-7000（平日10:00～18:00）

さ
く
ら
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9
月

桂雀々のかかってこん会 vol.10
【開演】14:00　全席指定　3,000円　当日3,500円
問北都読売会 2070-6575-6102

つ
つ
じ
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㊍

9
月

モルゴーア・クァルテット
【開演】19:00　全席指定 3,500円　北区民 3,000円　U-25 1,700円
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）  ※詳しくは1面

つ
つ
じ

つ
つ
じ

演劇集団 円 プラスワン企画『初萩ノ花』
【開演】19日19:00、20日14:00 全席指定 5,000円 北区民 4,500円 U-25 3,500円
※詳しくは2面 問演劇集団 円 プラスワン企画「初萩ノ花」 hatsuhagi2020@gmail.com

9
月

19㊏
●

20㊐

土

金

【問い合わせ】
Vocal Ensemble 歌譜喜 2080-6596-4746（佐藤）

人間の声が紡ぎ出す
オーロラのハーモニー

11/12　   19：00開演

Vocal Ensemble
歌譜喜 6th concert

【会場】北とぴあ つつじホール
【料金】全席指定　       一般4,000円    　　3,600円ほ  
【出演】Vocal Ensemble 歌譜喜（田村幸代、小林祐美、富本泰成
佐藤 拓、谷本喜基、松井永太郎）
【曲目】「北欧・バルト3国のアカペラ作品」
V.ネウガスィモフ「太陽が庭に現れた」※東京初演
H.ウーデゴール「おお大いなる神秘」
L.イェーカプソネ「ウナム・ウデーブ」
J.マンテュヤルヴィ「我が魂よ　主をほめよ」 ほか

木
火・祝

川口成彦
©Fumitaka Saito

参加公演

立体造形物

北とぴあ演劇祭2020
つつじ・ペガサス・カナリアホールなどで開催　※詳しくは2面
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

つ
つ
じ

19㊏
▼
18㊐

9月
10月

新型コロナウイルス感染拡大にともない、公演中止・延期や会期が
変更となる場合がございます。開催状況につきましては、事前に各
イベントの主催者にご確認ください。また、各施設も開館時間の変
更、臨時休館となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

北区文化振興財団が主催
事業として予定していた右
記の公演は、新型コロナウ
イルス感染拡大予防のため
中止となりました。また、この
他の公演も変更となる場合
がございますので、各問い合
わせ先にご確認ください。

【中止】松竹大歌舞伎（8/31）
【中止】歌舞伎はじめて講座（8/16）
【中止】北区第九演奏会（12/12）
※代替公演として『ロマンティック・イタリー・イタリー！
　～オーケストラと歌の饗宴～』を開催します。
　詳細は次号のエンジョイ北区でお知らせします。

北とぴあ演劇祭2020ワークショップ・講座参加者募集開始！

●今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況によりワークショップ・講座を中止する場合があります。開催の可否の決定は概ね各開催日初日の10日前頃を予定しています。
●ワークショップ・講座実施の際は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策へのご協力をお願いします。詳細は北とぴあ演劇祭ホームページなどでご案内いたします。

脚本ワークショップ
【ワークショップ日時】9/2（水）～10/7（水）毎週水曜日（全6回）19:00～21:00
【講師】吉田貴秀（構成作家・脚本家・演出家）
【会場】北とぴあ内会議室
【リーディング発表会】10/18（日）カナリアホール
【定員】20名（中高生枠は５名、本講座の受講が今年で３回目以上になる方は
対象外となります) （先着順）
【参加費】6,000円（中高生3,000円）申込受付中 ※まもなく定員
【申込方法】電話またはインターネット

北区・演技塾
【ワークショップ日時】8/17（月）・8/19（水）・8/27（木）・9/9（水）・
9/11（金）・9/17（木）・9/21（月・祝）・9/24（木）（全8回）19:00～21:30
【講師】渡辺和徳（劇作家・演出家）　【会場】北とぴあ内ホール
【発表会】9/26（土）ペガサスホール ※9/25（金）に発表会リハーサル
【定員】20名（応募者多数の場合は初参加かつ北区民優先）
【参加費】東京都北区に在住・在勤・在学の方 4,000円 一般 8,000円
申込受付締切：7/31（金）
【申込方法】電話またはインターネット

