
●問い合わせ
203-5685-5171 
https://kitabunka.
or.jp/tabata/

田端
文士村
記念館

〒114-8523
北区田端6－1－2

@bunshimura

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/ 　◆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割引  ほくとぴあメンバーズの方は割引価格で購入できます。

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：100,000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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※開場時間は、特に表記のない限り開演の30分前です。

北区文化振興財団
ホームページ

●4・5月の休館日：
4/4・11・18・25
5/9～20・23・30

開館時間10：00～17：00
（入館は16：30まで）
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北
彫
展

第34回

ウットリ美音に酔い、ムハハと笑い転げる「幸福一直線」

チャイコフスキー、ラフマニノフ、ボロディン「珠玉の名曲」を歌に乗せて!

6

入場無料5/11   ～15
【問い合わせ】北区文化振興財団203-６３３８-５７１１(月曜除く９：００～１７：００)

10：00～19：00（最終日のみ18：00）水 日
北とぴあ地下１階 展示ホール

宮川彬良＆
アンサンブル・ベガ in 北とぴあ

北区民混声合唱団
第31回定期演奏会

4/25（月）～5/15（日）北とぴあ１階区民プラザでプレ展示開催

発売中! 北とぴあ さくらホール

北とぴあ
さくらホール

5/18㊌一般発売北とぴあ さくらホール

全席指定           　　  Pコード：211-958　
一般3,800円   　 　3,000円   小学生以下1,500円   

8/20

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

14：00開演土
ほ

全席指定             一般1,000円     　 　900円 
6/19
【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
ほ

予定曲
すみれの花咲く部屋
ビートルズナンバー
僕らのインベンション
宇宙戦艦ヤマト、室内楽のためのモンタージュ  ほか

予定曲 ボロディン：ダッタン人の踊り
ラフマニノフ：ヴォカリーズ
チャイコフスキー：白鳥の湖、花のワルツ
                       ともしび、黒い瞳 ほか

指揮 名島啓太
演奏 北区民混声合唱団

ピアノ 岩井智宏

▶宮川彬良
（音楽監督、
作・編曲、ピアノ）

▶

辻井 淳
（1stヴァイオリン）

日比浩一 ▶

（2ndヴァイオリン） ▶馬渕昌子
（ヴィオラ）

▶

近藤浩志
（チェロ）

▶

新 眞二
（コントラバス）

▶

鈴木豊人
（クラリネット）

星野則雄
（ファゴット） ▶

▶

池田重一
（ホルン）

～小杉放庵 生誕140年～
画かき村の繪描きたち

～素顔の龍ちゃん～
作家・芥川龍之介と共に歩んだ家族の物語

40名定員
4/18（月）必着締切

寺神戸 亮

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。

指揮・ヴァイオリン

レ・ボレアード合唱・管弦楽
ピエール=フランソワ・ドレ演出・振付・バロックダンス

クレール・ルフィリアートル、フィリップ・タルボ、
波多野睦美、湯川亜也子、与那城 敬 ほか

歌手

5/30（月）必着締切

5/8 13：00開演日

田端ひととき散歩 当館研究員の解説後、ゆかりの地を散策します。　

40名定員

6/19 13：00開演日

藤岡幸夫指揮北とぴあ さくらホール
12/17 土

池川 直『Musa λ’のためのエスキース』

NHK Eテレ「クインテット」や
「マツケンサンバⅡ」でお馴染みの
“アキラさん”とアンサンブル・ベガが贈る、
ユーモアあふれる大人気コンサート！

【北区民先行販売（webのみ）】
5/13（金）10:00～5/15（日）23:59
※ほくチケ（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。

©Daisuke

©T.tairadate
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龍之介と犀星の作品や生活を比べながら田端文士村の歴史が学べる企画展。
展示室では二人の俳句の数や、

出身地、文壇デビュー作とその年齡、身長体重、好物、ペットのことなど…、
作品からは知ることのできない情報を比べて紹介しています。

また、初公開の直筆資料にも注目です！！

　ジャン=バティスト・リュリ（1632-1687）はフランス・オペラの基礎を作った音楽史上重要な作曲家で
す。イタリア出身でありながら、彼の舞踏と作曲の才能に惚れ込んだフランス国王ルイ14世の寵愛を受
け、様々な音楽劇作品や宗教曲を生み出しました。
　リュリが仕えたルイ14世はフランス絶対王政の全盛期に君臨し、観光名所として日本人にも人気の高
いヴェルサイユ宮殿を造った国王です。フランスは伝統的にバレエが盛んで、ルイ14世自身もバレエの名
手でした。太陽神アポロンに扮して踊ったことから「太陽王」の異名が付いています。バレエに造詣の深い
国王のもと、フランスではオペラにもバレエが欠かせない重要な要素として組み込まれ、壮麗な総合芸
術として花開きます。
　今回上演するのはリュリの最後にして最高傑作の誉れ高い《アルミード》。本作にも随所にバレエの場
面が出てきます。今回の上演ではバロックダンスの第一人者ピエール=フランソワ・ドレと国内外の仲間
たちが繰り広げる華麗なダンスをお楽しみいただけます！

生涯詠んだ俳句の数です。龍之介は小説、犀星は詩・小説を書き文壇で活躍しましたが、
実はたくさんの俳句も詠んでいます。二人は句作をし、俳論を交わす「俳友」という間柄で
した。本展では、龍之介の直筆の句稿「鄰の笛」を初公開。俳人･芥川龍之介の集大成とも
いえる貴重な資料です。

龍之介は両国の地で隅田川を見て幼少期を過ごし、犀星は金沢犀川
のほとりで生まれ育ちました。彼らの原風景は水辺にあり、二人の作品
には故郷の河川について、また水生生物が描かれています。本展では、
犀星の直筆書幅「魚」を初公開しています。書には犀星の代表的な小説
「性に眼覚める頃」の一節が書かれています。

※休館日を除く開催中～5/8 日企画展示スペース

～芸術家村だった田端を文士芸術家村にした二大巨頭について比べてみました～
芥川龍之介生誕130年 室生犀星没後60年記念展展覧会

レポート

芥川龍之介約1,000句、犀星約1,700句

両国の隅田川、金沢の犀川

芥川龍之介

▲芥川龍之介「鄰の笛」原稿

小杉放庵 芥川龍之介（後列右端）と親族　婚礼を記念して

▲食の好み、飲酒・喫煙などの比較も紹介

▲自身の顔をヘチマと例えたのはどっち？ ▲室生犀星「魚」書幅

北とぴあ国際音楽祭2021公演より

室生犀星 ©室生犀星記念館

【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：511-283　
カンフェティ 20120-240-540（平日10:00～18：00）
WEB https://www.confetti-web.com
S席 :7,500円　　　6,500円　　　　　  
A席:5,000円 　　　4,500円
B席:3,000円   25歳以下 各席種一般価格の半額

