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【問い合わせ】ハンプトンジャパン 2027-320-7323（平日10：00〜18：00）

【問い合わせ】きたく子ども劇場 203-3919-2990

【問い合わせ】
THE MUSIC PLANT 203-5944-6187

（平日11：00〜18：00）

北とぴあ つつじホール

北とぴあ さくらホール 北とぴあ つつじホール
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6/2 土  14：00 開演 
1,500円    1,350円

3/21水・祝 15：00 開演 5/27日 15：00 開演 
全席指定
3,800円    3,420円

全席指定
4,500円    3,500円

0

3月4日(日)
一般発売※ 3歳未満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
求めください。

※ 3歳以下は保護者の膝上鑑賞に限り無料
（要申込）。4歳以上はチケットが必要です。

いたずらぼうけんミュージカル

かいけつゾロリ
� まほうつかいのでし
人気絵本がミュージカルに。
まじめにふまじめな かいけつゾロリ
歌って踊っておおあばれ!

Ⓒ 原ゆたか／ポプラ社

出演／劇団俳協
原作／原ゆたか
脚本／西川徹
演出／増田敦

スピリチュアル、

混沌と癒しが混在する

不思議な国

インドの音楽、文化を

体験してみませんか?

インド古典音楽の世界
H.アミット・ロイ（シタール）×ユザーン（タブラ）

【申込方法】往復はがきで2/9（金）必着、応募はひとり1通。（小学生以下とその保護者対象）
　【往信面】①住所 ②氏名・年齢（全員分） ③希望枚数（2名まで） ④電話番号 ※車椅子席希望はその旨朱書き
　【返信面】応募者の住所氏名 【宛先】〒114-8503（住所不要）北区文化振興財団「タニケンコンサート」E係

北区民
5組10名を

ご招待!

【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）
北とぴあ15階 ペガサスホール全席自由  カンフェティ

1,000円    900円

2月7日(水)
一般発売

2月6日(火)
一般発売
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5/6 日

今が旬の若手の噺に、たっぷり笑えてこのお値段!

次代を築く
落語家の妙技
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ほくとぴあ亭
5月の回 1000円落語

演目：
王子の狐

広告掲載募集 エンジョイ北区で情報発信しませんか?
●�オールカラー年6回（奇数月25日）発行�1回あたり130,000部（予定）
●�北区内全戸（新聞折込）、区内公共機関、区内JR及び東京メトロ地下鉄各駅へ
配布

●�料金（税別）��1/2枠　縦70mm×横60mm    30,000円 
1枠　 縦70mm×横125mm   50,000円 
2枠　 縦70mm×横250mm  100,000円
※�1度に2枠分お申込み、または同時に複数回お申込みの場合割引があります。
※�原稿はお客様の作成となります。詳しくは下記までお問い合わせください。

【問い合わせ】（公財）北区文化振興財団�203-5390-1221

平成30年度分
3/23（金）

締切

2月21日〜4月1日

演劇をもっと
楽しんでもらいたい
プロジェクト

北区王子が演劇に染まる40日間!!

参
加
団
体

ぬいぐるみハンター／クロムモリブデン／鬼の居ぬ間に／天ぷら銀河／果てとチーク／ウンゲツィーファ／
劇想からまわりえっちゃん／すこやかクラブ／遠吠え／劇団スポーツ／Mrs.fictions／劇団「地蔵中毒」／
ピヨピヨレボリューション／トリコロールケーキ／劇団きらら／演劇組織KIMYO／CITA／
北区民と演劇を作るプロジェクト／X-QUEST／LiveUpCapsules／シラカン

会場 花まる学習会王子小劇場／北とぴあ つつじホール・ペガサスホール・カナリアホール／王子スタジオ／飛鳥山野外舞台

 佐藤佐吉演劇祭は、2年に1度開催されている舞台芸術の、特に若者を揃えた演劇祭です。
 全40日の会期中、約30演目が全10会場で上演されます。今回も全国からバラエティ豊かな
 劇団を招聘しました。また、北区王子地区全体を巻き込んだ文化の祭典として、
 初めて屋外の会場も用意しました!

