
●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
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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  （要Pコード）
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）

車椅子のままご鑑賞いただける公演です（数に限りがあります）。

表記の年齢からご入場いただける公演です。

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：95,000部　1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。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

北区文化振興財団
ホームページ

●2・3月の休館日：
2/1～3・6・13・14・20・24・27
3/6・13・20・22・27

開館時間10：00～17：00
（入館は16：30まで）

カンフェティ  ◆20120-240-540（平日10:00～18:00）
                         ◆https://www.confetti-web.com 

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

企画展 特別展
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田端文士村記念館は、空調改修工事等のため下記の期間全館休館いたします。

再開の日程は決まり次第、当館ホームページ等でご案内いたします。
お知らせ

多種多彩!!
田端画かき村の住人たち

ドナルド･キーンが語る田端文士たち

講演会

田端ひととき散歩

石井鶴三、挿絵界を背負って戦う
―「挿絵事件」のこと―

“初めての人” 芥川龍之介

生誕100年 キーン先生との再会

～南 薫造、岩田専太郎、田河水泡など～
田端画かき村の住人たち

え

入場料 無料

　明治末期から昭和にかけて、小杉放庵をはじめ多くの画家たちが田端に暮
らしました。彼らは芸術談議に花を咲かせ、互いを刺激し合うなかで、自身の専
門とする絵のみならず漫画
や装幀・挿絵など、表現の
幅を広げていきます。
　本展では、新収蔵の南 
薫造作品や小杉放庵の画
幅、昭和を代表する田河水
泡の人気漫画「のらくろ」な
ど、様々なジャンルの絵を
紹介します。田端の画家た
ちの多種多彩な表現をお
楽しみください。

「原文で読み、感心した作家の中で、芥川は初めての人であった」と語ったドナ
ルド・キーン。後に日本文学研究者となり、その評価は変化したのか？芥川への
評論原稿、旧蔵書などキーン氏を介して芥川の魅力を紹介します。

2006年、当館で開催された
講演会時のドナルド・キーン

田河水泡
「ブル連隊長とのらくろ」

出口智之

2/4    ～3/31 金土 ※休館日を除く期間

2/4    ～3/31 金土 ※休館日を除く期間

1

子ども文化教室発表会
日本の伝統文化を身近に親しみながら学べる「子ども文化教室」。

日本文化の技術と精神を学んだ子どもたちが、一年の成果を発表します！

令和5年度生徒募集中 詳しくは3面をご覧ください。【問い合わせ】北区文化振興財団 203-6338-5711（9:00～17:00・月曜休館）

全席自由 入場無料

3/25 各日14：00開演土・26日

0北とぴあ つつじホール

雅 

楽

２5日（土）日本舞踊Ⅰ・Ⅱ
２6日（日）落語・日本舞踊Ⅲ・雅楽

■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 

令和5年4月１日（土）～10月末（予定）期間

往復はがき、または右の専用フォームからお申込みください。
〒114-8523 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名まで申込可）。

講演会・ひととき散歩の申込方法

往信用裏面：①イベント名・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
返信用表面：応募者の住所・氏名

記入事項

南 薫造「安浦アトリエの裏」

新収蔵

左記企画展の解説とともにゆかりの地を散策します。内容
50名（抽選）定員 2/27（月）必着申込締切3/19 13：00開演日

内容

50名（抽選）定員 2/20（月）必着申込締切

出口智之（東京大学大学院総合文化研究科准教授）講師
3/12 14：00開演日

落 

語

講
師

日本舞踊

落　語
雅　楽
鍛　金

松島金昇（北区日本舞踊連盟理事長）監修
花柳太之路（同連盟副理事長）
藤間さくら女（同連盟会計監査）
松島昇子（同連盟理事）
五代目  三遊亭圓馬（落語芸術協会会員・真打）
笹本武志（雅楽演奏家）
奥山峰石（人間国宝）監修
鈴木泰三（伝統工芸士・奥山峰石弟子）

入場無料

3/9   ～4/8
10:00～20:00 ※月曜を除く

土木

子ども
芸術ギャラリー

鍛 

金

日
本

 

舞
踊

東京都北区文化芸術活動拠点 ココキタ2階ギャラリー

子ども芸術劇場
詳細およびその他記念講演会の情報はこちら▶

3面にコラム掲載

指揮 高橋俊之 演奏 北区民オーケストラ

今回は19世紀後半のフランス音楽に挑戦です。
パリで活躍したフランクやサン＝サーンス、
ラヴェルのお洒落な名曲をお楽しみください。

北区民オーケストラ
第36回
定期演奏会

予定曲 フランク：交響曲 二短調
ラヴェル：古風なメヌエット
サン＝サーンス：アルジェリア組曲

6
北とぴあ さくらホール

全席指定    　    一般1,000円   　 　900円   
5/21
【問い合わせ】北区民オーケストラ info＠kitaorche.or.jp 
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 2/21㊋一般発売

北区民オーケストラ
ホームページ

北とぴあ さくらホール 6

全席指定　　　  Pコード：516-377        
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。

4/9 14：00開演日
カほ ぴチ柳
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豪華絢爛、春の恒例寄席！
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区民寄席きたくなるまち
第34回