大衆演劇ワークショップ
【ワークショップ日時】9/23（水）9/30（水）10/7（水）（全3回）19:00～21:00
【講師】響 彬斗（響ファミリー座長）
【会場】北とぴあ内ホール
【御披露目公演】10/10（土）つつじホール ※10/9（金）にリハーサル
【定員】20名（先着順）
【参加費】4,000円 ※他、足袋、扇等の実費負担あり。
【申込受付開始】8/17（月）9:00
【申込方法】電話またはインターネット

アクションワークショップ
【ワークショップ日時】8/28（金）～10/9（金）毎週金曜日および
10/14（水）（全8回）19:00～21:00
【講師】★☆北区AKT STAGE劇団員　【会場】ココキタ、北とぴあ内ホール
【発表会】10/17（土）ペガサスホール※10/16（金）に発表会リハーサル
【定員】20名（先着順）
【参加費】10,000円 (高校生以下5,000円)
※ダンス・アクションのセット受講割引 15,000円(高校生以下7,000円)
【申込受付開始】8/3（月）9:00　【申込方法】電話またはインターネット

CAN青芸『はじめての
おしばい ぐるぐる』

ダンスワークショップ
【ワークショップ日時】8/26（水）～10/14（水）毎週水曜日（全8回）
19:00～21:00
【講師】古賀 豊(★☆北区AKT STAGE)　【会場】ココキタ、北とぴあ内ホール
【発表会】10/17（土）ペガサスホール ※10/16（金）に発表会リハーサル
【定員】20名（先着順）
【参加費】10,000円 (高校生以下5,000円)
※ダンス・アクションのセット受講割引 15,000円(高校生以下7,000円)
【申込受付開始】8/3（月）9:00　【申込方法】電話またはインターネット

舞台照明講座
【講座日時】10/6（火）、10/7（水）19:00～21:00（全2回）
【講師】岩城 保（舞台照明家）　【会場】北とぴあ内ホール
【定員】40名（先着順）　【受講料】2,000円（高校生以下1,000円）
【申込受付開始】8/24（月）9:00開始　
【申込方法】電話またはインターネット

舞台美術講座
【講座日時】9/20（日）、9/27（日）14:00～16:30（全2回）
【講師】鈴木健介（舞台美術家）　
【会場】北とぴあ内　【定員】20名（先着順）　
【受講料】2,000円（高校生以下1,000円）＋材料費500円
【申込受付開始】8/24（月）9:00開始　【申込方法】電話またはインターネット

9/13 　11：00開演日

【会場】北とぴあスカイホール
【料金】全席自由　
親子ペア　       一般2,000円 　　　1,800円　
追加1名1,000円（大人・子ども）          900円
【問い合わせ】きたく子ども劇場 203-3919-2990

ほ  
 

8/11㊋一般発売 8/11㊋一般発売

人形劇団プーク
『エルマーのぼうけん』
9/27   15：00開演日

【会場】北とぴあさくらホール
【料金】全席指定　       一般3,800円          3,400円 ※4歳以上は
         チケットが必要です。3歳以下膝上鑑賞可（要申込）
【問い合わせ】きたく子ども劇場 203-3919-2990

ほ  

関
連
公
演

【申込・問い合わせ】
北とぴあ演劇祭実行委員会［北区文化振興財団内］
〒114-8503　東京都北区王子1-11-1 北とぴあ10階
03-5390-1221（平日9:00～17:00）
www.hokutopiaengekisai.com

関連公演

9
月

劇団青年座『砂塵のニケ』
23日【開演】19:00 24日【開演】12:30 ※会員制（月会費2,200円、入会時は1,000円＋
2ヶ月分の月会費）問城北演劇を観る会 203-5390-3155（火水金土13:00～18:00）

さ
く
ら

23㊌
●

24㊍

【出演】フォルテピアノ：川口成彦
オルケストル・アヴァン＝ギャルド有志
音楽監督／バス：渡辺祐介
ヴァイオリン：原田 陽、ヴィオラ：廣海史帆
チェロ：山本 徹、コントラバス：布施砂丘彦
クラリネット：満江菜穂子
ファゴット：岡本正之、ホルン：藤田麻理絵
【曲目】ベートーヴェン：七重奏曲、
チェロソナタ第１番、歌曲『アデライーデ』 ほか

