
正岡子規が死の数時間前に病床
で書いた3句。句の位置や行の乱れ
など、その息遣いが感じられます。

歌人として活躍した正岡子規の一面と、子規
に影響を受けた田端の歌よみたちを紹介する
展覧会です。歌人たちの書幅を数多く展示し
ているほか、芥川龍之介直筆の短歌作品も公
開しています。三十一文字に込められた歌人
たちの想いをご堪能ください。

正岡子規の
系譜
～田端の歌よみたち～

展覧会レポート

※休館日を除く開催中 5/5 水・祝～

正
岡
子
規

「
絶
筆
三
句
」（
複
製
）

「僕の詩歌に対する眼は（略）茂吉に
あけて貰った」というほど芥川に強い
影響を与えたアララギ派歌人の斎藤
茂吉。葉書には茂吉の歌が収録。

斎藤茂吉 芥川龍之介宛葉書（大正8年）初公開！

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊本展の注目資料＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

全席指定　　　        Pコード：193-844　S席:一般5,000円             4,500円    U-25  2,500円　
A席:一般4,500円             4,050円    U-25  2,250円

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　3月25日発行

          公演情報
 ツイートしてます
          @kcf_infohttps://kitabunka.or.jp/　  
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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）

https://kitabunka.
or.jp/tabata/

●4・5月の
休館日：

4/5・12・19・26・30
5/6～14・17・24・31

田端
文士村
記念館

〒114-0014
北区田端6－1－2

入場料・参加費
無料

@bunshimura

※指定席公演の開場時間は、特に表記のない限り開演の30分前です。

6
全席自由             一般1,000円  　 900円  
7/10
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17：00）

 ほ
5/13㊍一般発売

6
5/7㊎一般発売

13：00開演土 北とぴあ15階 ペガサスホール

平塚らいてう没後50年を記念して、若き日から田端
時代までを中心に、その足跡をご紹介します。

～青鞜から新婦人協会までの軌跡～
平塚らいてう没後50年

平塚らいてう

田端の工房にて
作品制作中の板谷波山

ほくとぴあ亭千円落語
～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♪

彫刻の世界にふれてみませんか？
日本芸術院会員である川崎普照を
はじめ、北区にゆかりのある彫刻家
の作品を展示します。

講 座

往復はがきで4/26（月）まで（必着）（定員40名）申込

往信用裏面：①講座名・開催日 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

〒114-0014 北区田端6-1-2  田端文士村記念館E係
１通につき1名（同居家族に限り2名まで可）。

申込方法

1

5/16 日 13：00開演（12：30開場）

ありし日の田端に集った芸術家たちの暮らしぶりに
ついて、彼らの残した作品と絡めてお話します。

～芸術家村の暮らしとは～

心豊かな
田端の芸術家たち

往復はがきで5/31（月）まで（必着）（定員40名）申込

6/20 日 13：00開演（12：30開場）

全席指定　　　        Pコード：193-102
一般2,500円   　 2,250円　小学生以下1,500円
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17：00）

7/17 ①10：30開演 ②14：00開演土

 

金管五重奏のズーラシアンブラスと弦楽器とピアノの弦うさぎ達…
動物たちが織りなす不思議なクラシックコンサート「音楽の絵本」の世界へようこそ！

【北区民特別先行販売】5/8（土）～5/10（月）
ほくとぴあチケットオンライン（web/要事前登録）のみ。
お一人様4枚まで。予定枚数がなくなり次第終了。

ルスランとリュドミラ序曲
わらの中の七面鳥
踊ろう楽しいポーレチケ
この素晴らしき世界
ピクニックのマーチ ほか

予定曲▼弦うさぎ（ピアノ五重奏）
バイオリン：メグ、エイミー
ビオラ：ハンナ
チェロ：ジョー
ピアノ：ベス

▼ズーラシアンブラス（金管五重奏）
指揮：オカピ
トランペット：インドライオン、ドゥクラングール
ホルン：マレーバク
トロンボーン：スマトラトラ
チューバ：ホッキョクグマ

出演

パレストリーナ：鹿が慕いあえぐように／ヘンデル：ハレルヤ
バッハ：主よ、人の望みの喜びよ／メンデルスゾーン：おお雲雀
髙田三郎：雪の日に／小林秀雄：落葉松／木下牧子：方舟 ほか

予定曲名島啓太指揮
岩井智宏ピアノ

0 歳からの
クラシック
コンサート

第33回

北 彫 展

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

5/12   ～16
10：00～19：00（最終日のみ18:00）
●４/２６（月）～5/1６（日）北とぴあ１階
    区民プラザでプレ展示開催

日水

北とぴあ 地下１階 展示ホール

熱帯JAZZ楽団

北区民混声合唱団
第30回定期演奏会

「音楽はエンターテイメントだ！」2021年・夏、最高のラテン・
ジャズ・ビックバンドと共有する、唯一無二の音楽体験！

サマーライブ＠北とぴあ
25th
Anniversary

【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

8/28 17：00開演土

5/13㊍一般発売

北とぴあ さくらホール
6

ラストダンスは私に、キャラバン、
アフリカン・シンフォニー ほか

予定曲カルロス菅野
熱帯JAZZ楽団

出演

Guest Vocal
CHAKA

 
 

全席指定　　　一般1,000円　　　900円
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17：00）

6/27 14：00開演（13:20開場）日
北とぴあ さくらホール

 

©国立国会図書館

■田端文士村記念館　
        北区田端 6-1-2
203-5685-5171
■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

■東京都北区文化芸術活動拠点ココキタ　
       北区豊島 5-3-13
203-3913-8363
■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 

●さくらホール（大ホール）
●つつじホール（小ホール）

■北とぴあ　
       北区王子 1-11-1
203-5390-1100

■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

25団体程度募集枠

演劇祭で公演したい団体募集！プロ・アマ問いません。
応募締切 4/19（月）必着

応募条件 ❶区内在住、在勤、在学の方を中心とした演劇グループ
   （ダンスのみ、一人芝居は不可）

❷1劇団１公演 
❸上演時間２時間以内 
❹入場料1,000円以内 
❺つつじホール公演は200名以上、
   ペガサスホール公演は60名以上の来場見込みがあること