リュリ作曲オペラ《アルミード》
北とぴあ さくらホール

レゼポぺ来日公演 
～夜のままでLet the night be long～

北とぴあ さくらホール

参加・関連公演
パイプオルガン演奏会 第99回二期会 オペラ

研修所コンサート
ラ・ガラッシア コンサート 
天使と悪魔

上野学園大学学生による
ロビーコンサート

音とことばのエスキース伝統尺八と革新尺八
～楽器の変遷から
             尺八の未来を考える～

名探偵と
クリスマス・キャロル

芸大とあそぼう in 北とぴあ
ハロウィン村のかぼちゃの木

北とぴあ さくらホール

２度の延期を経てついに上演！
ソロ、合唱、ダンスと見どころ・聴きどころにあふれた楽しい公演で、
さくらホールは大盛りあがりでした！

魂を揺さぶるフラメンコ、
香り立つスペインの風

◆11/11

◆11/23

◆11/17◆11/27

◆11/23 ◆11/27

◆10/30
◆12/9・11

◆11/18 ◆11/5

アルミーダのマドリガーレ
◆12/1～解放された

    エルサレムと同時代の音楽～
～音楽家F.エッケルト、建築家
J.コンドルに寄せて～◆12/8 ◆12/15

名渡山 遼 UKULELE LIVE
～ノスタルジック×超絶技巧 ～

全席指定    　    一般3,000円   　 　2,500円   
2/25
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

15：00開演土

エキサイティングな高速フレーズから繊細で美しい音色まで自由自在！
世界的に活躍する超絶技巧ウクレレプレイヤー“名渡山 遼”が

豪華ゲストを迎えて北とぴあだけの特別なステージをお届けします！

北とぴあ つつじホール

名渡山 遼 ミュージックビデオ➔

発売中!

6

小杉放庵「母」

専用フォーム

彫刻家、版画家、洋画家として幅広い活躍を見せた
田端ゆかりの芸術家・石井鶴三。彼には挿絵画家と
してどうしても譲れないものがありました。挿絵の歴
史とその価値転換となった“事件”について語ります。

「生誕100年 キーン先生との再会」を
テーマとした展覧会は、旧古河庭園洋館、
北区飛鳥山博物館、北区立中央
図書館でも同時開催中。

©K. Miura ©K. Miura

（プレ公演）

ゲスト 西村由紀江 (ピアノ)

～舞台写真で振り返る～ 速報
ラモー作曲オペラ《レ・ボレアード》
12月8日（金）・10日（日）上演予定
詳細は今後のエンジョイ北区や音楽祭Twitterなどでお知らせします。

名渡山 遼 
(ウクレレ)

な      と    やま     りょう

出演 名渡山 遼(ウクレレ)、青木 岳(ピアノ)、砂山淳一(ベース)、長谷川ガク(ドラムス)

発売中!
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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P.4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

発売中!

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状況に伴う公演等の開催について
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。

3/26
栗山美緒出演
J.S.バッハ：
トッカータとフーガ 
ニ短調 BWV565　
ほか

曲目
荒井牧子出演
R.ヴォーン・ウィリアムス：
グリーンスリーブス　
ほか

曲目

2/26 日 15：00開演 日 15：00開演

パイプオルガン演奏会    北オケ第36回定期演奏会 
フランスプログラムに挑戦です

北とぴあ1階 区民プラザ 入場無料
※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。

この情報は2022/12/26（月）現在のものです。（主催・共催等）2ー3月北区文化振興財団イベントカレンダー

2/5日14:00
滝野川会館大ホール

2/18土15:00 
さくらホール

2/23木㊗14:00 
つつじホール

2/5日10:30/13:15
さくらホール

3/4土13:00
15階ペガサスホール

3/5日11:00/15:00
つつじホール

3/12日14:00
さくらホール

2/25土15:00 
つつじホール

3/23木～26日
15階ペガサスホール

3/6月11:00/15:00
さくらホール

3/25土・26日
14:00 つつじホール

3/25土14:00
さくらホール

よしもとお笑いライブ in 北とぴあ 2023
ほチ全席指定　4,000円（当日4,500円）　　　3,600円（当日4,500円）　問FANYチケット問い合わせダイヤル 20570-550-100（10:00～19:00）

北区民混声合唱団 うたの広場4 ～忘れられないあの日の歌～
ほチ全席自由　1,000円　　　900円　問北区民混声合唱団（山岸） 2090-2166-1139

小倉貴久子と巡るクラシックの旅 Vol.5 シューマニアーナ ～ドイツのロマンティックな愛と詩情につつまれて～ 
ほチ※詳細は2面　問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

ほくとぴあ亭1000円落語～次代を築く落語家の妙技～３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）

to R mansion にんぎょひめ
ほチ※詳細は2面　問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

王子カルチャーロード・ギャラリー［王子駅北口ガード下］ 
  2/  2木～2/13月    現代水墨画（現代水墨画・友志会） 
  2/  2木～2/13月    新婦人作品展（新日本婦人の会） 
  2/17金～2/27月    グループ彩（会員作品）展（グループ彩） 
  2/17金～2/27月    王二小作品展（王子第二小学校） 
  3/  2木～3/13月    創作サークルＭｎｘ作品展（創作サークルＭｎｘ） 
  3/  2木～3/13月     のびのびのじかん作品展（社会福祉法人つみき） 
  3/16木～3/27月     第１３回税に関する絵はがきコンクール（王子法人会女性部会） 

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

目次立樹（ゴジゲン）脚本

to R mansion演出
to R mansion
藤田善宏
(CAT-A-TAC/コンドルズ）  
ほか

出演

松居大悟（ゴジゲン）脚本監修

北とぴあ つつじホール

カ全席指定    　　　一般3,000円              2,500円
中学・高校生1,500円　小学生以下1,000円

 
3/5 午前の部 11：00開演

午後の部 15：00開演日

※高校生以下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。
※午前の部は0歳から入場可。2歳以下は保護者の膝上鑑賞に限り無料。
　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。3歳以上はチケットが必要です。
※午後の部は未就学児
　入場不可。

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

ほ チ

発売中! 60午前の部 午後の部

にんぎょひめ
to R mansion

光のマジックと、お芝居・ダンス・パントマイムなど
の様々な身体表現で描く、不思議いっぱい
ユーモアたっぷりの
童話の世界！

©Chiye NAMEGAI

全席指定    　　　Pコード：224-811
S席:4,500円（ペア8,000円）              3,800円（ペア7,000円）
A席:4,000円             3,300円　25歳以下  各席種一般価格の半額