7/1 金 14：00開演
ほ

 
 

【北区民先行販売（webのみ）】
4/15（金）10:00～4/17（日）23:59

歌舞伎鑑賞講座 開催決定！
歌舞伎の基礎知識と魅力、そして「松竹歌舞伎 舞踊公演」
（7/1）の見どころをわかりやすくお話します！ ※日時等
詳細は決まり次第ホームページ等にてお知らせします。

※ほくチケ（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。

4/21㊍一般発売

北とぴあ さくらホール

1,000円引き！

500円引き！

初公開
資料

初公開
資料

芥川龍之介は転入当時の田端を、「画か
き村」と表現しました。なぜ田端に画家た
ちが集まったのか、小杉放庵を中心にお
話しします。

妻・文をはじめ、息子や姪など、家族が語り
継いだ思い出の数々、それを作家人生と照ら
し合わせて、素顔の芥川龍之介に迫ります。

１

2

12/9   ・11
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00-17:00）

金 日

え え

一、 御挨拶
二、 操り三番叟　長唄囃子連中
三、 連獅子　長唄囃子連中

演目

※25歳以下のチケットをご購入の方
は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。

となり

入場料・参加費 無料

■赤羽会館　
       北区赤羽南 1-13-1 
       203-3901-8121

■滝野川会館　
       北区西ヶ原 1-23-3  203-3910-1651

■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

■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

●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

■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 

〒114-8523（住所不要）
田端文士村記念館E係

宛先

             往復はがき、
または専用フォーム
（右のQRコード）から
ご応募ください。
1件につき1名（同居家族に限り2名
まで申込可）。

申込方法

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

記入事項

個人参加枠団体参加枠

フレッシュ名曲コンサートフレッシュ名曲コンサート

今年の北とぴあ国際音楽祭では２年越しとなっているフランス・バロック・
オペラの最高峰リュリの《アルミード》をついに上演します。今一度、
作曲家リュリについて、そして見どころを簡単にご紹介します！

今年の北とぴあ国際音楽祭では２年越しとなっているフランス・バロック・
オペラの最高峰リュリの《アルミード》をついに上演します。今一度、
作曲家リュリについて、そして見どころを簡単にご紹介します！

北区第九演奏会北区第九演奏会
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、2年間開催を見合わせていた「北区第九演奏会」。今年は感染予防対策を十分に講じた上で開催
する方向で準備をしています。合唱団の募集は6月頃を予定しております。最新の情報は北区文化振興財団ホームページにてご確認ください。

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

北とぴあ演劇祭2022参加者大募集！
【会期】
9/17（土）～ 10/16（日）

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】
演劇祭で公演したい団体募集！プロ・アマ問いません。

経験不問、原則北区在住・
在学の中学生、高校生

対象

北とぴあつつじホール（客席数402）
北とぴあ15階 ペガサスホール（客席数130）

会場

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。選定

4/19（火）必着応募締切

参加説明会

25団体程度募集枠

①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） ②１劇団１公演 ③上演
時間２時間以内 ④入場料1,000円以内

応募条件

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メール、郵送または持参して
ください。※持参の場合は平日9:00～17:00

申込方法
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

経験不問、中学生以上対象

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。

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

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！

中高生劇団

ワークショップ・講座

北区演技塾

脚本ワークショップ 
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！

舞台照明講座 
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。

※申込開始・締切日等は決まり次第北とぴあ演劇祭公式サイトでお知らせします。

舞台美術ワークショップ 
舞台空間のデザインを行う 舞台美術の
仕事に触れる！

大衆演劇ワークショップ 
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！

ダンス＆アクションワークショップ 
プロの劇団員から学び、北とぴあ演劇祭
の舞台を目指す！初心者歓迎。

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。

より詳しい内容は公式サ
イトをチェック！

www.hokutopiaengekisai.com
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北とぴあ演劇祭
マスコットキャラクター
「スタっちょ」

北とぴあ演劇祭
公式サイト

リュリ作曲 

オペラ《アルミード》

information

6

※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。

参加を検討中の団体や、演劇祭に興味が
ある方はご参加ください。
日時
会場

4/13（水）19:00～
北とぴあ8階 802会議室

4
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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。

【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。 

2 3

王子カルチャーロード・ギャラリー ［王子駅北口ガード下］ 

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（月）現在の情報です。

5/  1日～5/  8日
15階ペガサスホール

第33回きたくなるまち区民寄席　ほチ　全席指定 １階席 3,800円　
■3,420円　U-25 1,900円　2階席 2,800円　■2,520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/  3日
14:00　さくらホール

4/13水
19:00　つつじホール

ナカハチ・オン・タイム＃17 ～音ものお笑い祭！～
ほチ　※詳細は2面
問大有企画 203-3801-6799

5/15日
14:00　さくらホール

5/14土
18:00　さくらホール

北区民オーケストラ第35回定期演奏会
ほチ　※詳細は2面　
問北区民オーケストラ info@kitaorche.or.jp 中野 2090-1421-5455（平日10:00～16:00）

北区民オーケストラ第35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4/28（木）締切）　※詳細は財団ホームページ
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

5/22日
14:00　つつじホール

3/16水～4/24日

北とぴあ中央ヨーロッパこども映画祭
ほチ　全席自由 1,800円　■■1,500円　小学生以下 1,000円　
問THE MUSIC PLANT 203-5944-6187（平日11:00～18:00）
※不在の場合は留守番電話にお客様の連絡先をお残しください。mplant@mplant.com

ナカゴー特別劇場
ほチ　※詳細は2面
問ナカゴー info@nakagoo.com

4/25月～5/15日
9:00～22:00（最終日は18:00まで）　
1階区民プラザ

第34回北彫展プレ展示
無料　※詳細は1面
問北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜除く9:00～17:00）

M M

北M

5/14土
13:00　15階ペガサスホール

ほくとぴあ亭1000円落語～次代を築く落語家の妙技～5月の回
ほチ　全席自由 1,000円　■900円
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