※対象１・２・３歳の
   子どもと保護者



北区民割引
取り扱い

北区民割引
取り扱い

ほくとぴあチケットオンライン（ほくチケ）
◆https://p-ticket.jp/kitabunkaほ

北とぴあ1階チケット売場 ◆窓口のみ 10:00～20:00
※臨時休館日は10:00～18:00  ※年末年始・全館休館日は休業

チケットぴあ ◆https://t.pia.jp/ ◆電話予約 20570-02-9999  
◆チケットぴあ店舗、セブン-イレブン  ※予約にはPコードが必要です。

e+（イープラス） ◆https://eplus.jp　◆ファミリーマート

チケットのお求め〔発売初日は10:00～〕

北区民割引                       北区にお住まいの方は、割引価格で購入できます（お一人様4枚まで）。
【ほくとぴあチケットオンライン】要事前登録 
【北とぴあ1階チケット売場】北区在住を確認できるもの（免許証、保険証など）をご提示ください。

ほくとぴあメンバーズ  ほくとぴあメンバーズ特典をご利用になれます。

託児サービス  公演1週間前（土・日・祝日の場合はその前営業日）までにご予約ください。
受付：（株）マザーズ20120-788-222（平日10:00～12:00、13:00～17:00）

車椅子利用可                                   車椅子のままご鑑賞いただける公演です。

数字はその年齢以上からご入場いただける表示です。

掲載マークの見方

発行：公益財団法人北区文化振興財団　
〒114-8503  北区王子1-11-1 北とぴあ内
TEL／03-5390-1221  FAX／03-5390-1147   
発行部数：120,000部　7月25日発行

          公演情報
 ツイートしてます
          @kcf_info

北区文化振興財団
ホームページ
https://kitabunka.or.jp/　  

o
北区

2020  

8月 ▶
 9月

No.147En
文化
情報
紙 
     
     
     
 エン
ジョ
イ北
区 y

発売中! 0

北とぴあ さくらホール

ほくとぴあ亭千円落語 11 回月の

～次代を築く
     落語家の妙技～

誰でも気軽に落語デビュー！旬な若手の噺に大笑い間違いなし♪

6
全席自由             一般1,000円  　 900円  

日11/1
【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

 ほ
北とぴあ15階 ペガサスホール

9/4㊎一般発売

全席指定　　　        Pコード：645-041　一般 2,800円        2,400円
※２歳以下は保護者の膝上鑑賞に限り無料。お席が必要な場合はチケットをお求め下さい。
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17：00）

 
土8/22 13：00開演／15：00開演

ほ

きかんしゃトーマス
ソドー島のたからもの

ファミリーミュージカル ０～２歳は
膝上鑑賞無料

映像も駆使した
オリジナルストーリー

楽しい歌と
元気な踊りがいっぱい！

           大人気ミュージカルが北とぴあにやっ
てくる！

                     ６年間で４０万人以上を動員

オトナの寄り道 vol.2

情熱がとまらない！クラシックからロックまで
モルゴーアの世界をご堪能あれ！

モルゴーア・クァルテット
音への飽くなき探求

曲目 ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第11番 ヘ短調 作品95「セリオーソ」
ショスタコーヴィチ：弦楽四重奏曲 第8番 ハ短調 作品110
キング・クリムゾン：レッド
ピンク・フロイド：原子心母
メタリカ：メタルマスター　

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

  

木9/17 19：00開演
全席指定             一般3,500円              3,000円　U-25  1,700円  ほ

北とぴあ つつじホール 発売中!

荒井英治
第1ヴァイオリン
（元東京フィル
ハーモニー交響楽団
ソロ・コンサート
マスター）

戸澤哲夫
第2ヴァイオリン

（東京シティ・フィル
ハーモニック管弦楽団

コンサート
マスター）

小野富士
ヴィオラ

（元NHK交響楽団
次席ヴィオラ
奏者）

藤森亮一
チェロ

（NHK交響楽団
首席チェロ
奏者）

「さがみはら若手落語家選手権」「NHK新人落語大賞」とならび“3大若手落語家コンクール”とも称される、
歴史と伝統ある競演会！数々の受賞者を送り出した名伯楽・一朝師匠をゲストに迎え、
会場のお客様の審査のもと6名の落語家がしのぎを削ります。

米粒写経
サンキュータツオ（左）
居島一平（右）

司会

第31回 北とぴあ若手落語家競演会

6【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17：00）
全席指定　　　　    Pコード：502-015　一般2,800円 　  2,500円
9/27 14：00開演日

ほ
北とぴあ つつじホール 発売中!
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●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：
8/3・11・12・17・24・31
9/7・14・22～30