 
 

2/18 15：00開演土

6

北とぴあ さくらホール

ロベルト・シューマン：『子供の情景』より「トロイメライ」
『ミルテの花』より「献呈」、ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
クララ・ヴィーク・シューマン：『音楽の夜会』より「ノットゥルノ」  ほか

曲目

小倉貴久子（フォルテピアノ）、渡辺祐介（指揮、バリトン）
シューマニアーナ・オーケストラ（ピリオド楽器使用）

演奏

小野寺修二演出
浅井浩介、田中佑弥、兵藤公美、藤田桃子
小野寺修二 ほか

出演

【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）
※25歳以下券は、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。

e＋カほ ぴチ

シューマン夫妻のピアノ協奏曲、ソロ、室内楽、歌曲を当時のスタイルで

シューマニアーナ
～ドイツのロマンティックな愛と詩情につつまれて～

小倉貴久子と巡る
クラシックの旅 Vol.5

人気
シリーズ
最終回

5 回月
のほくとぴあ亭1000円落語

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
♪

～次代を築く落語家の妙技～

5/13 13：00開演土
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

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）

3/8㊌一般発売

ナカハチ・オン・タイム＃37 北とぴあケルト祭 フルック来日公演
音ものお笑い祭パート２～音ものお笑い祭パート２～

北とぴあ つつじホール

6全席指定           　  Pコード：516-363　一般4,000円       3,600円
4/19 水 19：00開演

【問い合わせ】大有企画 203-3801-6799
ほ ぴチ

北とぴあ つつじホール
2/10㊎一般発売 6〈スペシャルゲスト〉

柳亭市馬

ポカスカジャン タブレット純 ペーソス ■ ■北M

青島広志 with シエナ・サックス＆ビーツ おしゃべりコンサート！
ほチ全席指定　4,000円　　　3,600円　学生2,000円　問シエナ事務局 203-3357-4870（平日10:00～18:00）■ ■北M

■ M

■ ■北M
中村勘九郎・中村七之助　春暁特別公演 2023
ほチ全席指定 S席8,800円　　7,920円　A席6,800円　B席4,800円　問サンライズプロモーション東京 20570-00-3337（平日12:00～15:00）

日本オペレッタ協会創立45周年記念第7回公演　オペレッタ「こうもり」
ほチ全席指定　7,000円（当日8,000円）　　　6,300円（当日8,000円）　問日本オペレッタ協会（狩野） 2090-8450-8215

子ども文化教室発表会　子ども芸術劇場
ほチ※詳細は1面　問北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜を除く平日9:00～17:00）

第21回「北区内田康夫ミステリー文学賞」授賞式・記念イベント
入場無料・事前申込制　※詳細は2面　問北区シティプロモーション推進担当課 203-3908-1364（平日9:00～17:00）

カンパニーデラシネラ新作公演 気配
ほチ※詳細は2面　問デラシネラ derashinera@gmail.com

■ ■北M

名渡山 遼 UKULELE LIVE　～ノスタルジック×超絶技巧 ～
ほチ※詳細は1面　問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

■ M

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

令和5年度 生徒募集

児童ダンス☆演劇教室発表会 演劇部第１3期生中間発表会

北区で活動する★☆北区AKT STAGE（アクトステージ）劇団員と一緒に、演劇とダンスを通じて、子ども
達の運動能力と表現力を伸ばしてもらう教室です。※子役タレントを育成するための教室ではありません。

〒114-0003 北区豊島５-３-１３ ココキタ内
ホームページ 〈演劇教室〉https://aktstage.com/jidou/
                  〈演劇部〉https://aktstage.com/gekibu/

3/31（金）必着申込締切 2023年4月1日現在、小学生～高校生 対 象

・申込先  
・資料請求
・問い合わせ

〈入会金なし〉【小学生】7,400円（北区民6,400円）※発表会費用 5,000円
                    【中学生・高校生】9,000円（北区民8,000円）※発表会費用 3,000円

月 謝

★☆北区AKT STAGE 児童ダンス☆
演劇教室／演劇部

★☆北区ＡＫＴ ＳＴＡＧＥ「児童ダンス演劇教室・演劇部」係

日3/19 13：00開演（12：00開場）

北とぴあ つつじホール ココキタ スタジオ1
日3/２4 金 ～26

入場無料／事前予約制 入場無料／事前予約制

ココキタ2階ギャラリー会場10：00～20：00時間2/1（水）～2/19（日）展示期間

中高生のための
「新聞粘土を使って動物をつくろう」「DTM（デスクトップミュージック）サウンドメイク編」

レベルアップワークショップ成果発表

ココキタで土日を中心に行われている「子ども文化教
室」。教室によって対象年齢が異なりますが、未就学児
から高校生まで幅広い年齢の北区内在住・在学の子ど
も達が練習に打ち込んでおり、３月には「子ども文化教
室発表会」で一年間の成果を発表します。各教室であた
らしい仲間（若干名）を募集中！申込方法等の詳細は、
財団ホームページまたはチラシをご覧ください。