佐藤佐吉演劇祭2022～ワレワレのリターン～

問佐藤佐吉演劇祭実行委員会 203-3911-8259（王子小劇場）

M

問北区文化振興財団 203-5390-1223（平日9:00～17:00） 

新型コロナウイルス
感染状況に伴う

公演等の開催について

5/12㊍一般発売

ほくとぴあ亭1000円落語 7 回月
の

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♪

7/2 13：00開演（12:30開場）土
全席自由             一般1,000円  　 900円   ほ

6

北とぴあ15階 ペガサスホール

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

～次代を築く落語家の妙技～

笑
福
亭
茶
光

春
風
亭
一
花

三
遊
亭
と
む

演
目「
心
眼
」

最新情報は、ホームページにも掲載します

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問い合わせ先へご確認ください。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。

北区民オーケストラ
第35回定期演奏会

第22回北区民オーケストラメンバーによる
室内楽コンサート

公演決定！ナカゴー特別劇場

6

北とぴあ さくらホール
全席指定    　    一般1,000円   　 　900円   
5/15
【問い合わせ】北区民オーケストラ info＠kitaorche.or.jp 2090-1421-5455 (中野・平日10：00～16：00)

14：00開演（開場13:20）日

6/19
【問い合わせ】北区民オーケストラ info＠kitaorche.or.jp 2090-1421-5455 (中野・平日10：00～16：00)

14：00開演（13:30開場）日

指揮 高橋俊之
演奏 北区民オーケストラ

北区民オーケストラ
ホームページ

発売中!

6
全席自由    　    一般2,000円   　 　2,000円   
【問い合わせ】ナカゴー info@nakagoo.com

5/1 日～5/8 日
詳細はナカゴーホームページ➜

https://nakagoo.com

発売中!全席指定           　　  Pコード：510-418　一般4,000円        3,600円
4/13 水 19：00開演

【問い合わせ】大有企画 203-3801-6799
ほ

ナカハチ・オン・タイム
～音ものお笑い祭！～

北とぴあ つつじホール

豪華ゲストとお贈りするバラエティショー！

ぴろき

東京ボーイズ

〈スペシャルゲスト〉
三遊亭小遊三

予定曲モーツァルト：歌劇『魔笛』序曲
ボロディン：交響曲第３番
チャイコフスキー：交響曲第１番『冬の日の幻想』

6

〔お問い合わせ〕ほくとぴあメンバーズ事務局
203-5390-1121(平日10:00～15:00)

入会金：無料
年会費：1,500円

ほくとぴあ
メンバーズ

★チケットが割引料金で買える！
★公演情報が毎月自宅に届く！

★公演招待・出演者のサイン色紙等
   のプレゼント有！

★チケットがいち早く手に入る！

■M

★電話でも予約ができる！※一般発売日以降

会員募集

千田寧子出演
G.F.ヘンデル：
協奏曲 Op.4-6 ほか

曲目 J.S.バッハ：
前奏曲とフーガ ハ長調 
BWV545 ほか

曲目
英 貴子出演

3/31 木～4/11 月　おえかきクラブ「OYAKO」展覧会　（おえかきクラブ「OYAKO」）
4/14 木～4/25 月　第11回北区観光写真コンテスト　（地域振興部産業振興課）
4/28 木～5/  9 月　水彩の会会員展　（水彩の会）
4/28 木～5/  9 月　昭和町長寿会書展　（昭和町長寿会）

5/12 木～5/23 月　フォト集団写励人作品展　（フォト集団写励人）
5/26 木～6/  6 月　絵手紙展　（絵手紙結の会）
5/26 木～6/  6 月　シルバー人材センター写真同好会作品展　（北区シルバー人材センター）

3期レジデンスアーティスト決定！
令和4年4月1日より入室するココキタ・レジデンスアーティストを昨年募集し、下記8団体が決定しました！

レベルアップ
ワークショップレポート

「ネコの写真学校～家でも外でも可愛く猫を撮ろう‼～」
1月15・16・23日

中高生の
ための

ココキタという文化芸術活動拠点を利用してより高いステージを目指す中高生たちのために、
「レベルアップワークショップ」と称し、短期間でのワークショップを参加費無料で実施しました。特定非営利活動法人

★☆北区AKT STAGE
(演劇)　
1994年4月、東京都北区と協力し、★☆北区
つかこうへい劇団を創設。その後、つかこう
へい氏が亡くなり、劇団有志が★☆北区
AKTSTAGEを結成、2012年よりNPO法人にな
り、地元に根ざした地域貢献活動を行う。

運動会協会はスポーツ、アート、学校教育、社
会教育、医療、建築、ゲーム、エンジニアリング、
研究等様々な枠組みを超えて市民が集まった
団体です。運動芸術をみんなで一緒につくり、
「未来の運動会」なども開催しています。ぜひお
部屋に遊びに来てください。詳しくはウェブサイ
トをご覧ください。
https://www.undokai.or.jp/

一般社団法人 運動会協会スポーツアート共創グループ
（メディアアート・スポーツアート共創）

クリエイティブ・アート実行委員会（絵画&造形）
障がいのある人もない人も共に創造すること
から新しいアートの可能性を探っています。コ
コキタでは絵画、造形活動をそれぞれ、型にと
らわれることなく、アーティストと共に行って
います。年度末に展覧会を開催。どなたでも参
加できますので、遠慮なく問合せください。
https://muse-creative-kyo.com/caec_/
お問い合わせ先　電話番号：03-6426-5182
メールアドレス：MuseKK@aol.com

伊澤玲(演劇)
Pa le t teWorksLLC .代表。俳優/TA
(TeachingArt ist)2019年合同会社
PaletteWorksを立ち上げ、俳優以外に
も、児童演劇教育や地域貢献を目的とし
活動を行っている。現在、園児～高校生
を対象にした演劇WSの講師を務め、公
立中学の演劇部の外部指導も行う。

劇団ドクトペッパズ(演劇)　
2012年7月、東京都杉並区の公共劇場座高円
寺付属の演劇養成所劇場創造アカデミー第
一期修了生を中心に結成。古典戯曲や小説
を題材に演劇作品を製作。2015年よりココキ
タにて活動を行う。足長竹馬や大道芸、獅子
舞等の門付け芸能、ダンス等独創性あるワー
クショッププログラムを創作発表している。