会　場 北とぴあつつじホール(客席数402)
北とぴあペガサスホール(客席数130)

申込方法 北とぴあ演劇祭公式サイトから応募用紙をダウンロードして、
必要事項を記入のうえ、北区文化振興財団まで郵送
※応募用紙は郵送でもお送りします。ご希望の方は、返信用封筒に氏名・宛先を明記のうえ、
   84円切手を貼付して下記申込先までお送りください。

選　定 企画書の内容を参考に、実行委員会で参加劇団を選定します。

※この他にも応募条件あり。詳細は北とぴあ演劇祭公式サイトをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、応募条件が変更となる場合があります。

4/13（火）19:00～ 
会場：北とぴあ内会議室

団体参加枠
一人でも演劇祭に参加できるプログラム。初心者大歓迎
【あなたも舞台に立てる！区民上演プロジェクト】

初心者でも6回のワークショップで脚本が書ける！ 作品はリーディング発表のチャンスあり！

経験不問、原則北区在住・在学の
中学生、高校生

対 象

定 員 20名（定員になり次第締切）
日 程 5月～10月（予定）

参加費 無料

演劇をやってみたい中学生・高校生募集！
学校の枠を超えて作る「学外演劇部」です。
北とぴあ演劇祭でその成果を披露！

一般の方が演技を学び体験できる場。全8回の
ワークショップで、北とぴあ演劇祭の舞台を目指す！

経験不問、中学生以上対 象
日 程 7月～9月（予定）

参加費 北区在住・在勤・在学の方4,000円
一般8,000円

定 員 20名 ※応募者多数の場合は、北区民で
初参加者を優先します。

中高生劇団 北区演技塾

ワークショップ・講座

北とぴあ演劇祭
2021
参加者大募集！

■脚本ワークショップ

舞台照明の役割、効果を北とぴあ内の劇場で体感しながら学びます。
■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！
■舞台美術ワークショップ

実演を交えたレクチャー、所作や舞踊の稽古、さらには大衆演劇のメイクまで体験！
■大衆演劇ワークショップ

■ダンス・アクションワークショップ

この他にも、個人参加枠としてワークショップ、講座を予定しています。
詳しくは、今後のエンジョイ北区、北とぴあ演劇祭公式サイト等でお知らせします。

北とぴあ演劇祭事務局［北区文化振興財団内］
（〒114-8503 北区王子1-11-1 北とぴあ10階）  203-5390-1221（平日9:00～17:00）    www.hokutopiaengekisai.com 

申込・問い合わせ

個人参加枠

事前相談会〈オープンサロン〉

より詳しい内容は公式サイトをチェック！
www.hokutopiaengekisai.com

北区文化振興財団
ホームページ

※2歳以下は保護者の膝上鑑賞無料。
　お席が必要な場合はチケットをお求めください。
※公演時間は90分を予定しています（途中休憩あり）。

北とぴあ さくらホール
05/12㊌一般発売

入場無料

村山 哲
「旅路」

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
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正岡子規
©松山市立子規記念博物館

世界と日本の合唱名曲の歴史 ～ルネサンスから現代まで～
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※申込開始・締切日等は決まり次第演劇祭サイト等でお知らせします。



ナカゴー本公演

堀船のマッチポンプ これしき
ほりぶん第8回公演

ほりぶん『これしき』ナカゴー『堀船のマッチポンプ』

2021年のゴールデンウィークに、「ナカゴー」「ほりぶん」の最新作を連続上演いたします。

作・演出  鎌田 順也 水・祝4/29 ～5/5木・祝

各公演　全席自由  　      一般3,000円　　　2,000円 北とぴあ15階 ペガサスホール

※開場は開演の
　30分前

4/29(木・祝) 4/30(金) 5/1(土) 5/2(日) 5/3(月・祝) 5/5(水・祝)5/4(火・祝)

15:00ほりぶん 15:00ナカゴー
19:00ナカゴー

15:00ほりぶん
19:00ナカゴー19:00ほりぶん

15:00ナカゴー
19:00ほりぶん

16:00ほりぶん
13:00ナカゴー

19:00ナカゴー
16:00ナカゴー
13:00ほりぶん

19:00ほりぶん
14:00ナカゴー
17:00ほりぶん

こ
の
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い
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企
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こ
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す
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問
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企
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体
へ
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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。

         

第33回北彫展
入場無料　※詳細は1面

ほくとぴあ亭千円落語
完売
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

5/26水
  ～30日
ペガサスホール

ナカハチ・オン・タイム♯15
全席指定　4,000円　M3,600円
     問井上事務所 203-3901-3171（平日10:00～18:00）

4/14水
18:30
つつじホール

4/17土
16:00
さくらホール  

4/23金
  ～25日
つつじホール

4/29木
～5/5水
ペガサスホール

5/12水
  ～16日
展示ホール

ナカゴー本公演『堀船のマッチポンプ』
ほりぶん第8回公演『これしき』
　　　※詳細は2面

劇想からまわりえっちゃん
『チャンバラ茶番!  一生懸命えいえいおー』
           問劇想からまわりえっちゃん 2080-5318-9065

東京ヴォードヴィルショー『終われない男たち』
※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13:00～16:00）

5/8土
13:00
ペガサスホール

5/23日
15:00
さくらホール 

5/23日
16:00
つつじホール 

第32回きたくなるまち区民寄席
全席指定　1階席 完売
                  2階席 2,800円　M2,520円　U-25 1,400円
         問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

4/4日
14:00
さくらホール 

5/16日
14:00
さくらホール 

北区民オーケストラ 第34回定期演奏会　
※詳細は2面
       

北とぴあ日本の伝統音楽祭
※詳細は2面
       

ほ

ほ

ほ

韓国新人劇作家シリーズ第6弾　
※詳細は2面
       

4/  1木～4/12月
アート書作品展（小泉みすずのアート書教室）
4/１5木～4/26月
わくわく☆広場の活動紹介（子どもわくわく課）
4/１6金～4/26月
パステル画展（北パステル会）
4/29木    ～5/10月
えんぴつ画（北芯会）
5/１3木～5/24月
フォト集団写励人作品展（フォト集団写励人）
5/１4金～5/23日
昭和町長寿会書展（昭和町長寿会）
5/27木～6/  7月
赤羽おえかきクラブ展覧会（おえかきクラブ「ＯＹＡＫＯ」）

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）

【問い合わせ】203-6338-5711（9：00 ～ 17：00）
          kcf_bunkasinkou@kitabunka.or.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。 

北とぴあ国際音楽祭2020
「フランス・バロック・オペラの栄華」公演より

2 3

4ー5月北区文化振興財団イベントカレンダー（主催・共催等） この情報は2/28（日）現在の情報です。

ほくとぴあメンバーズ新規会員募集中
年会費 1,500円でうれしい5つの特典!