平安時代から伝わる日本古来の音楽。笛や打楽器を習得
できます。独特の音色を楽しもう。

踊りだけでなく、扇子の使い方や立ち居振る舞いも学ぶ
ことができます。浴衣を着付けられるようにもなります。

話し方や動作、扇
子・手ぬぐいの使
い方などを師匠
が丁寧に指導。
人に披露できる
特技が増えます。

銅板を叩いて、お皿や
ぐい呑みなど、自分が作
りたいものを制作しま
す。細かい作業が好き
な中高生におすすめ。

石膏像や写真を見なが
ら、動物や人など自分が
作りたいものを粘土で
制作します。最後には石
膏像に仕上げます。

令和5年度 子ども文化教室 生徒募集 締切 3/27（月）必着

問い合わせ
北区文化振興財団 
203-6338-5711
（9:00～17:00・月曜休館）

雅楽
が    がく

落語
らく    ご

鍛金
たん  きん

彫塑
ちょう   そ

日本舞踊
に    ほん     ぶ    よう

発表会の様子 発表会の様子

第21回北区内田康夫ミステリー文学賞
授賞式・記念イベント

3/26 14:00開演土 北とぴあ さくらホール

応募総数176作品の中から厳正な審査を経て、いよいよ各賞が発表されます。
記念イベントでは昨年度の大賞受賞作品を朗読劇化。どうぞご期待ください！

　5月の定期演奏会では、昨年の『秋のコンサート』で取
り上げたワーグナー、ブラームスと対極にあるフランス
の作曲家ラヴェル、サン＝サーンス、フランクを取り上げ
ます。練習していると、同時期のドイツ音楽とフランス音
楽の違いを面白く感じます。どこまで、北オケがフランス
のお洒落な雰囲気を表現できるか挑戦です。
　ラヴェル(1875-1937)の『古風なメヌエット』は、メヌ
エットという形式にこだわりながら、管弦楽の魔術師ラ
ヴェルが意匠を凝らした作品です。20歳の時(1895年)
にピアノ曲として作曲した作品を、晩年の54歳になって
オーケストラ版に編曲しました。
　サン＝サーンス(1835-1921)のアルジェリア組曲は、
1880年、彼が冬場の避寒地として好んで滞在した北ア
フリカのアルジェリアの印象をもとに作曲されました。

当時、彼は45歳、人生の円熟期にあり、フランスの学士
院に選任されるなどその名声を確立する時期でした。
　フランク(1825-1890)は、ベルギー出身ですがパリを
中心に活躍しました。オルガン奏者としての名声を確立
した後、1873年にパリ音楽院の教授に迎えられました。
今回取り上げるニ短調の交響曲は、人生の晩年1886
年から1888年に作曲されました。
　19世紀後半は、日本では明治
時代、ドイツではブラームスの絶
頂期に当たりますが、その時代に
フランスではこんな作品が
作られていたのですね。
　ぜひご来場ください。

第2部 記念イベント

【原作】安芸 那須さん 
【演出】深寅 芥
【脚本】吉田康二    
【制作】（株）ネリム

朗読劇『二つの依頼』
（第20回大賞受賞作品）

定員 600名（申込先着順）入場無料
              ●はがき ①代表者氏名 ②郵便番号・住所 ③年齢 ④電話番号 ⑤希望人数
（1グループ5名まで）および全員の氏名を記入し、下記宛先までお申し込みください。
※車椅子席希望の方はその旨朱書きください。●電子申請『東京共同電子申請』で検索。
「東京共同電子申請・届出サービス」サイトより、必要事項をご入力のうえお申し込みください。

申込方法
応募期限 3/10（金）必着

宛先〒114-8508（住所不要）シティプロモーション推進担当課「ミステリー文学賞」EJ係

第1部 授賞式

過去の授賞式の様子

来場者
プレゼント

北区シティプロモーション推進担当課203-3908-1364（平日9:00～17：00）問い合わせ

3/25

大賞受賞作品
などを掲載した
ブックレットを
お配りします。

残少

全席指定            一般4,800円        　3,800円
5/20 土 14：00開演（11:00ホワイエ開場）

【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

ほ チ  

BBCのフォークアワードにて
ベストグループを受賞！
フルックによるコンサートの他、
アイルランドやケルト圏の物産展、
ダンスのワークショップなど
ケルト文化が体験できる
盛りだくさんのイベント

気 配

2/6㊊一般発売 6

カンパニーデラシネラ新作公演

全席自由            一般3,500円        　3,150円　当日4,000円
3/23 木～26 日
【問い合わせ】デラシネラ derashinera@gmail.com

ほ チ  

 

身体性に富んだ演劇作品を創作する
カンパニーデラシネラ。マイムをベースとした
独自の演出をどうぞお楽しみに！

カンパニーデラシネラ『どこまでも世界』（2020年2月／神奈川芸術劇場）

3/23(木)

19：30

3/24(金)

19：30

3/25(土)
13：00
17：00

3/26(日)
13：00
17：00

公演情報は1面

春
風
亭
昇
咲

柳
家
や
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ぎ

柳
家
花
ご
め

三
遊
亭
好
二
郎

東京ボーイズ

おなじみ、東京ボーイズの仲八郎が
プロデュース！豪華なゲストを招いて
笑いありトークありのバラエティショー！

ト
リ
演
目「
佐
々
木
政
談
」

土

川口リリア・音楽ホール
3/11
全席指定　6,000円

七英雄バトル(Romancing SaGa 2)
熱情の律動
(Romancing SaGa -Minstrel Song-)
Departure（パズル＆ドラゴンズ）
カッチーニ：アヴェ・マリア　他

[プログラム]

15:00開演

土屋玲子 井谷享志

川村 竜 岸川恭子

土

川口リリア・音楽ホール
3/11 15:00開演

feat.伊藤賢治リリア・ゲームミュージック・
セレクション vol.1

お申込み
お問合せ

リリア･チケットセンター048-254-9900(10:00～19:00)
インターネット予約 http://www.lilia.or.jp
主催：（公財）川口総合文化センター　　　※JR京浜東北線・川口駅 西口直結　４階

ワークショップに参加した中高生の成果を作品として展示します。ぜひご覧ください！

※詳細はホーム
　ページにて

豪華競演! 特撰落語名人会

4月28日

■北とぴあ1階チケット売り場 
　(窓口販売のみ） 

!
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北とぴあ さくらホール　 
［金］開演14:00

S席4,500円 A席3,500円 発売日：１月２８日(土)～ 
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主催　 エイフル企画株式会社 
☎03-6240-1052 

■ぴあ 
■e+ 

出演者コメント

特設ページ

発売中!

午前の部
残少
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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P.4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

発売中!