2011年にフランスのアヴィニョンにて旗揚げ。それ以降、世界各地で作品を
上演。多ジャンルのアーティストが、国境を越えて所属。パペットと身体表現
を組み合わせた作風を確立し、独創的
な作品を次々と発表。カイロ国際女性演
出家コンペティションにノミネート他、
様々な国々から招聘を受ける。世界中の
アーティストとの協働創作と並行して、
全ての人を対象にした創作ワークショッ
プも開催し、コミュニケーションとイマジ
ネーションの無限の可能性を伝えている。

Utervision Company Japan（パペットシアター）

ＨＩＮＯＫＯ（金属工芸）
2015年4月、金属工芸を基盤としてミ
ニチュア制作、七宝作家、大学非常勤
講師、伝統工芸士などで構成された美
術家集団として発足。アートや伝統工
芸、教育の現場などココキタで制作し
た作品を国内外で発表している。

特定非営利活動法人 北区栄養グループ食彩
(カフェぱれっと)
地域でできる健康づくりをまず食卓
からをモットーに2005年1月に発足。
食を通して｢心の栄養、からだの栄養」
の大切さを伝え広げる活動を展開し
ている。

猫写真家としてご活躍されている石原さくらさんに、一眼レフカメラの使い方から猫をモデルに動物を撮影するた
めの基礎的なテクニックや印刷方法を学んだ内容の濃い3日間でした。

「２次元を３次元に！キャラクター造形に挑戦」
1月16・22・23・29・30日

※（　）内は主な活動内容。

＃17

～北区コレクション～
飛鳥山アートギャラリー

北区飛鳥山博物館 3F 飛鳥山アートギャラリー 北区王子１-１-３／京浜東北線「王子駅」南口
徒歩５分／東京メトロ南北線「西ヶ原駅」徒歩７分／都電荒川線「飛鳥山停留場」徒歩４分

会　場

開館時間 10:00～17:00
休館日毎週月曜日（月曜が祝日の場合は開館し、直後の平日が休館）、臨時休館日
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜除く 9:00～17:00）
【休館日の問い合わせ】北区飛鳥山博物館 203-3916-1133

第1室

大野五郎作品展
第2室

奥山峰石作品展

「五月の岬 積丹半島入舸にて」
油彩画・１９９３年

はぎあわせうちこみぞうがんみずさし ふみづき

「接合せ打込象嵌水指《文月》」 2015年

北区が所蔵するコレクションの中から、東京府
北豊島郡岩淵町（現在の北区岩淵町）に生まれ
国内外で高く評価された洋画家・大野五郎
（1910-2006）の作品を展示します。ライフワーク
でもあった風景画と共に旅情をお届けします。

鍛金家・奥山峰石（1937－）が手掛けた至極
の作品の中から、今回は一面に彩られた朝
顔の花と、木製の蓋との対比が美しい「接合
せ打込象嵌水指《文月》」などを展示します。
飛鳥山の景色とともにお楽しみください。

4/16 ～11/6土 日 北区飛鳥山博物館 3階 飛鳥山アートギャラリー

展示リニューアル 入場無料

人間国宝

全席自由／入場無料（先着500名）当日直接会場へお越しください。

0 6
第1部

※第1部と第2部では
年齢制限が異なります。

第2部
※

※曲目は都合により変更になる場合があります。

曲目 アニメソングメドレー、シンコペイテッドクロック  ほか
弦楽器管楽器紹介

第1部 0才からご入場いただけます。

曲目 弦楽合奏「プッチーニ パラフレーズ」、管楽器合奏曲  ほか
第2部 大人のためのコンサート（未就学児不可）

当日の様子

☆2つのレベルアップワークショップの
成果発表展を2月27日まで開催しました。

ココキタの2階フロアがアイルランド一色に
大変身！アイリッシュダンスワークショップや食
の体験、フリーマーケットなど多数開催予定。
ワークショップには北区民割引があります。
http://www.mplant.com/celticmarket/

「春のケルト市」

パイプオルガン
演奏会    
北とぴあ1階 区民プラザ

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

入場無料

※当公演は新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、座席数を減らして開催いたします。その
ためご来場されてもご覧いただけない場合があ
りますので、予めご了承ください。
※やむを得ない事情により演奏者・曲目が変更
となる場合がございます。
※公演時間は40分程度を予定しています。

4/24 日 15：00開演 5/29 日 15：00開演

立
川
談
洲

5月3日（火・祝）

立体造形に興味のある中高生8名を対象に、みっちり５日間開催。制作の基本から教わりました。今回の素材である
油粘土の特性、道具の使い方などを始め、作品完成度を高める仕上げの方法などをみんなでマスターし、各自の好
きなキャラクターを立体に！思い入れのあるキャラクターとあって、出来上がった時の喜び、達成感もひとしお。熱中
した５日間でした。 講師：浅井拓馬（造形作家）

5/11水～5/15日
10:00～19:00（最終日は18:00まで）　
地下1階展示ホール

第34回北彫展
※詳細は1面
問北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜を除く9:00～17:00）

■1/8(土)14:00 さくらホール 
　さん喬・白鳥・白酒 全席指定4,000円 
■1/9(日)14:00 つつじホール 
　白酒・兼好 二人会 全席指定3,800円 
■3/8(火)19:00 つつじホール 
　三三・兼好 二人会 全席指定3,800円 

お申込み 
問い合せ 

特
撰
落
語
会 

!"☎03-6240-1052 

■3/23(水)19:00 つつじホール 
　白酒 独演会 全席指定3,700円 

!
"
#
$
%&

'
(
)
*
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2022年 

エイフル企画株式会社

■□北とぴあ１階チケット売場(窓口販売のみ)・ぴあ・e+にて販売■□

☆6/19(日)開演17時 全席指定3,800円 
　　柳家権太楼・柳家三三・春風亭一花 

☆6/25(土)開演13時 全席指定3,700円 
　　桃月庵白酒 独演会 

☆6/25(土)開演17時 全席指定3,800円 
　　林家彦いち・三遊亭兼好 二人会 

!!"#$%

北とぴあ 公演案内
☆6/19(日)開演13時 全席指定3,800円 
　　三遊亭白鳥・古今亭菊之丞 二人会

柳家  　      三遊亭   林家 　　  桃月庵　  柳家       古今亭　　   三遊亭

権太楼  白鳥  彦いち  白酒   三三   菊之丞　兼好

つつじホール

滝野川会館 大ホール

作・演出 鎌田順也
出演 ナカゴー ほか

2022年ゴールデンウィークに怪談ものの再演をやります。

北とぴあ15階 ペガサスホール



ポカスカジャン アンクルベイビー
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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。