特典1 特典2 特典5

特典3 特典4

チケットの
割引販売

チケットの
電話申込

チケットの
先行販売

公演情報の
送付

公演招待・出演者の
サイン色紙等プレゼント

＊              ほくとぴあチケットオンライン
   https://p-ticket.jp/kitabunka
   「新規登録」から登録完了後、マイページ
   の「入会申込」よりお手続きください。
＊       北とぴあ１階チケット売場

ご入会方法

窓口

オンライン

レベルアップワークショップ活動報告
昨年度のココキタでは３つのワークショップを開催しました。今年度も面白いワークショップを企画中です！お楽しみに！

レベルアップワークショップ第一弾 レベルアップワークショップ第三弾

爪形成やマニキュアの基本からはじまり、
ジェルネイルの様々な技法を学びました。好
きなデザインをデッサンに起こし、自分の爪に
合わせて形を整えたネイルチップに実際に
塗って・・・自分だけのネイルが完成！爪に付
けてみるとピッタリ。大満足な3日間でした。

「チャレンジ！ネイルアート」

美術や彫刻に興味のある中高生を対象に、彫刻の制作プロセスからメン
テナンスまで学ぶ目的で2日間にわたり開催されました。参加した中学生は
8名。東海大学課程資格教育センター准教授・篠原聰さんをはじめとする
美術や彫刻を専門とする講師陣を迎え、ふだん触れる機会のない美術作
品に実際に触れてみることでより理解を深めることが出来ました。

触る楽しさ～彫刻を手と目でみよう！～

講師
宮原麻由
（apua total 
beauty salon）

5月22日～30日詳細は順次HPにて発表します。

参加無料

ほ

ほ

ほ

ほ

開催

音楽制作に興味のある中高生５名が参加しました。初日はDTMの基礎知
識と機材の扱い方を学びました。扱い方もすぐに上達し、音楽制作に没頭。
それぞれ自分の音楽性を発揮し、最終日には１分から2分のオリジナル
楽曲を完成させました。

途中からは音楽性に合わせ
個別レクチャーに

音楽制作ソフトCubasis

レベルアップワークショップ第二弾
初心者のためのDTM
（デスクトップミュージック）入門講座
2021年1月16・17・24日

講師

Dr.Usui
（ドクターウスイ）
音楽クリエイター

2020年11月22・23日 2021年1月24・31日・2月7日

北区民オーケストラ 第34回定期演奏会 リハーサル公開
クラシックコンサートに行くことが難しい障がいのある方・その家族・
介助者対象（要往復はがき申込4/23締切）※詳しくは財団HP
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

人形劇団むすび座『オズのまほうつかい』
※詳細は2面

問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

5/15土
18:00
さくらホール 

6

北区民オーケストラ
       定期演奏会

全席指定    　    一般1,000円   　 　900円   
5/16
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17：00）

14：00開演（13:20開場）日

第34回
2年ぶりの定期演奏会。重厚感、異国情緒、
ロマンにあふれるプログラムです。
長い自粛の期間、演奏できる歓びと皆様に
聴いて頂ける歓びを、実感してきました。
区民オケの熱い思いを音楽に乗せて伝えます。

リムスキー =コルサコフ: 『シェヘラザード』
ベートーヴェン: 『レオノーレ』序曲第３番
バルトーク: 『ハンガリーの風景』

予定曲北区民オーケストラ演奏高橋俊之指揮

発売中!北とぴあ さくらホール

6
全席自由    　    一般4,200円   　 　3,700円   
5/23
【問い合わせ】THE MUSIC PLANT 203-5944-6187（平日11:00～18:00） mplant@mplant.com
                 ※不在の場合は留守番電話にお客様の連絡先も必ずお残しください

【問い合わせ】韓国新人劇作家シリーズ実行委員会 2050-3567-0407　https://koridora.themedia.jp/

16：00開演（15:15開場）日

発売中!

北とぴあ つつじホール

北とぴあ日本の伝統音楽祭 来場者全員に
日本のおいしい
お土産もあり!

輝＆輝
（白藤ひかり
武田佳泉）

津軽三味線

全国に伝わる伝統歌や、
津軽三味線の音に耳を傾け、
日本の今も生き続ける
伝統文化に触れる。
ロビーでは和小物や
藍染グッズなどもご紹介。

松田美緒
歌

愛の場面

北とぴあ国際音楽祭2021 information
今年12月に上演予定のオペラはフランス・バロック音楽の大家ジャン=バティスト・リュリ作曲の《アルミード》です。
このオペラには当時の観客が楽しみにしていたお決まりの要素が散りばめられています。
ここでは《アルミード》に出てくる大事な要素を、昨年開催した「フランス・バロック・オペラの栄華」公演からすこしだけご紹介します！

　魔法の力でルノーは十字軍の戦士としての
使命は忘れすっかりアルミードに惚れてしま
い、蜜月の時を過ごす二人。純粋な恋心を抱
くアルミードは、できることならこの恋を全うし
たいと思っています。でも自分の使命は果たさ
ないといけないとも思い、精霊たちに相談ごと
をしてくるので待っていてほしいとルノーに伝
えます。でもいったん離れたらこの恋は終わっ
てしまうのではという嫌な予感も・・・。官能的
でありながら切ないシーンでもあります。この
あと二人はどうなってしまうのでしょう？