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状況に伴う公演等の開催について
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。

3/26
栗山美緒出演
J.S.バッハ：
トッカータとフーガ 
ニ短調 BWV565　
ほか

曲目
荒井牧子出演
R.ヴォーン・ウィリアムス：
グリーンスリーブス　
ほか

曲目

2/26 日 15：00開演 日 15：00開演

パイプオルガン演奏会    北オケ第36回定期演奏会 
フランスプログラムに挑戦です

北とぴあ1階 区民プラザ 入場無料
※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。

この情報は2022/12/26（月）現在のものです。（主催・共催等）2ー3月北区文化振興財団イベントカレンダー

2/5日14:00
滝野川会館大ホール

2/18土15:00 
さくらホール

2/23木㊗14:00 
つつじホール

2/5日10:30/13:15
さくらホール

3/4土13:00
15階ペガサスホール

3/5日11:00/15:00
つつじホール

3/12日14:00
さくらホール

2/25土15:00 
つつじホール

3/23木～26日
15階ペガサスホール

3/6月11:00/15:00
さくらホール

3/25土・26日
14:00 つつじホール

3/25土14:00
さくらホール

よしもとお笑いライブ in 北とぴあ 2023
ほチ全席指定　4,000円（当日4,500円）　　　3,600円（当日4,500円）　問FANYチケット問い合わせダイヤル 20570-550-100（10:00～19:00）

北区民混声合唱団 うたの広場4 ～忘れられないあの日の歌～
ほチ全席自由　1,000円　　　900円　問北区民混声合唱団（山岸） 2090-2166-1139

小倉貴久子と巡るクラシックの旅 Vol.5 シューマニアーナ ～ドイツのロマンティックな愛と詩情につつまれて～ 
ほチ※詳細は2面　問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

ほくとぴあ亭1000円落語～次代を築く落語家の妙技～３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）

to R mansion にんぎょひめ
ほチ※詳細は2面　問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

王子カルチャーロード・ギャラリー［王子駅北口ガード下］ 
  2/  2木～2/13月    現代水墨画（現代水墨画・友志会） 
  2/  2木～2/13月    新婦人作品展（新日本婦人の会） 
  2/17金～2/27月    グループ彩（会員作品）展（グループ彩） 
  2/17金～2/27月    王二小作品展（王子第二小学校） 
  3/  2木～3/13月    創作サークルＭｎｘ作品展（創作サークルＭｎｘ） 
  3/  2木～3/13月     のびのびのじかん作品展（社会福祉法人つみき） 
  3/16木～3/27月     第１３回税に関する絵はがきコンクール（王子法人会女性部会） 

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

目次立樹（ゴジゲン）脚本

to R mansion演出
to R mansion
藤田善宏
(CAT-A-TAC/コンドルズ）  
ほか

出演

松居大悟（ゴジゲン）脚本監修

北とぴあ つつじホール

カ全席指定    　　　一般3,000円              2,500円
中学・高校生1,500円　小学生以下1,000円

 
3/5 午前の部 11：00開演

午後の部 15：00開演日

※高校生以下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。
※午前の部は0歳から入場可。2歳以下は保護者の膝上鑑賞に限り無料。
　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。3歳以上はチケットが必要です。
※午後の部は未就学児
　入場不可。

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

ほ チ

発売中! 60午前の部 午後の部

にんぎょひめ
to R mansion

光のマジックと、お芝居・ダンス・パントマイムなど
の様々な身体表現で描く、不思議いっぱい
ユーモアたっぷりの
童話の世界！

©Chiye NAMEGAI

全席指定    　　　Pコード：224-811
S席:4,500円（ペア8,000円）              3,800円（ペア7,000円）
A席:4,000円             3,300円　25歳以下  各席種一般価格の半額

 
 

2/18 15：00開演土

6

北とぴあ さくらホール

ロベルト・シューマン：『子供の情景』より「トロイメライ」
『ミルテの花』より「献呈」、ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
クララ・ヴィーク・シューマン：『音楽の夜会』より「ノットゥルノ」  ほか

曲目

小倉貴久子（フォルテピアノ）、渡辺祐介（指揮、バリトン）
シューマニアーナ・オーケストラ（ピリオド楽器使用）

演奏

小野寺修二演出
浅井浩介、田中佑弥、兵藤公美、藤田桃子
小野寺修二 ほか

出演

【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）
※25歳以下券は、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。

e＋カほ ぴチ

シューマン夫妻のピアノ協奏曲、ソロ、室内楽、歌曲を当時のスタイルで

シューマニアーナ
～ドイツのロマンティックな愛と詩情につつまれて～

小倉貴久子と巡る
クラシックの旅 Vol.5

人気
シリーズ
最終回

5 回月
のほくとぴあ亭1000円落語

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
♪

～次代を築く落語家の妙技～

5/13 13：00開演土
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

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）

3/8㊌一般発売

ナカハチ・オン・タイム＃37 北とぴあケルト祭 フルック来日公演
音ものお笑い祭パート２～音ものお笑い祭パート２～

北とぴあ つつじホール

6全席指定           　  Pコード：516-363　一般4,000円       3,600円
4/19 水 19：00開演

【問い合わせ】大有企画 203-3801-6799
ほ ぴチ

北とぴあ つつじホール
2/10㊎一般発売 6〈スペシャルゲスト〉

柳亭市馬

ポカスカジャン タブレット純 ペーソス ■ ■北M

青島広志 with シエナ・サックス＆ビーツ おしゃべりコンサート！
ほチ全席指定　4,000円　　　3,600円　学生2,000円　問シエナ事務局 203-3357-4870（平日10:00～18:00）■ ■北M

■ M

■ ■北M
中村勘九郎・中村七之助　春暁特別公演 2023
ほチ全席指定 S席8,800円　　7,920円　A席6,800円　B席4,800円　問サンライズプロモーション東京 20570-00-3337（平日12:00～15:00）