【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。 
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王子カルチャーロード・ギャラリー ［王子駅北口ガード下］ 

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（月）現在の情報です。

5/  1日～5/  8日
15階ペガサスホール

第33回きたくなるまち区民寄席　ほチ　全席指定 １階席 3,800円　
■3,420円　U-25 1,900円　2階席 2,800円　■2,520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/  3日
14:00　さくらホール

4/13水
19:00　つつじホール

ナカハチ・オン・タイム＃17 ～音ものお笑い祭！～
ほチ　※詳細は2面
問大有企画 203-3801-6799

5/15日
14:00　さくらホール

5/14土
18:00　さくらホール

北区民オーケストラ第35回定期演奏会
ほチ　※詳細は2面　
問北区民オーケストラ info@kitaorche.or.jp 中野 2090-1421-5455（平日10:00～16:00）

北区民オーケストラ第35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4/28（木）締切）　※詳細は財団ホームページ
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

5/22日
14:00　つつじホール

3/16水～4/24日

北とぴあ中央ヨーロッパこども映画祭
ほチ　全席自由 1,800円　■■1,500円　小学生以下 1,000円　
問THE MUSIC PLANT 203-5944-6187（平日11:00～18:00）
※不在の場合は留守番電話にお客様の連絡先をお残しください。mplant@mplant.com

ナカゴー特別劇場
ほチ　※詳細は2面
問ナカゴー info@nakagoo.com

4/25月～5/15日
9:00～22:00（最終日は18:00まで）　
1階区民プラザ

第34回北彫展プレ展示
無料　※詳細は1面
問北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜除く9:00～17:00）

M M

北M

5/14土
13:00　15階ペガサスホール

ほくとぴあ亭1000円落語～次代を築く落語家の妙技～5月の回
ほチ　全席自由 1,000円　■900円
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

佐藤佐吉演劇祭2022～ワレワレのリターン～

問佐藤佐吉演劇祭実行委員会 203-3911-8259（王子小劇場）

M

問北区文化振興財団 203-5390-1223（平日9:00～17:00） 

新型コロナウイルス
感染状況に伴う

公演等の開催について

5/12㊍一般発売

ほくとぴあ亭1000円落語 7 回月
の

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♪

7/2 13：00開演（12:30開場）土
全席自由             一般1,000円  　 900円   ほ

6

北とぴあ15階 ペガサスホール

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

～次代を築く落語家の妙技～

笑
福
亭
茶
光

春
風
亭
一
花

三
遊
亭
と
む

演
目「
心
眼
」

最新情報は、ホームページにも掲載します

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問い合わせ先へご確認ください。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。

北区民オーケストラ
第35回定期演奏会

第22回北区民オーケストラメンバーによる
室内楽コンサート

公演決定！ナカゴー特別劇場

6

北とぴあ さくらホール
全席指定    　    一般1,000円   　 　900円   
5/15
【問い合わせ】北区民オーケストラ info＠kitaorche.or.jp 2090-1421-5455 (中野・平日10：00～16：00)

14：00開演（開場13:20）日

6/19
【問い合わせ】北区民オーケストラ info＠kitaorche.or.jp 2090-1421-5455 (中野・平日10：00～16：00)

14：00開演（13:30開場）日

指揮 高橋俊之
演奏 北区民オーケストラ

北区民オーケストラ
ホームページ

発売中!

6
全席自由    　    一般2,000円   　 　2,000円   
【問い合わせ】ナカゴー info@nakagoo.com

5/1 日～5/8 日
詳細はナカゴーホームページ➜

https://nakagoo.com

発売中!全席指定           　　  Pコード：510-418　一般4,000円        3,600円
4/13 水 19：00開演

【問い合わせ】大有企画 203-3801-6799
ほ

ナカハチ・オン・タイム
～音ものお笑い祭！～

北とぴあ つつじホール

豪華ゲストとお贈りするバラエティショー！

ぴろき

東京ボーイズ

〈スペシャルゲスト〉
三遊亭小遊三

予定曲モーツァルト：歌劇『魔笛』序曲
ボロディン：交響曲第３番
チャイコフスキー：交響曲第１番『冬の日の幻想』

6

〔お問い合わせ〕ほくとぴあメンバーズ事務局
203-5390-1121(平日10:00～15:00)

入会金：無料
年会費：1,500円

ほくとぴあ
メンバーズ

★チケットが割引料金で買える！
★公演情報が毎月自宅に届く！

★公演招待・出演者のサイン色紙等
   のプレゼント有！

★チケットがいち早く手に入る！

■M

★電話でも予約ができる！※一般発売日以降

会員募集

千田寧子出演
G.F.ヘンデル：
協奏曲 Op.4-6 ほか

曲目 J.S.バッハ：
前奏曲とフーガ ハ長調 
BWV545 ほか

曲目
英 貴子出演

3/31 木～4/11 月　おえかきクラブ「OYAKO」展覧会　（おえかきクラブ「OYAKO」）
4/14 木～4/25 月　第11回北区観光写真コンテスト　（地域振興部産業振興課）
4/28 木～5/  9 月　水彩の会会員展　（水彩の会）
4/28 木～5/  9 月　昭和町長寿会書展　（昭和町長寿会）

5/12 木～5/23 月　フォト集団写励人作品展　（フォト集団写励人）
5/26 木～6/  6 月　絵手紙展　（絵手紙結の会）
5/26 木～6/  6 月　シルバー人材センター写真同好会作品展　（北区シルバー人材センター）

3期レジデンスアーティスト決定！
令和4年4月1日より入室するココキタ・レジデンスアーティストを昨年募集し、下記8団体が決定しました！

レベルアップ
ワークショップレポート

「ネコの写真学校～家でも外でも可愛く猫を撮ろう‼～」
1月15・16・23日

中高生の
ための

ココキタという文化芸術活動拠点を利用してより高いステージを目指す中高生たちのために、
「レベルアップワークショップ」と称し、短期間でのワークショップを参加費無料で実施しました。特定非営利活動法人

★☆北区AKT STAGE
(演劇)　
1994年4月、東京都北区と協力し、★☆北区
つかこうへい劇団を創設。その後、つかこう
へい氏が亡くなり、劇団有志が★☆北区
AKTSTAGEを結成、2012年よりNPO法人にな
り、地元に根ざした地域貢献活動を行う。