12/10   ・12
【問い合わせ】北区文化振興財団 
203-5390-1221（平日9:00～17:00）

日金

発売情報などの詳細は今後のエンジョイ北区で
お知らせします。リュリ作曲 オペラ《アルミード》

悲劇の場面
　主人公である魔女アルミードには敵軍の騎士
ルノーを殺さなくてはならない使命があります。で
もいざ剣を振り下ろすとき、ルノーの美しい顔を見
て一瞬にして恋に落ち、殺意が鈍ってしまいます。
殺さなくてはならない使命と自分の恋心とで急に
心が揺れ始め、自分は強い女だったのにどうして
こんなことで迷っているのかと葛藤します。このア
ルミードの葛藤こそがここでの悲劇なんですね。
　モノローグ（独白の場面）というオペラのなかの
一つの見せ場である長台詞で書かれた、後々ま
で語り継がれる名場面です。

ピエール=フランソワ・ドレ演出・振付・バロックダンス

寺神戸 亮指揮・ヴァイオリン レ・ボレアード合唱・管弦楽

クレール・ルフィリアートル、アンデス・J・ダーリン ほか歌手

全席自由      　    一般各1,000円　高校生以下各500円              各1割引  北とぴあ さくらホール

北とぴあ さくらホール

【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

 

 

JCDA合唱の祭典2021
第21回北とぴあ合唱フェスティバル

「合唱」ってすばらしい！！！

小・中・高NHK全国学校音楽コンクール課題曲講習会

今年はライブとオンライン配信で充実のコンサートと講習会をお届けします。
きっと何かに出会えることをお約束します。

64/19㊊一般発売

6/18 ～20 日金

6/19 土 小学校の部
14：00開始予定

中学校の部
16：00開始予定

高等学校の部
18：00開始予定

〈講習会〉第2回 田中信昭 合唱指揮マスタークラス 他

日 14：00開演予定

クロージングコンサート「合唱ってすばらしい!!」（仮題）
6/20
全席自由      　    一般2,500円              2,250円 

詳細はJCDA日本合唱指揮者協会公式HP https://jcda1963.jp/にて随時ご案内いたします！

新型コロナウイルス感染拡大の状況により、
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。

劇想からまわりえっちゃん
公式プロモーションビデオ
https://youtu.be/b9-SV9VXoeI

『チャンバラ茶番！ 一生懸命えいえいおー』インタビュー

窪田美沙編
https://youtu.be/YwHdVq2ylaM

土屋シオン編
https://youtu.be/b9-SV9VXoeI

劇想からまわりえっちゃん

金 日4/23   ～25
北とぴあ つつじホール

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、現在北とぴあパイプオルガン演奏
会の開催を見合わせています。再開時期が決まりましたら、当財団のホームページ
や今後のエンジョイ北区に情報を掲載いたします。

パイプオルガンってどんな楽器？
　皆さんは、北とぴあ1階玄関エント
ランスホールにあるパイプオルガン
をご存知ですか？「オルガン」と聞い
て、昔小学校にあった「足踏みオル
ガン」を思い浮かべる方も多いので
はないでしょうか。あの楽器の正式
名は「リードオルガン」で、リード
（＝薄い真鍮製の板）に風を当てて
振動させ音を出す仕組みです。
　一方「パイプオルガン」はというと、パイプ（＝リコーダーと同じ構造
の笛）に風を送って鳴らす、言わば管楽器の集合体。「楽器の女王」や
「一台でオーケストラ」などの異名を持ち、壮麗な外観もさることなが
ら、多彩な音色がその魅力と言えるでしょう。また設置される空間に合
わせてオーダーメイドされるため、それぞれが個性豊かな「世界に一
台だけのオルガン」でもあります。  　
　演奏会が再開されたらぜひ北とぴあのオルガンに会いにいらしてく
ださいね。そしてお気に入りのパイプオルガンを求めて、聴き比べ散歩
も楽しいかもしれません。    （北とぴあオルガンアドバイザー　荻野由美子）

人形劇団むすび座
オズのまほうつかい

 
5/23
【問い合わせ】きたく子ども劇場 203-3919-2990（平日10:00～18:00）

※4歳以上からチケットが
　必要。3歳以下は保護者
　の膝上鑑賞無料。15：00開演日

全席指定    　    一般3,800円   　 　3,400円  
0

北とぴあ さくらホール 4/6㊋一般発売

むすび座の〈オズのまほうつかい〉はドロシーだけ
ではなく、カカシもブリキもライオンも子どもです。
3にんは自分に自信がなく自分を好きになれませ
ん。そして、エメラルドの都に行けばオズの魔法で
悩みが解決して自分を好きになることができる、
と信じています。・・・でもそれは本当に魔法で叶
えられるものでしょうか？

6
全席自由  　　一般4,000円    　    3,500円   

4/10㊏一般発売

韓国新人劇作家シリーズ第6弾
『今日とは違いますように』（演出：吉村ゆう）
『家族芝居』（演出：金世一）
『たいまつ』日韓共同制作（演出：ヤン・ヒョユン）
『親切なエイミ先生の一日』（演出：鈴木アツト）

5月26日(水)　19:00
5月27日(木)　14:00 ／ 19:00
5月28日(金)　14:00 ／ 19:00
5月29日(土)　11:00 ／ 15:00 ／ 19:00
5月30日(日)　11:00 ／ 15:00

5/26   ～30水 日

全4作品を各回2作品
ずつ上演します。
各回の上演作品は、
下記ホームページを
ご覧ください。

※公演詳細は財団ホームページをご覧ください。

YouTubeでインタビュー動画を公開中！

チャンバラ茶番！
一生懸命えいえいおー

発売中!