田端
文士村
記念館

〒114-0014
北区田端6－1－2

9/20 日 13：00開演（12：30開場）

        野球、水泳、テニスなど、田端ゆかりの作家たちを夢中に
させたスポーツ。運動する姿に見え隠れする、文士や芸術家の
意外な一面をご紹介します。

往復はがきで8/31（月）まで。（定員80名）申込

内容

内容

芥川龍之介ゆかりの雑誌
～『新思潮』から『驢馬』まで～
10/18 日 13：00開演（12：30開場）

往復はがきで9/28（月）まで。（定員80名）申込

芥川龍之介

©国立国会図書館

宛先 〒114-0014北区田端6-1-2田端文士村記念館E係
【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　 
【返信用表面】 応募者の住所・氏名

ひととき散歩は事前申込制。１通につき１名（同居家族に限り2名まで可。）

クイズの
続きは
こちら

芥川龍之介や田端文士村に詳しくなれる、当館公式の子ども検定で
す。参加者には５０名に記念グッズ（抽選）、80点以上の方には認定証
を贈呈します。おうちで芥川の検定に挑戦しよう！

当館ホームページにアクセス ※パソコン・スマートフォン等を
お持ちでない場合は左記へお問い合わせください。

参加するには

対象年齢 小学３年生～中学３年生 
※パソコンなどの操作は親子で行うことを推奨します。

入場料・参加費無料
@bunshimura

        『新思潮』をはじめ、『赤い鳥』、『文藝春秋』、『驢馬』な
ど、芥川龍之介とゆかりのある雑誌についてご紹介します。
（※10月開催の展覧会に関連する内容となります。）

正岡子規の野球ユニフォーム姿

田端ひととき散歩

※休館日を除く

内容        河童忌復活第4弾‼芥川龍之介の忌日＝「河童忌」の歴史を紐解くと、当初は
没後に毎年開催されていた“偲ぶ会”を指していました。この会には記念帖が用意さ
れ、出席者が生前の芥川に想いを馳せて、俳句や画をしたためています。そこで今
年は8人の現代作家たちが「芥川龍之介」をテーマに詩や短歌、俳句などの作品を
創作しました。ここでしか見られない、貴重な直筆が楽しめると共に、「河童忌」の歴
史を識って、皆さんもぜひ、偲ぶ気持ちを詩歌で表現してみてはいかがでしょうか。

ここでしか
見られない、
人気作家たちの
貴重な直筆 ! !

河童忌特別企画展

河童忌記念帖2020 in田端
～現代作家が芥川龍之介を詠む～

月・祝9/21開催中～

出品作家（五十音順）

●さくらホール
   （大ホール）
●つつじホール
   （小ホール）

■赤羽会館　赤羽南 1-13-1
203-3901-8121

■滝野川会館　西ヶ原 1-23-3
203-3910-1651

■田端文士村記念館　田端6-1-2
203-5685-5171

■北とぴあ　王子 1-11-1
203-5390-1100

■            ココキタ　北区豊島 5-3-13
203-3913-8363

■JR赤羽駅 
　より 徒歩5分
■南北線
　赤羽岩淵駅 
　より 徒歩10分

■JR上中里駅より 
　徒歩7分
■JR駒込駅東口より 
　徒歩10分
■南北線西ケ原駅より
　徒歩7分
■北区コミュニティバス
　王子・駒込ルート停留所⑪・⑰
　田端循環ルート停留所⑪
　各停留所より徒歩1分

■JR田端駅北口より 
　徒歩2分
■北区
　コミュニティバス
　田端循環ルート
　停留所⑥すぐ

■JR・南北線王子駅より 
　徒歩20分
■南北線王子神谷駅より 
　徒歩17分
■都電荒川線王子駅前より
　徒歩21分
■都バス「豊島五丁目団地行・
　宮城循環・西新井駅行」
　豊島五丁目団地下車 徒歩3分 
　豊島六丁目下車 徒歩3分 

■JR王子駅より 徒歩2分
■都電荒川線王子駅前より 
　徒歩4分
■南北線王子駅 5番出口より
　直結
■北区コミュニティバス
　王子・駒込ルート停留所①
　より 徒歩1分

information 北とぴあ国際音楽祭2020古楽から現代までのクラシックと、世界の伝統音楽の祭典

　  【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00） その他の公演は次号でご紹介します。

演奏東京芸術大学学生＆卒業生有志オーケストラ
予定曲 ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」、交響曲第6番「田園」より抜粋 ほか

出演桃太郎・語り手：瀧本真己（ソプラノ）
ももたろうJr.：ゆーゆ（歌）、鬼瓦源平：斎藤志郎 ほか

※写真は過去の公演です。

０～２歳は
膝上鑑賞無料

フランス・バロック・オペラの最高峰を
日本で初めて全編本格上演!