運動会協会はスポーツ、アート、学校教育、社
会教育、医療、建築、ゲーム、エンジニアリング、
研究等様々な枠組みを超えて市民が集まった
団体です。運動芸術をみんなで一緒につくり、
「未来の運動会」なども開催しています。ぜひお
部屋に遊びに来てください。詳しくはウェブサイ
トをご覧ください。
https://www.undokai.or.jp/

一般社団法人 運動会協会スポーツアート共創グループ
（メディアアート・スポーツアート共創）

クリエイティブ・アート実行委員会（絵画&造形）
障がいのある人もない人も共に創造すること
から新しいアートの可能性を探っています。コ
コキタでは絵画、造形活動をそれぞれ、型にと
らわれることなく、アーティストと共に行って
います。年度末に展覧会を開催。どなたでも参
加できますので、遠慮なく問合せください。
https://muse-creative-kyo.com/caec_/
お問い合わせ先　電話番号：03-6426-5182
メールアドレス：MuseKK@aol.com

伊澤玲(演劇)
Pa le t teWorksLLC .代表。俳優/TA
(TeachingArt ist)2019年合同会社
PaletteWorksを立ち上げ、俳優以外に
も、児童演劇教育や地域貢献を目的とし
活動を行っている。現在、園児～高校生
を対象にした演劇WSの講師を務め、公
立中学の演劇部の外部指導も行う。

劇団ドクトペッパズ(演劇)　
2012年7月、東京都杉並区の公共劇場座高円
寺付属の演劇養成所劇場創造アカデミー第
一期修了生を中心に結成。古典戯曲や小説
を題材に演劇作品を製作。2015年よりココキ
タにて活動を行う。足長竹馬や大道芸、獅子
舞等の門付け芸能、ダンス等独創性あるワー
クショッププログラムを創作発表している。

2011年にフランスのアヴィニョンにて旗揚げ。それ以降、世界各地で作品を
上演。多ジャンルのアーティストが、国境を越えて所属。パペットと身体表現
を組み合わせた作風を確立し、独創的
な作品を次々と発表。カイロ国際女性演
出家コンペティションにノミネート他、
様々な国々から招聘を受ける。世界中の
アーティストとの協働創作と並行して、
全ての人を対象にした創作ワークショッ
プも開催し、コミュニケーションとイマジ
ネーションの無限の可能性を伝えている。

Utervision Company Japan（パペットシアター）

ＨＩＮＯＫＯ（金属工芸）
2015年4月、金属工芸を基盤としてミ
ニチュア制作、七宝作家、大学非常勤
講師、伝統工芸士などで構成された美
術家集団として発足。アートや伝統工
芸、教育の現場などココキタで制作し
た作品を国内外で発表している。

特定非営利活動法人 北区栄養グループ食彩
(カフェぱれっと)
地域でできる健康づくりをまず食卓
からをモットーに2005年1月に発足。
食を通して｢心の栄養、からだの栄養」
の大切さを伝え広げる活動を展開し
ている。

猫写真家としてご活躍されている石原さくらさんに、一眼レフカメラの使い方から猫をモデルに動物を撮影するた
めの基礎的なテクニックや印刷方法を学んだ内容の濃い3日間でした。

「２次元を３次元に！キャラクター造形に挑戦」
1月16・22・23・29・30日

※（　）内は主な活動内容。
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～北区コレクション～
飛鳥山アートギャラリー

北区飛鳥山博物館 3F 飛鳥山アートギャラリー 北区王子１-１-３／京浜東北線「王子駅」南口
徒歩５分／東京メトロ南北線「西ヶ原駅」徒歩７分／都電荒川線「飛鳥山停留場」徒歩４分

会　場

開館時間 10:00～17:00
休館日毎週月曜日（月曜が祝日の場合は開館し、直後の平日が休館）、臨時休館日
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜除く 9:00～17:00）
【休館日の問い合わせ】北区飛鳥山博物館 203-3916-1133

第1室

大野五郎作品展
第2室

奥山峰石作品展

「五月の岬 積丹半島入舸にて」
油彩画・１９９３年

はぎあわせうちこみぞうがんみずさし ふみづき

「接合せ打込象嵌水指《文月》」 2015年

北区が所蔵するコレクションの中から、東京府
北豊島郡岩淵町（現在の北区岩淵町）に生まれ
国内外で高く評価された洋画家・大野五郎
（1910-2006）の作品を展示します。ライフワーク
でもあった風景画と共に旅情をお届けします。

鍛金家・奥山峰石（1937－）が手掛けた至極
の作品の中から、今回は一面に彩られた朝
顔の花と、木製の蓋との対比が美しい「接合
せ打込象嵌水指《文月》」などを展示します。
飛鳥山の景色とともにお楽しみください。

4/16 ～11/6土 日 北区飛鳥山博物館 3階 飛鳥山アートギャラリー

展示リニューアル 入場無料

人間国宝

全席自由／入場無料（先着500名）当日直接会場へお越しください。
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第1部

※第1部と第2部では
年齢制限が異なります。

第2部
※

※曲目は都合により変更になる場合があります。

曲目 アニメソングメドレー、シンコペイテッドクロック  ほか
弦楽器管楽器紹介

第1部 0才からご入場いただけます。

曲目 弦楽合奏「プッチーニ パラフレーズ」、管楽器合奏曲  ほか
第2部 大人のためのコンサート（未就学児不可）

当日の様子

☆2つのレベルアップワークショップの
成果発表展を2月27日まで開催しました。

ココキタの2階フロアがアイルランド一色に
大変身！アイリッシュダンスワークショップや食
の体験、フリーマーケットなど多数開催予定。
ワークショップには北区民割引があります。
http://www.mplant.com/celticmarket/

「春のケルト市」

パイプオルガン
演奏会    
北とぴあ1階 区民プラザ

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

入場無料

※当公演は新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、座席数を減らして開催いたします。その
ためご来場されてもご覧いただけない場合があ
りますので、予めご了承ください。
※やむを得ない事情により演奏者・曲目が変更
となる場合がございます。
※公演時間は40分程度を予定しています。

4/24 日 15：00開演 5/29 日 15：00開演

立
川
談
洲

5月3日（火・祝）

立体造形に興味のある中高生8名を対象に、みっちり５日間開催。制作の基本から教わりました。今回の素材である
油粘土の特性、道具の使い方などを始め、作品完成度を高める仕上げの方法などをみんなでマスターし、各自の好
きなキャラクターを立体に！思い入れのあるキャラクターとあって、出来上がった時の喜び、達成感もひとしお。熱中
した５日間でした。 講師：浅井拓馬（造形作家）