【問い合わせ】劇想からまわりえっちゃん 2080-5318-9065

【問い合わせ】
info@nakagoo.com

【問い合わせ】
horibun333@yahoo.co.jp 6

3/27㊏一般発売

北とぴあ15階 ペガサスホール

韓国の新人作家の登竜門「新春文芸」受
賞作品を日本で翻訳・上演するプロジェ
クト〈韓国新人劇作家シリーズ〉第6弾。
上記4作品を2本立てでお贈りします。

祝
祝

韓国新人劇作家シリーズ第5弾より

祝

※この他に割引あり。詳しくは下記HP。



ナカゴー本公演

堀船のマッチポンプ これしき
ほりぶん第8回公演

ほりぶん『これしき』ナカゴー『堀船のマッチポンプ』

2021年のゴールデンウィークに、「ナカゴー」「ほりぶん」の最新作を連続上演いたします。

作・演出  鎌田 順也 水・祝4/29 ～5/5木・祝

各公演　全席自由  　      一般3,000円　　　2,000円 北とぴあ15階 ペガサスホール

※開場は開演の
　30分前

4/29(木・祝) 4/30(金) 5/1(土) 5/2(日) 5/3(月・祝) 5/5(水・祝)5/4(火・祝)

15:00ほりぶん 15:00ナカゴー
19:00ナカゴー

15:00ほりぶん
19:00ナカゴー19:00ほりぶん

15:00ナカゴー
19:00ほりぶん

16:00ほりぶん
13:00ナカゴー

19:00ナカゴー
16:00ナカゴー
13:00ほりぶん

19:00ほりぶん
14:00ナカゴー
17:00ほりぶん

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

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。

         

第33回北彫展
入場無料　※詳細は1面

ほくとぴあ亭千円落語
完売
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

5/26水
  ～30日
ペガサスホール

ナカハチ・オン・タイム♯15
全席指定　4,000円　M3,600円
     問井上事務所 203-3901-3171（平日10:00～18:00）

4/14水
18:30
つつじホール

4/17土
16:00
さくらホール  

4/23金
  ～25日
つつじホール

4/29木
～5/5水
ペガサスホール

5/12水
  ～16日
展示ホール

ナカゴー本公演『堀船のマッチポンプ』
ほりぶん第8回公演『これしき』
　　　※詳細は2面

劇想からまわりえっちゃん
『チャンバラ茶番!  一生懸命えいえいおー』
           問劇想からまわりえっちゃん 2080-5318-9065

東京ヴォードヴィルショー『終われない男たち』
※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13:00～16:00）

5/8土
13:00
ペガサスホール

5/23日
15:00
さくらホール 

5/23日
16:00
つつじホール 

第32回きたくなるまち区民寄席
全席指定　1階席 完売
                  2階席 2,800円　M2,520円　U-25 1,400円
         問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

4/4日
14:00
さくらホール 

5/16日
14:00
さくらホール 

北区民オーケストラ 第34回定期演奏会　
※詳細は2面
       

北とぴあ日本の伝統音楽祭
※詳細は2面
       

ほ

ほ

ほ

韓国新人劇作家シリーズ第6弾　
※詳細は2面
       

4/  1木～4/12月
アート書作品展（小泉みすずのアート書教室）
4/１5木～4/26月
わくわく☆広場の活動紹介（子どもわくわく課）
4/１6金～4/26月
パステル画展（北パステル会）
4/29木    ～5/10月
えんぴつ画（北芯会）
5/１3木～5/24月
フォト集団写励人作品展（フォト集団写励人）
5/１4金～5/23日
昭和町長寿会書展（昭和町長寿会）
5/27木～6/  7月
赤羽おえかきクラブ展覧会（おえかきクラブ「ＯＹＡＫＯ」）

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）

【問い合わせ】203-6338-5711（9：00 ～ 17：00）
          kcf_bunkasinkou@kitabunka.or.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。 

北とぴあ国際音楽祭2020
「フランス・バロック・オペラの栄華」公演より

2 3

4ー5月北区文化振興財団イベントカレンダー（主催・共催等） この情報は2/28（日）現在の情報です。

ほくとぴあメンバーズ新規会員募集中
年会費 1,500円でうれしい5つの特典!

特典1 特典2 特典5

特典3 特典4

チケットの
割引販売

チケットの
電話申込

チケットの
先行販売

公演情報の
送付

公演招待・出演者の
サイン色紙等プレゼント

＊              ほくとぴあチケットオンライン
   https://p-ticket.jp/kitabunka
   「新規登録」から登録完了後、マイページ
   の「入会申込」よりお手続きください。
＊       北とぴあ１階チケット売場

ご入会方法

窓口

オンライン

レベルアップワークショップ活動報告
昨年度のココキタでは３つのワークショップを開催しました。今年度も面白いワークショップを企画中です！お楽しみに！

レベルアップワークショップ第一弾 レベルアップワークショップ第三弾

爪形成やマニキュアの基本からはじまり、
ジェルネイルの様々な技法を学びました。好
きなデザインをデッサンに起こし、自分の爪に
合わせて形を整えたネイルチップに実際に
塗って・・・自分だけのネイルが完成！爪に付
けてみるとピッタリ。大満足な3日間でした。

「チャレンジ！ネイルアート」

美術や彫刻に興味のある中高生を対象に、彫刻の制作プロセスからメン
テナンスまで学ぶ目的で2日間にわたり開催されました。参加した中学生は
8名。東海大学課程資格教育センター准教授・篠原聰さんをはじめとする
美術や彫刻を専門とする講師陣を迎え、ふだん触れる機会のない美術作
品に実際に触れてみることでより理解を深めることが出来ました。

触る楽しさ～彫刻を手と目でみよう！～

講師
宮原麻由
（apua total 
beauty salon）

5月22日～30日詳細は順次HPにて発表します。

参加無料

ほ

ほ

ほ

ほ

開催

音楽制作に興味のある中高生５名が参加しました。初日はDTMの基礎知
識と機材の扱い方を学びました。扱い方もすぐに上達し、音楽制作に没頭。
それぞれ自分の音楽性を発揮し、最終日には１分から2分のオリジナル
楽曲を完成させました。

途中からは音楽性に合わせ
個別レクチャーに

音楽制作ソフトCubasis

レベルアップワークショップ第二弾
初心者のためのDTM
（デスクトップミュージック）入門講座
2021年1月16・17・24日

講師

Dr.Usui
（ドクターウスイ）
音楽クリエイター

2020年11月22・23日 2021年1月24・31日・2月7日

北区民オーケストラ 第34回定期演奏会 リハーサル公開
クラシックコンサートに行くことが難しい障がいのある方・その家族・
介助者対象（要往復はがき申込4/23締切）※詳しくは財団HP
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

人形劇団むすび座『オズのまほうつかい』
※詳細は2面

問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

5/15土
18:00
さくらホール 

6

北区民オーケストラ
       定期演奏会

全席指定    　    一般1,000円   　 　900円   
5/16
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17：00）