バロックダンスのスペシャリストがこの傑作に魔法をかける!
楽しいオリジナルストーリーをオーケストラの

演奏と合唱でお贈りします。大人も子どもも楽しめる！
０歳から入場できるクラシックコンサート♪

アロント／アルテミドール：山本悠尋（バリトン）
デンマークの騎士：谷口洋介（テノール）
幸運な恋人：中嶋克彦（テノール）ほか　
合唱・管弦楽：レ・ボレアード

叡智／シドニー
波多野睦美

（メゾソプラノ）

栄光／フェニス
湯川亜也子

（メゾソプラノ）

イドラオ／ウバルド
ジョアウ・フェルナンデス

（バス）

ルノー
アンデス・J・ダーリン
（テノール）

アルミード
クレール・ルフィリアートル

（ソプラノ）

指揮
ヴァイオリン
寺神戸 亮

ももたろうの
芸大とあそぼうin北とぴあ
～三太郎リターンズ～

鬼退治お
に

た
い

じ

リュリ作曲 オペラ

［セミ・ステージ形式／フランス語上演／日本語字幕付］

アルミード

0
※2歳以下は保護者の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。

11/7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：184-429
１階席:2,000円              1,500円   
2階席:1,500円              1,000円

 
 北区民は

500円お得!!

演出・振付
バロックダンス

ピエール=フランソワ・ドレ

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。

6

  

金11/20 18：00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             割引なし　 U-25  1,500円  

 
 

全席指定 　　            Pコード：184-867         イープラスほ

 
 
 

 

日11/22 14：00開演
SS席:9,000円             8,000円  U-25  4,500円
 S席:7,000円             6,000円  U-25  3,500円
 A席:4,000円             割引なし　 U-25  2,000円

平日は1,000円お得!! 北区民はさらにお得!!

北とぴあ
さくらホール

北とぴあ
さくらホール

スポーツをする
文士芸術家たち
～意外な運動神経とは～

俳人・長嶋 有

俳人・堀本裕樹

詩人・蜂飼 耳

歌人・枡野浩一

俳人・小澤 實

歌人・穂村 弘詩人・日和聡子歌人・東 直子

©松山市立子規記念博物館

8/30開催中～ 日

発売日延期のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当初発表していた《アルミ―ド》と「芸大とあそ
ぼうin北とぴあ」の北区民先行発売日・一般発売日を8月中旬以降に延期させていただきます。
新しい発売日は決定次第、北区文化振興財団のホームページにてお知らせします。

Q：龍之介の苦手な動物は
      何でしょうか？

❶ ゾウ   ❷ ナマケモノ　
❸ 犬       ❹ ハムスター
　　　   子どものころ、
おいかけられたんだって。
ヒント：

フランス・バロック・オペラのスペシャリストが集う！
　リュリのオペラに欠かせないもの、そ
れはバロックダンス（バレエ）です。今回、
フランスからピエール=フランソワ・ドレさ
んをお招きし、バロックダンスの振付、踊
り、そして全体の演出まで担当していた
だきます。ドレさんはリュリをはじめフラ
ンス・バロック・オペラの上演に数多く携
わってきたバロックダンスのスペシャリス
ト。バロックダンスが入ることでリュリの
世界観にぐっと近づけます。《アルミード》
には第５幕〈パッサカリア〉というリュリの
舞曲のなかでもとりわけ有名な作品が

含まれており、鍵盤楽器のために編曲さ
れるなど、当時とても人気がありました。
　主役のアルミードを歌うのはソプラノ
のクレール・ルフィリアートル。フランス
の古楽グループ「ル・ポエム・アルモニー
ク」を創設時から支える看板歌手とし
て、日本でも人気の歌手です。リュリの
時代の言葉と音楽に対する深い知識を
持つスペシャリストです。装飾を巧みに
操り、類まれな表現力と説得力のある歌
を持ち味とする彼女が、日本のオペラの
舞台で歌う貴重な機会です！
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user01
タイプライターテキスト

user01
タイプライターテキスト

user01
タイプライターテキスト

user01
テキストボックス
9/20（日）、10/18（日）の田端ひととき散歩は中止となりました。