5/11水～5/15日
10:00～19:00（最終日は18:00まで）　
地下1階展示ホール

第34回北彫展
※詳細は1面
問北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜を除く9:00～17:00）

■1/8(土)14:00 さくらホール 
　さん喬・白鳥・白酒 全席指定4,000円 
■1/9(日)14:00 つつじホール 
　白酒・兼好 二人会 全席指定3,800円 
■3/8(火)19:00 つつじホール 
　三三・兼好 二人会 全席指定3,800円 

お申込み 
問い合せ 

特
撰
落
語
会 

!"☎03-6240-1052 

■3/23(水)19:00 つつじホール 
　白酒 独演会 全席指定3,700円 
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2022年 

エイフル企画株式会社

■□北とぴあ１階チケット売場(窓口販売のみ)・ぴあ・e+にて販売■□

☆6/19(日)開演17時 全席指定3,800円 
　　柳家権太楼・柳家三三・春風亭一花 

☆6/25(土)開演13時 全席指定3,700円 
　　桃月庵白酒 独演会 

☆6/25(土)開演17時 全席指定3,800円 
　　林家彦いち・三遊亭兼好 二人会 

!!"#$%

北とぴあ 公演案内
☆6/19(日)開演13時 全席指定3,800円 
　　三遊亭白鳥・古今亭菊之丞 二人会

柳家  　      三遊亭   林家 　　  桃月庵　  柳家       古今亭　　   三遊亭

権太楼  白鳥  彦いち  白酒   三三   菊之丞　兼好

つつじホール

滝野川会館 大ホール

作・演出 鎌田順也
出演 ナカゴー ほか

2022年ゴールデンウィークに怪談ものの再演をやります。

北とぴあ15階 ペガサスホール



●問い合わせ
203-5685-5171 
https://kitabunka.
or.jp/tabata/

田端
文士村
記念館

〒114-8523
北区田端6－1－2

@bunshimura

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/ 　◆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割引  ほくとぴあメンバーズの方は割引価格で購入できます。

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：100,000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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※開場時間は、特に表記のない限り開演の30分前です。

北区文化振興財団
ホームページ

●4・5月の休館日：
4/4・11・18・25
5/9～20・23・30

開館時間10：00～17：00
（入館は16：30まで）

1

北
彫
展

第34回

ウットリ美音に酔い、ムハハと笑い転げる「幸福一直線」

チャイコフスキー、ラフマニノフ、ボロディン「珠玉の名曲」を歌に乗せて!

6

入場無料5/11   ～15
【問い合わせ】北区文化振興財団203-６３３８-５７１１(月曜除く９：００～１７：００)

10：00～19：00（最終日のみ18：00）水 日
北とぴあ地下１階 展示ホール

宮川彬良＆
アンサンブル・ベガ in 北とぴあ

北区民混声合唱団
第31回定期演奏会

4/25（月）～5/15（日）北とぴあ１階区民プラザでプレ展示開催

発売中! 北とぴあ さくらホール

北とぴあ
さくらホール

5/18㊌一般発売北とぴあ さくらホール

全席指定           　　  Pコード：211-958　
一般3,800円   　 　3,000円   小学生以下1,500円   

8/20

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

14：00開演土
ほ

全席指定             一般1,000円     　 　900円 
6/19
【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
ほ

予定曲
すみれの花咲く部屋
ビートルズナンバー
僕らのインベンション
宇宙戦艦ヤマト、室内楽のためのモンタージュ  ほか

予定曲 ボロディン：ダッタン人の踊り
ラフマニノフ：ヴォカリーズ
チャイコフスキー：白鳥の湖、花のワルツ
                       ともしび、黒い瞳 ほか

指揮 名島啓太
演奏 北区民混声合唱団

ピアノ 岩井智宏

▶宮川彬良
（音楽監督、
作・編曲、ピアノ）

▶

辻井 淳
（1stヴァイオリン）

日比浩一 ▶

（2ndヴァイオリン） ▶馬渕昌子
（ヴィオラ）

▶

近藤浩志
（チェロ）

▶

新 眞二
（コントラバス）

▶

鈴木豊人
（クラリネット）

星野則雄
（ファゴット） ▶

▶

池田重一
（ホルン）

～小杉放庵 生誕140年～
画かき村の繪描きたち

～素顔の龍ちゃん～
作家・芥川龍之介と共に歩んだ家族の物語

40名定員
4/18（月）必着締切

寺神戸 亮

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。

指揮・ヴァイオリン

レ・ボレアード合唱・管弦楽
ピエール=フランソワ・ドレ演出・振付・バロックダンス

クレール・ルフィリアートル、フィリップ・タルボ、
波多野睦美、湯川亜也子、与那城 敬 ほか

歌手

5/30（月）必着締切

5/8 13：00開演日

田端ひととき散歩 当館研究員の解説後、ゆかりの地を散策します。　

40名定員

6/19 13：00開演日

藤岡幸夫指揮北とぴあ さくらホール
12/17 土

池川 直『Musa λ’のためのエスキース』

NHK Eテレ「クインテット」や
「マツケンサンバⅡ」でお馴染みの
“アキラさん”とアンサンブル・ベガが贈る、
ユーモアあふれる大人気コンサート！

【北区民先行販売（webのみ）】
5/13（金）10:00～5/15（日）23:59
※ほくチケ（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。

©Daisuke

©T.tairadate
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龍之介と犀星の作品や生活を比べながら田端文士村の歴史が学べる企画展。
展示室では二人の俳句の数や、

出身地、文壇デビュー作とその年齡、身長体重、好物、ペットのことなど…、
作品からは知ることのできない情報を比べて紹介しています。

また、初公開の直筆資料にも注目です！！

　ジャン=バティスト・リュリ（1632-1687）はフランス・オペラの基礎を作った音楽史上重要な作曲家で
す。イタリア出身でありながら、彼の舞踏と作曲の才能に惚れ込んだフランス国王ルイ14世の寵愛を受
け、様々な音楽劇作品や宗教曲を生み出しました。
　リュリが仕えたルイ14世はフランス絶対王政の全盛期に君臨し、観光名所として日本人にも人気の高
いヴェルサイユ宮殿を造った国王です。フランスは伝統的にバレエが盛んで、ルイ14世自身もバレエの名
手でした。太陽神アポロンに扮して踊ったことから「太陽王」の異名が付いています。バレエに造詣の深い
国王のもと、フランスではオペラにもバレエが欠かせない重要な要素として組み込まれ、壮麗な総合芸
術として花開きます。
　今回上演するのはリュリの最後にして最高傑作の誉れ高い《アルミード》。本作にも随所にバレエの場
面が出てきます。今回の上演ではバロックダンスの第一人者ピエール=フランソワ・ドレと国内外の仲間
たちが繰り広げる華麗なダンスをお楽しみいただけます！