14：00開演（13:20開場）日

第34回
2年ぶりの定期演奏会。重厚感、異国情緒、
ロマンにあふれるプログラムです。
長い自粛の期間、演奏できる歓びと皆様に
聴いて頂ける歓びを、実感してきました。
区民オケの熱い思いを音楽に乗せて伝えます。

リムスキー =コルサコフ: 『シェヘラザード』
ベートーヴェン: 『レオノーレ』序曲第３番
バルトーク: 『ハンガリーの風景』

予定曲北区民オーケストラ演奏高橋俊之指揮

発売中!北とぴあ さくらホール

6
全席自由    　    一般4,200円   　 　3,700円   
5/23
【問い合わせ】THE MUSIC PLANT 203-5944-6187（平日11:00～18:00） mplant@mplant.com
                 ※不在の場合は留守番電話にお客様の連絡先も必ずお残しください

【問い合わせ】韓国新人劇作家シリーズ実行委員会 2050-3567-0407　https://koridora.themedia.jp/

16：00開演（15:15開場）日

発売中!

北とぴあ つつじホール

北とぴあ日本の伝統音楽祭 来場者全員に
日本のおいしい
お土産もあり!

輝＆輝
（白藤ひかり
武田佳泉）

津軽三味線

全国に伝わる伝統歌や、
津軽三味線の音に耳を傾け、
日本の今も生き続ける
伝統文化に触れる。
ロビーでは和小物や
藍染グッズなどもご紹介。

松田美緒
歌

愛の場面

北とぴあ国際音楽祭2021 information
今年12月に上演予定のオペラはフランス・バロック音楽の大家ジャン=バティスト・リュリ作曲の《アルミード》です。
このオペラには当時の観客が楽しみにしていたお決まりの要素が散りばめられています。
ここでは《アルミード》に出てくる大事な要素を、昨年開催した「フランス・バロック・オペラの栄華」公演からすこしだけご紹介します！

　魔法の力でルノーは十字軍の戦士としての
使命は忘れすっかりアルミードに惚れてしま
い、蜜月の時を過ごす二人。純粋な恋心を抱
くアルミードは、できることならこの恋を全うし
たいと思っています。でも自分の使命は果たさ
ないといけないとも思い、精霊たちに相談ごと
をしてくるので待っていてほしいとルノーに伝
えます。でもいったん離れたらこの恋は終わっ
てしまうのではという嫌な予感も・・・。官能的
でありながら切ないシーンでもあります。この
あと二人はどうなってしまうのでしょう？

12/10   ・12
【問い合わせ】北区文化振興財団 
203-5390-1221（平日9:00～17:00）

日金

発売情報などの詳細は今後のエンジョイ北区で
お知らせします。リュリ作曲 オペラ《アルミード》

悲劇の場面
　主人公である魔女アルミードには敵軍の騎士
ルノーを殺さなくてはならない使命があります。で
もいざ剣を振り下ろすとき、ルノーの美しい顔を見
て一瞬にして恋に落ち、殺意が鈍ってしまいます。
殺さなくてはならない使命と自分の恋心とで急に
心が揺れ始め、自分は強い女だったのにどうして
こんなことで迷っているのかと葛藤します。このア
ルミードの葛藤こそがここでの悲劇なんですね。
　モノローグ（独白の場面）というオペラのなかの
一つの見せ場である長台詞で書かれた、後々ま
で語り継がれる名場面です。

ピエール=フランソワ・ドレ演出・振付・バロックダンス

寺神戸 亮指揮・ヴァイオリン レ・ボレアード合唱・管弦楽

クレール・ルフィリアートル、アンデス・J・ダーリン ほか歌手

全席自由      　    一般各1,000円　高校生以下各500円              各1割引  北とぴあ さくらホール

北とぴあ さくらホール

【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

 

 

JCDA合唱の祭典2021
第21回北とぴあ合唱フェスティバル

「合唱」ってすばらしい！！！

小・中・高NHK全国学校音楽コンクール課題曲講習会

今年はライブとオンライン配信で充実のコンサートと講習会をお届けします。
きっと何かに出会えることをお約束します。

64/19㊊一般発売

6/18 ～20 日金

6/19 土 小学校の部
14：00開始予定

中学校の部
16：00開始予定

高等学校の部
18：00開始予定

〈講習会〉第2回 田中信昭 合唱指揮マスタークラス 他

日 14：00開演予定

クロージングコンサート「合唱ってすばらしい!!」（仮題）
6/20
全席自由      　    一般2,500円              2,250円 

詳細はJCDA日本合唱指揮者協会公式HP https://jcda1963.jp/にて随時ご案内いたします！

新型コロナウイルス感染拡大の状況により、
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。

劇想からまわりえっちゃん
公式プロモーションビデオ
https://youtu.be/b9-SV9VXoeI

『チャンバラ茶番！ 一生懸命えいえいおー』インタビュー

窪田美沙編
https://youtu.be/YwHdVq2ylaM

土屋シオン編
https://youtu.be/b9-SV9VXoeI

劇想からまわりえっちゃん

金 日4/23   ～25
北とぴあ つつじホール

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、現在北とぴあパイプオルガン演奏
会の開催を見合わせています。再開時期が決まりましたら、当財団のホームページ
や今後のエンジョイ北区に情報を掲載いたします。

パイプオルガンってどんな楽器？
　皆さんは、北とぴあ1階玄関エント
ランスホールにあるパイプオルガン
をご存知ですか？「オルガン」と聞い
て、昔小学校にあった「足踏みオル
ガン」を思い浮かべる方も多いので
はないでしょうか。あの楽器の正式
名は「リードオルガン」で、リード
（＝薄い真鍮製の板）に風を当てて
振動させ音を出す仕組みです。
　一方「パイプオルガン」はというと、パイプ（＝リコーダーと同じ構造
の笛）に風を送って鳴らす、言わば管楽器の集合体。「楽器の女王」や
「一台でオーケストラ」などの異名を持ち、壮麗な外観もさることなが
ら、多彩な音色がその魅力と言えるでしょう。また設置される空間に合
わせてオーダーメイドされるため、それぞれが個性豊かな「世界に一
台だけのオルガン」でもあります。  　
　演奏会が再開されたらぜひ北とぴあのオルガンに会いにいらしてく
ださいね。そしてお気に入りのパイプオルガンを求めて、聴き比べ散歩
も楽しいかもしれません。    （北とぴあオルガンアドバイザー　荻野由美子）