日本オペレッタ協会創立45周年記念第7回公演　オペレッタ「こうもり」
ほチ全席指定　7,000円（当日8,000円）　　　6,300円（当日8,000円）　問日本オペレッタ協会（狩野） 2090-8450-8215

子ども文化教室発表会　子ども芸術劇場
ほチ※詳細は1面　問北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜を除く平日9:00～17:00）

第21回「北区内田康夫ミステリー文学賞」授賞式・記念イベント
入場無料・事前申込制　※詳細は2面　問北区シティプロモーション推進担当課 203-3908-1364（平日9:00～17:00）

カンパニーデラシネラ新作公演 気配
ほチ※詳細は2面　問デラシネラ derashinera@gmail.com

■ ■北M

名渡山 遼 UKULELE LIVE　～ノスタルジック×超絶技巧 ～
ほチ※詳細は1面　問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

■ M

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

令和5年度 生徒募集

児童ダンス☆演劇教室発表会 演劇部第１3期生中間発表会

北区で活動する★☆北区AKT STAGE（アクトステージ）劇団員と一緒に、演劇とダンスを通じて、子ども
達の運動能力と表現力を伸ばしてもらう教室です。※子役タレントを育成するための教室ではありません。

〒114-0003 北区豊島５-３-１３ ココキタ内
ホームページ 〈演劇教室〉https://aktstage.com/jidou/
                  〈演劇部〉https://aktstage.com/gekibu/

3/31（金）必着申込締切 2023年4月1日現在、小学生～高校生 対 象

・申込先  
・資料請求
・問い合わせ

〈入会金なし〉【小学生】7,400円（北区民6,400円）※発表会費用 5,000円
                    【中学生・高校生】9,000円（北区民8,000円）※発表会費用 3,000円

月 謝

★☆北区AKT STAGE 児童ダンス☆
演劇教室／演劇部

★☆北区ＡＫＴ ＳＴＡＧＥ「児童ダンス演劇教室・演劇部」係

日3/19 13：00開演（12：00開場）

北とぴあ つつじホール ココキタ スタジオ1
日3/２4 金 ～26

入場無料／事前予約制 入場無料／事前予約制

ココキタ2階ギャラリー会場10：00～20：00時間2/1（水）～2/19（日）展示期間

中高生のための
「新聞粘土を使って動物をつくろう」「DTM（デスクトップミュージック）サウンドメイク編」

レベルアップワークショップ成果発表

ココキタで土日を中心に行われている「子ども文化教
室」。教室によって対象年齢が異なりますが、未就学児
から高校生まで幅広い年齢の北区内在住・在学の子ど
も達が練習に打ち込んでおり、３月には「子ども文化教
室発表会」で一年間の成果を発表します。各教室であた
らしい仲間（若干名）を募集中！申込方法等の詳細は、
財団ホームページまたはチラシをご覧ください。

平安時代から伝わる日本古来の音楽。笛や打楽器を習得
できます。独特の音色を楽しもう。

踊りだけでなく、扇子の使い方や立ち居振る舞いも学ぶ
ことができます。浴衣を着付けられるようにもなります。

話し方や動作、扇
子・手ぬぐいの使
い方などを師匠
が丁寧に指導。
人に披露できる
特技が増えます。

銅板を叩いて、お皿や
ぐい呑みなど、自分が作
りたいものを制作しま
す。細かい作業が好き
な中高生におすすめ。

石膏像や写真を見なが
ら、動物や人など自分が
作りたいものを粘土で
制作します。最後には石
膏像に仕上げます。

令和5年度 子ども文化教室 生徒募集 締切 3/27（月）必着

問い合わせ
北区文化振興財団 
203-6338-5711
（9:00～17:00・月曜休館）

雅楽
が    がく

落語
らく    ご

鍛金
たん  きん

彫塑
ちょう   そ

日本舞踊
に    ほん     ぶ    よう

発表会の様子 発表会の様子

第21回北区内田康夫ミステリー文学賞
授賞式・記念イベント

3/26 14:00開演土 北とぴあ さくらホール

応募総数176作品の中から厳正な審査を経て、いよいよ各賞が発表されます。
記念イベントでは昨年度の大賞受賞作品を朗読劇化。どうぞご期待ください！

　5月の定期演奏会では、昨年の『秋のコンサート』で取
り上げたワーグナー、ブラームスと対極にあるフランス
の作曲家ラヴェル、サン＝サーンス、フランクを取り上げ
ます。練習していると、同時期のドイツ音楽とフランス音
楽の違いを面白く感じます。どこまで、北オケがフランス
のお洒落な雰囲気を表現できるか挑戦です。
　ラヴェル(1875-1937)の『古風なメヌエット』は、メヌ
エットという形式にこだわりながら、管弦楽の魔術師ラ
ヴェルが意匠を凝らした作品です。20歳の時(1895年)
にピアノ曲として作曲した作品を、晩年の54歳になって
オーケストラ版に編曲しました。
　サン＝サーンス(1835-1921)のアルジェリア組曲は、
1880年、彼が冬場の避寒地として好んで滞在した北ア
フリカのアルジェリアの印象をもとに作曲されました。

当時、彼は45歳、人生の円熟期にあり、フランスの学士
院に選任されるなどその名声を確立する時期でした。
　フランク(1825-1890)は、ベルギー出身ですがパリを
中心に活躍しました。オルガン奏者としての名声を確立
した後、1873年にパリ音楽院の教授に迎えられました。
今回取り上げるニ短調の交響曲は、人生の晩年1886
年から1888年に作曲されました。
　19世紀後半は、日本では明治
時代、ドイツではブラームスの絶
頂期に当たりますが、その時代に
フランスではこんな作品が
作られていたのですね。
　ぜひご来場ください。