生涯詠んだ俳句の数です。龍之介は小説、犀星は詩・小説を書き文壇で活躍しましたが、
実はたくさんの俳句も詠んでいます。二人は句作をし、俳論を交わす「俳友」という間柄で
した。本展では、龍之介の直筆の句稿「鄰の笛」を初公開。俳人･芥川龍之介の集大成とも
いえる貴重な資料です。

龍之介は両国の地で隅田川を見て幼少期を過ごし、犀星は金沢犀川
のほとりで生まれ育ちました。彼らの原風景は水辺にあり、二人の作品
には故郷の河川について、また水生生物が描かれています。本展では、
犀星の直筆書幅「魚」を初公開しています。書には犀星の代表的な小説
「性に眼覚める頃」の一節が書かれています。

※休館日を除く開催中～5/8 日企画展示スペース

～芸術家村だった田端を文士芸術家村にした二大巨頭について比べてみました～
芥川龍之介生誕130年 室生犀星没後60年記念展展覧会

レポート

芥川龍之介約1,000句、犀星約1,700句

両国の隅田川、金沢の犀川

芥川龍之介

▲芥川龍之介「鄰の笛」原稿

小杉放庵 芥川龍之介（後列右端）と親族　婚礼を記念して

▲食の好み、飲酒・喫煙などの比較も紹介

▲自身の顔をヘチマと例えたのはどっち？ ▲室生犀星「魚」書幅

北とぴあ国際音楽祭2021公演より

室生犀星 ©室生犀星記念館

【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：511-283　
カンフェティ 20120-240-540（平日10:00～18：00）
WEB https://www.confetti-web.com
S席 :7,500円　　　6,500円　　　　　  
A席:5,000円 　　　4,500円
B席:3,000円   25歳以下 各席種一般価格の半額

7/1 金 14：00開演
ほ

 
 

【北区民先行販売（webのみ）】
4/15（金）10:00～4/17（日）23:59

歌舞伎鑑賞講座 開催決定！
歌舞伎の基礎知識と魅力、そして「松竹歌舞伎 舞踊公演」
（7/1）の見どころをわかりやすくお話します！ ※日時等
詳細は決まり次第ホームページ等にてお知らせします。

※ほくチケ（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。

4/21㊍一般発売

北とぴあ さくらホール

1,000円引き！

500円引き！

初公開
資料

初公開
資料

芥川龍之介は転入当時の田端を、「画か
き村」と表現しました。なぜ田端に画家た
ちが集まったのか、小杉放庵を中心にお
話しします。

妻・文をはじめ、息子や姪など、家族が語り
継いだ思い出の数々、それを作家人生と照ら
し合わせて、素顔の芥川龍之介に迫ります。

１

2

12/9   ・11
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00-17:00）

金 日

え え

一、 御挨拶
二、 操り三番叟　長唄囃子連中
三、 連獅子　長唄囃子連中

演目

※25歳以下のチケットをご購入の方
は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。

となり

入場料・参加費 無料

■赤羽会館　
       北区赤羽南 1-13-1 
       203-3901-8121

■滝野川会館　
       北区西ヶ原 1-23-3  203-3910-1651

■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

■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

●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

■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 

〒114-8523（住所不要）
田端文士村記念館E係

宛先

             往復はがき、
または専用フォーム
（右のQRコード）から
ご応募ください。
1件につき1名（同居家族に限り2名
まで申込可）。

申込方法

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

記入事項

個人参加枠団体参加枠

フレッシュ名曲コンサートフレッシュ名曲コンサート

今年の北とぴあ国際音楽祭では２年越しとなっているフランス・バロック・
オペラの最高峰リュリの《アルミード》をついに上演します。今一度、
作曲家リュリについて、そして見どころを簡単にご紹介します！

今年の北とぴあ国際音楽祭では２年越しとなっているフランス・バロック・
オペラの最高峰リュリの《アルミード》をついに上演します。今一度、
作曲家リュリについて、そして見どころを簡単にご紹介します！

北区第九演奏会北区第九演奏会
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、2年間開催を見合わせていた「北区第九演奏会」。今年は感染予防対策を十分に講じた上で開催
する方向で準備をしています。合唱団の募集は6月頃を予定しております。最新の情報は北区文化振興財団ホームページにてご確認ください。

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

北とぴあ演劇祭2022参加者大募集！
【会期】
9/17（土）～ 10/16（日）

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】
演劇祭で公演したい団体募集！プロ・アマ問いません。

経験不問、原則北区在住・
在学の中学生、高校生

対象

北とぴあつつじホール（客席数402）
北とぴあ15階 ペガサスホール（客席数130）

会場

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。選定

4/19（火）必着応募締切

参加説明会

25団体程度募集枠

①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） ②１劇団１公演 ③上演
時間２時間以内 ④入場料1,000円以内

応募条件

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メール、郵送または持参して
ください。※持参の場合は平日9:00～17:00

申込方法
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

経験不問、中学生以上対象

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。

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

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！

中高生劇団

ワークショップ・講座

北区演技塾

脚本ワークショップ 
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！

舞台照明講座 
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。

※申込開始・締切日等は決まり次第北とぴあ演劇祭公式サイトでお知らせします。

舞台美術ワークショップ 
舞台空間のデザインを行う 舞台美術の
仕事に触れる！

大衆演劇ワークショップ 
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！

ダンス＆アクションワークショップ 
プロの劇団員から学び、北とぴあ演劇祭
の舞台を目指す！初心者歓迎。

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。

より詳しい内容は公式サ
イトをチェック！

www.hokutopiaengekisai.com
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北とぴあ演劇祭
マスコットキャラクター
「スタっちょ」

北とぴあ演劇祭
公式サイト

リュリ作曲 

オペラ《アルミード》

information

6

※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。

参加を検討中の団体や、演劇祭に興味が
ある方はご参加ください。
日時
会場

4/13（水）19:00～
北とぴあ8階 802会議室

4