人形劇団むすび座
オズのまほうつかい

 
5/23
【問い合わせ】きたく子ども劇場 203-3919-2990（平日10:00～18:00）

※4歳以上からチケットが
　必要。3歳以下は保護者
　の膝上鑑賞無料。15：00開演日

全席指定    　    一般3,800円   　 　3,400円  
0

北とぴあ さくらホール 4/6㊋一般発売

むすび座の〈オズのまほうつかい〉はドロシーだけ
ではなく、カカシもブリキもライオンも子どもです。
3にんは自分に自信がなく自分を好きになれませ
ん。そして、エメラルドの都に行けばオズの魔法で
悩みが解決して自分を好きになることができる、
と信じています。・・・でもそれは本当に魔法で叶
えられるものでしょうか？

6
全席自由  　　一般4,000円    　    3,500円   

4/10㊏一般発売

韓国新人劇作家シリーズ第6弾
『今日とは違いますように』（演出：吉村ゆう）
『家族芝居』（演出：金世一）
『たいまつ』日韓共同制作（演出：ヤン・ヒョユン）
『親切なエイミ先生の一日』（演出：鈴木アツト）

5月26日(水)　19:00
5月27日(木)　14:00 ／ 19:00
5月28日(金)　14:00 ／ 19:00
5月29日(土)　11:00 ／ 15:00 ／ 19:00
5月30日(日)　11:00 ／ 15:00

5/26   ～30水 日

全4作品を各回2作品
ずつ上演します。
各回の上演作品は、
下記ホームページを
ご覧ください。

※公演詳細は財団ホームページをご覧ください。

YouTubeでインタビュー動画を公開中！

チャンバラ茶番！
一生懸命えいえいおー

発売中!

【問い合わせ】劇想からまわりえっちゃん 2080-5318-9065

【問い合わせ】
info@nakagoo.com

【問い合わせ】
horibun333@yahoo.co.jp 6

3/27㊏一般発売

北とぴあ15階 ペガサスホール

韓国の新人作家の登竜門「新春文芸」受
賞作品を日本で翻訳・上演するプロジェ
クト〈韓国新人劇作家シリーズ〉第6弾。
上記4作品を2本立てでお贈りします。

祝
祝

韓国新人劇作家シリーズ第5弾より

祝

※この他に割引あり。詳しくは下記HP。



正岡子規が死の数時間前に病床
で書いた3句。句の位置や行の乱れ
など、その息遣いが感じられます。

歌人として活躍した正岡子規の一面と、子規
に影響を受けた田端の歌よみたちを紹介する
展覧会です。歌人たちの書幅を数多く展示し
ているほか、芥川龍之介直筆の短歌作品も公
開しています。三十一文字に込められた歌人
たちの想いをご堪能ください。

正岡子規の
系譜
～田端の歌よみたち～

展覧会レポート

※休館日を除く開催中 5/5 水・祝～

正
岡
子
規

「
絶
筆
三
句
」（
複
製
）

「僕の詩歌に対する眼は（略）茂吉に
あけて貰った」というほど芥川に強い
影響を与えたアララギ派歌人の斎藤
茂吉。葉書には茂吉の歌が収録。

斎藤茂吉 芥川龍之介宛葉書（大正8年）初公開！

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊本展の注目資料＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

全席指定　　　        Pコード：193-844　S席:一般5,000円             4,500円    U-25  2,500円　
A席:一般4,500円             4,050円    U-25  2,250円

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　3月25日発行

          公演情報
 ツイートしてます
          @kcf_infohttps://kitabunka.or.jp/　  
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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）

https://kitabunka.
or.jp/tabata/

●4・5月の
休館日：

4/5・12・19・26・30
5/6～14・17・24・31

田端
文士村
記念館

〒114-0014
北区田端6－1－2

入場料・参加費
無料

@bunshimura

※指定席公演の開場時間は、特に表記のない限り開演の30分前です。

6
全席自由             一般1,000円  　 900円  
7/10
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17：00）

 ほ
5/13㊍一般発売

6
5/7㊎一般発売

13：00開演土 北とぴあ15階 ペガサスホール

平塚らいてう没後50年を記念して、若き日から田端
時代までを中心に、その足跡をご紹介します。

～青鞜から新婦人協会までの軌跡～
平塚らいてう没後50年

平塚らいてう

田端の工房にて
作品制作中の板谷波山

ほくとぴあ亭千円落語
～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♪

彫刻の世界にふれてみませんか？
日本芸術院会員である川崎普照を
はじめ、北区にゆかりのある彫刻家
の作品を展示します。

講 座

往復はがきで4/26（月）まで（必着）（定員40名）申込

往信用裏面：①講座名・開催日 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

〒114-0014 北区田端6-1-2  田端文士村記念館E係
１通につき1名（同居家族に限り2名まで可）。

申込方法

1

5/16 日 13：00開演（12：30開場）

ありし日の田端に集った芸術家たちの暮らしぶりに
ついて、彼らの残した作品と絡めてお話します。

～芸術家村の暮らしとは～

心豊かな
田端の芸術家たち

往復はがきで5/31（月）まで（必着）（定員40名）申込

6/20 日 13：00開演（12：30開場）

全席指定　　　        Pコード：193-102
一般2,500円   　 2,250円　小学生以下1,500円
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17：00）

7/17 ①10：30開演 ②14：00開演土

 

金管五重奏のズーラシアンブラスと弦楽器とピアノの弦うさぎ達…
動物たちが織りなす不思議なクラシックコンサート「音楽の絵本」の世界へようこそ！

【北区民特別先行販売】5/8（土）～5/10（月）
ほくとぴあチケットオンライン（web/要事前登録）のみ。
お一人様4枚まで。予定枚数がなくなり次第終了。

ルスランとリュドミラ序曲
わらの中の七面鳥
踊ろう楽しいポーレチケ
この素晴らしき世界
ピクニックのマーチ ほか

予定曲▼弦うさぎ（ピアノ五重奏）
バイオリン：メグ、エイミー
ビオラ：ハンナ
チェロ：ジョー
ピアノ：ベス

▼ズーラシアンブラス（金管五重奏）
指揮：オカピ
トランペット：インドライオン、ドゥクラングール
ホルン：マレーバク
トロンボーン：スマトラトラ
チューバ：ホッキョクグマ