第2部 記念イベント

【原作】安芸 那須さん 
【演出】深寅 芥
【脚本】吉田康二    
【制作】（株）ネリム

朗読劇『二つの依頼』
（第20回大賞受賞作品）

定員 600名（申込先着順）入場無料
              ●はがき ①代表者氏名 ②郵便番号・住所 ③年齢 ④電話番号 ⑤希望人数
（1グループ5名まで）および全員の氏名を記入し、下記宛先までお申し込みください。
※車椅子席希望の方はその旨朱書きください。●電子申請『東京共同電子申請』で検索。
「東京共同電子申請・届出サービス」サイトより、必要事項をご入力のうえお申し込みください。

申込方法
応募期限 3/10（金）必着

宛先〒114-8508（住所不要）シティプロモーション推進担当課「ミステリー文学賞」EJ係

第1部 授賞式

過去の授賞式の様子

来場者
プレゼント

北区シティプロモーション推進担当課203-3908-1364（平日9:00～17：00）問い合わせ

3/25

大賞受賞作品
などを掲載した
ブックレットを
お配りします。

残少

全席指定            一般4,800円        　3,800円
5/20 土 14：00開演（11:00ホワイエ開場）

【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

ほ チ  

BBCのフォークアワードにて
ベストグループを受賞！
フルックによるコンサートの他、
アイルランドやケルト圏の物産展、
ダンスのワークショップなど
ケルト文化が体験できる
盛りだくさんのイベント

気 配

2/6㊊一般発売 6

カンパニーデラシネラ新作公演

全席自由            一般3,500円        　3,150円　当日4,000円
3/23 木～26 日
【問い合わせ】デラシネラ derashinera@gmail.com

ほ チ  

 

身体性に富んだ演劇作品を創作する
カンパニーデラシネラ。マイムをベースとした
独自の演出をどうぞお楽しみに！

カンパニーデラシネラ『どこまでも世界』（2020年2月／神奈川芸術劇場）

3/23(木)

19：30

3/24(金)

19：30

3/25(土)
13：00
17：00

3/26(日)
13：00
17：00

公演情報は1面

春
風
亭
昇
咲

柳
家
や
な
ぎ

柳
家
花
ご
め

三
遊
亭
好
二
郎

東京ボーイズ

おなじみ、東京ボーイズの仲八郎が
プロデュース！豪華なゲストを招いて
笑いありトークありのバラエティショー！

ト
リ
演
目「
佐
々
木
政
談
」

土

川口リリア・音楽ホール
3/11
全席指定　6,000円

七英雄バトル(Romancing SaGa 2)
熱情の律動
(Romancing SaGa -Minstrel Song-)
Departure（パズル＆ドラゴンズ）
カッチーニ：アヴェ・マリア　他

[プログラム]

15:00開演

土屋玲子 井谷享志

川村 竜 岸川恭子

土

川口リリア・音楽ホール
3/11 15:00開演

feat.伊藤賢治リリア・ゲームミュージック・
セレクション vol.1

お申込み
お問合せ

リリア･チケットセンター048-254-9900(10:00～19:00)
インターネット予約 http://www.lilia.or.jp
主催：（公財）川口総合文化センター　　　※JR京浜東北線・川口駅 西口直結　４階

ワークショップに参加した中高生の成果を作品として展示します。ぜひご覧ください！

※詳細はホーム
　ページにて

豪華競演! 特撰落語名人会

4月28日

■北とぴあ1階チケット売り場 
　(窓口販売のみ） 

!
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北とぴあ さくらホール　 
［金］開演14:00

S席4,500円 A席3,500円 発売日：１月２８日(土)～ 
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主催　 エイフル企画株式会社 
☎03-6240-1052 

■ぴあ 
■e+ 

出演者コメント

特設ページ

発売中!

午前の部
残少



●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

ほ

ぴ

カ
e＋

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  （要Pコード）
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）

車椅子のままご鑑賞いただける公演です（数に限りがあります）。

表記の年齢からご入場いただける公演です。

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：95,000部　1月25日発行

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

4

※開場時間は、特に表記のない限り開演の30分前です。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

北区文化振興財団
ホームページ

●2・3月の休館日：
2/1～3・6・13・14・20・24・27
3/6・13・20・22・27

開館時間10：00～17：00
（入館は16：30まで）

カンフェティ  ◆20120-240-540（平日10:00～18:00）
                         ◆https://www.confetti-web.com 

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

企画展 特別展

o
北区

2023

2月 ▶
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田端文士村記念館は、空調改修工事等のため下記の期間全館休館いたします。

再開の日程は決まり次第、当館ホームページ等でご案内いたします。
お知らせ

多種多彩!!
田端画かき村の住人たち

ドナルド･キーンが語る田端文士たち

講演会

田端ひととき散歩

石井鶴三、挿絵界を背負って戦う
―「挿絵事件」のこと―

“初めての人” 芥川龍之介

生誕100年 キーン先生との再会

～南 薫造、岩田専太郎、田河水泡など～
田端画かき村の住人たち

え

入場料 無料

　明治末期から昭和にかけて、小杉放庵をはじめ多くの画家たちが田端に暮
らしました。彼らは芸術談議に花を咲かせ、互いを刺激し合うなかで、自身の専
門とする絵のみならず漫画
や装幀・挿絵など、表現の
幅を広げていきます。
　本展では、新収蔵の南 
薫造作品や小杉放庵の画
幅、昭和を代表する田河水
泡の人気漫画「のらくろ」な
ど、様々なジャンルの絵を
紹介します。田端の画家た
ちの多種多彩な表現をお
楽しみください。

「原文で読み、感心した作家の中で、芥川は初めての人であった」と語ったドナ
ルド・キーン。後に日本文学研究者となり、その評価は変化したのか？芥川への
評論原稿、旧蔵書などキーン氏を介して芥川の魅力を紹介します。

2006年、当館で開催された
講演会時のドナルド・キーン

田河水泡
「ブル連隊長とのらくろ」

出口智之

2/4    ～3/31 金土 ※休館日を除く期間

2/4    ～3/31 金土 ※休館日を除く期間
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子ども文化教室発表会
日本の伝統文化を身近に親しみながら学べる「子ども文化教室」。

日本文化の技術と精神を学んだ子どもたちが、一年の成果を発表します！

令和5年度生徒募集中 詳しくは3面をご覧ください。【問い合わせ】北区文化振興財団 203-6338-5711（9:00～17:00・月曜休館）

全席自由 入場無料

3/25 各日14：00開演土・26日

0北とぴあ つつじホール

雅 

楽

２5日（土）日本舞踊Ⅰ・Ⅱ
２6日（日）落語・日本舞踊Ⅲ・雅楽

■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 

令和5年4月１日（土）～10月末（予定）期間

往復はがき、または右の専用フォームからお申込みください。
〒114-8523 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名まで申込可）。

講演会・ひととき散歩の申込方法

往信用裏面：①イベント名・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
返信用表面：応募者の住所・氏名

記入事項

南 薫造「安浦アトリエの裏」

新収蔵

左記企画展の解説とともにゆかりの地を散策します。内容
50名（抽選）定員 2/27（月）必着申込締切3/19 13：00開演日

内容

50名（抽選）定員 2/20（月）必着申込締切

出口智之（東京大学大学院総合文化研究科准教授）講師
3/12 14：00開演日

落 

語

講
師

日本舞踊

落　語
雅　楽
鍛　金

松島金昇（北区日本舞踊連盟理事長）監修
花柳太之路（同連盟副理事長）
藤間さくら女（同連盟会計監査）
松島昇子（同連盟理事）
五代目  三遊亭圓馬（落語芸術協会会員・真打）
笹本武志（雅楽演奏家）
奥山峰石（人間国宝）監修
鈴木泰三（伝統工芸士・奥山峰石弟子）

入場無料

3/9   ～4/8
10:00～20:00 ※月曜を除く

土木

子ども
芸術ギャラリー

鍛 

金

日
本

 

舞
踊

東京都北区文化芸術活動拠点 ココキタ2階ギャラリー

子ども芸術劇場
詳細およびその他記念講演会の情報はこちら▶

3面にコラム掲載

指揮 高橋俊之 演奏 北区民オーケストラ

今回は19世紀後半のフランス音楽に挑戦です。
パリで活躍したフランクやサン＝サーンス、
ラヴェルのお洒落な名曲をお楽しみください。

北区民オーケストラ
第36回
定期演奏会

予定曲 フランク：交響曲 二短調
ラヴェル：古風なメヌエット
サン＝サーンス：アルジェリア組曲

6
北とぴあ さくらホール

全席指定    　    一般1,000円   　 　900円   
5/21
【問い合わせ】北区民オーケストラ info＠kitaorche.or.jp 
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 2/21㊋一般発売

北区民オーケストラ
ホームページ

北とぴあ さくらホール 6

全席指定　　　  Pコード：516-377        
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。

4/9 14：00開演日
カほ ぴチ柳
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豪華絢爛、春の恒例寄席！
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区民寄席きたくなるまち
第34回

リュリ作曲オペラ《アルミード》
北とぴあ さくらホール

レゼポぺ来日公演 
～夜のままでLet the night be long～

北とぴあ さくらホール

参加・関連公演
パイプオルガン演奏会 第99回二期会 オペラ

研修所コンサート
ラ・ガラッシア コンサート 
天使と悪魔

上野学園大学学生による
ロビーコンサート

音とことばのエスキース伝統尺八と革新尺八
～楽器の変遷から
             尺八の未来を考える～

名探偵と
クリスマス・キャロル

芸大とあそぼう in 北とぴあ
ハロウィン村のかぼちゃの木

北とぴあ さくらホール

２度の延期を経てついに上演！
ソロ、合唱、ダンスと見どころ・聴きどころにあふれた楽しい公演で、
さくらホールは大盛りあがりでした！

魂を揺さぶるフラメンコ、
香り立つスペインの風

◆11/11

◆11/23

◆11/17◆11/27

◆11/23 ◆11/27

◆10/30
◆12/9・11

◆11/18 ◆11/5

アルミーダのマドリガーレ
◆12/1～解放された

    エルサレムと同時代の音楽～
～音楽家F.エッケルト、建築家
J.コンドルに寄せて～◆12/8 ◆12/15

名渡山 遼 UKULELE LIVE
～ノスタルジック×超絶技巧 ～

全席指定    　    一般3,000円   　 　2,500円   
2/25
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

15：00開演土

エキサイティングな高速フレーズから繊細で美しい音色まで自由自在！
世界的に活躍する超絶技巧ウクレレプレイヤー“名渡山 遼”が

豪華ゲストを迎えて北とぴあだけの特別なステージをお届けします！

北とぴあ つつじホール

名渡山 遼 ミュージックビデオ➔

発売中!

6

小杉放庵「母」

専用フォーム

彫刻家、版画家、洋画家として幅広い活躍を見せた
田端ゆかりの芸術家・石井鶴三。彼には挿絵画家と
してどうしても譲れないものがありました。挿絵の歴
史とその価値転換となった“事件”について語ります。

「生誕100年 キーン先生との再会」を
テーマとした展覧会は、旧古河庭園洋館、
北区飛鳥山博物館、北区立中央
図書館でも同時開催中。

©K. Miura ©K. Miura

（プレ公演）

ゲスト 西村由紀江 (ピアノ)

～舞台写真で振り返る～ 速報
ラモー作曲オペラ《レ・ボレアード》
12月8日（金）・10日（日）上演予定
詳細は今後のエンジョイ北区や音楽祭Twitterなどでお知らせします。

名渡山 遼 
(ウクレレ)

な      と    やま     りょう

出演 名渡山 遼(ウクレレ)、青木 岳(ピアノ)、砂山淳一(ベース)、長谷川ガク(ドラムス)

発売中!