出演

パレストリーナ：鹿が慕いあえぐように／ヘンデル：ハレルヤ
バッハ：主よ、人の望みの喜びよ／メンデルスゾーン：おお雲雀
髙田三郎：雪の日に／小林秀雄：落葉松／木下牧子：方舟 ほか

予定曲名島啓太指揮
岩井智宏ピアノ

0 歳からの
クラシック
コンサート

第33回

北 彫 展

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

5/12   ～16
10：00～19：00（最終日のみ18:00）
●４/２６（月）～5/1６（日）北とぴあ１階
    区民プラザでプレ展示開催

日水

北とぴあ 地下１階 展示ホール

熱帯JAZZ楽団

北区民混声合唱団
第30回定期演奏会

「音楽はエンターテイメントだ！」2021年・夏、最高のラテン・
ジャズ・ビックバンドと共有する、唯一無二の音楽体験！

サマーライブ＠北とぴあ
25th
Anniversary

【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

8/28 17：00開演土

5/13㊍一般発売

北とぴあ さくらホール
6

ラストダンスは私に、キャラバン、
アフリカン・シンフォニー ほか

予定曲カルロス菅野
熱帯JAZZ楽団

出演

Guest Vocal
CHAKA

 
 

全席指定　　　一般1,000円　　　900円
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17：00）

6/27 14：00開演（13:20開場）日
北とぴあ さくらホール
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■田端文士村記念館　
        北区田端 6-1-2
203-5685-5171
■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

■東京都北区文化芸術活動拠点ココキタ　
       北区豊島 5-3-13
203-3913-8363
■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 

●さくらホール（大ホール）
●つつじホール（小ホール）

■北とぴあ　
       北区王子 1-11-1
203-5390-1100

■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

25団体程度募集枠

演劇祭で公演したい団体募集！プロ・アマ問いません。
応募締切 4/19（月）必着

応募条件 ❶区内在住、在勤、在学の方を中心とした演劇グループ
   （ダンスのみ、一人芝居は不可）

❷1劇団１公演 
❸上演時間２時間以内 
❹入場料1,000円以内 
❺つつじホール公演は200名以上、
   ペガサスホール公演は60名以上の来場見込みがあること

会　場 北とぴあつつじホール(客席数402)
北とぴあペガサスホール(客席数130)

申込方法 北とぴあ演劇祭公式サイトから応募用紙をダウンロードして、
必要事項を記入のうえ、北区文化振興財団まで郵送
※応募用紙は郵送でもお送りします。ご希望の方は、返信用封筒に氏名・宛先を明記のうえ、
   84円切手を貼付して下記申込先までお送りください。

選　定 企画書の内容を参考に、実行委員会で参加劇団を選定します。

※この他にも応募条件あり。詳細は北とぴあ演劇祭公式サイトをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、応募条件が変更となる場合があります。

4/13（火）19:00～ 
会場：北とぴあ内会議室

団体参加枠
一人でも演劇祭に参加できるプログラム。初心者大歓迎
【あなたも舞台に立てる！区民上演プロジェクト】

初心者でも6回のワークショップで脚本が書ける！ 作品はリーディング発表のチャンスあり！

経験不問、原則北区在住・在学の
中学生、高校生

対 象

定 員 20名（定員になり次第締切）
日 程 5月～10月（予定）

参加費 無料

演劇をやってみたい中学生・高校生募集！
学校の枠を超えて作る「学外演劇部」です。
北とぴあ演劇祭でその成果を披露！

一般の方が演技を学び体験できる場。全8回の
ワークショップで、北とぴあ演劇祭の舞台を目指す！

経験不問、中学生以上対 象
日 程 7月～9月（予定）

参加費 北区在住・在勤・在学の方4,000円
一般8,000円

定 員 20名 ※応募者多数の場合は、北区民で
初参加者を優先します。

中高生劇団 北区演技塾

ワークショップ・講座

北とぴあ演劇祭
2021
参加者大募集！

■脚本ワークショップ

舞台照明の役割、効果を北とぴあ内の劇場で体感しながら学びます。
■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！
■舞台美術ワークショップ

実演を交えたレクチャー、所作や舞踊の稽古、さらには大衆演劇のメイクまで体験！
■大衆演劇ワークショップ

■ダンス・アクションワークショップ

この他にも、個人参加枠としてワークショップ、講座を予定しています。
詳しくは、今後のエンジョイ北区、北とぴあ演劇祭公式サイト等でお知らせします。

北とぴあ演劇祭事務局［北区文化振興財団内］
（〒114-8503 北区王子1-11-1 北とぴあ10階）  203-5390-1221（平日9:00～17:00）    www.hokutopiaengekisai.com 

申込・問い合わせ

個人参加枠

事前相談会〈オープンサロン〉

より詳しい内容は公式サイトをチェック！
www.hokutopiaengekisai.com

北区文化振興財団
ホームページ

※2歳以下は保護者の膝上鑑賞無料。
　お席が必要な場合はチケットをお求めください。
※公演時間は90分を予定しています（途中休憩あり）。

北とぴあ さくらホール
05/12㊌一般発売

入場無料

村山 哲
「旅路」
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正岡子規
©松山市立子規記念博物館

世界と日本の合唱名曲の歴史 ～ルネサンスから現代まで～

■■
 

■■
■■

 

　
　
　
　
　

 

　 ■■

林
家
け
い
木

■■

 

■■
■■

 

　
　
　
　
　

 

　 ■■

立
川
志
ら
鈴

■■

 

■■
■■

 

　
　
　
　
　

 

　 ■■

昔
昔
亭
昇

7 回月の

演
目

ね
ず
み

■■

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■■
■■

 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　 ■■

三
遊
亭
好
吉

※申込開始・締切日等は決まり次第演劇祭サイト等でお知らせします。