「観るだけじゃない、参加する演劇祭に」をモットーに、多彩な関連企画「演劇をもっと楽しんでもらいたいプロジェクト」を実施します。3ヶ月連続
ワークショップ・トークラウンジ・1日連続観劇など、この演劇祭をきっかけに、演劇を体験してください。詳しくは演劇祭特設サイトをご覧ください!

【主催】佐藤佐吉演劇祭実行委員会 【主催】（公財）北区文化振興財団（舞台芸術創造支援事業） http://www.en-geki.com/sakichisai2018/

発売中!

全席指定 ※チケットぴあ等でも取扱い予定

●問い合わせ 203-5685-5171
開館時間▶10：00〜17：00（入館は16：30まで）
●2・3月の休館日：2/5〜9、13〜14、19、26、3/5、12、19、22、26

入場料・参加費 無料

●企画展�開館25周年記念展 第一弾

田端は明治中期まで閑静な農村地帯でしたが、明治22年に
東京美術学校が上野に開校し、同29年に田端駅が開業され
ると、芸術家たちが次々と田端へ転入しました。展覧会では
芸術家たちが独自の文化を形成し、田端が芸術家村となっ
た“理由（ワケ）”を様々な資料で紹介します。

大人になっても人々の心に残る「童謡」の歴史と、児童雑誌『金
の星（船）』に寄稿した野口雨情、サトウハチロー、竹久夢二など
田端の童謡詩人たちについて紹介します。

【申込】先着順（定員80名 ※直接会場にお越しください）

田端に集まる“理
ワ

由
ケ

”がある
～明治の田端は芸術家村だった!?

童謡誕生から100年 ～歌い継がれる童謡の魅力～
3/17 

土 13：00開演（12：30開場）

2/10 
土〜5/6 

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。

http：//www.kitabunka.or.jp/tabata/
@bunshimura

NHK文化講演会
【講師】 西美弥子（国立新美術館 研究補佐員）
【演題】 「 至上の印象派展 

ビュールレ・コレクションのみどころ」

定員 400名（事前申込制・抽選）

◦往信面：住所・氏名・年齢・電話番号
◦返信面：住所・氏名

※車椅子席希望の方はその旨朱書き ※申し込みは一人一通。
※ 講演会の入場者には本展覧会の招待券を差し上げます。（一人一枚）
【宛先・問い合わせ】� 〒114-8503（住所不要）北区文化振興財団 文化講演会係 203-5390-1221 6

3/30 金  19：00 開演
（18：30 開場）

往復はがき 3/2（金）必着応募方法

北とぴあ つつじホール 入場無料

平成30年度  生徒募集!【問い合わせ】北区文化振興財団�203-6338-5711（9：00〜17：00・月曜休館）
北区子ども文化教室 ★☆北区AKT STAGE 児童ダンス☆演劇教室
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塑 の5分野で、
一流の講師陣が北区の子どもたちを迎えます。

2/1より新年度の生徒募集を開始!

教室によって対象年齢が異なりますが、未就学から高
校生まで幅広い年齢の北区内在住・在学・在園の子ど
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。（1面参照）
各教室であたらしい仲間を募集中!
※�申込方法等の詳細は、財団ホームページか
チラシをご覧ください。
※�4/8（日）の合同開講式から新年度の教室が
始まります。

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。5～18歳の子ども達を対象に土
日にココキタ内でレッスンを実施しています。毎年3月には発表会もあります。詳しくは劇団
ホームページ、チラシ等をご覧ください。入会金なし。月謝6,000円（北区の小学生）～（別途、発
表会費用もあり）※子役タレントを育成するための教室ではありません。
【資料請求先・問い合わせ先】
★☆北区AKT�STAGE「児童ダンス・演劇教室」係
203-6260-9147�FAX.03-6745-9127
http://aktstage.com/jidou
★☆北区AKT STAGE 児童ダンス☆演劇教室発表会
3/18（日）13：00開演（12：00開場） 北とぴあ つつじホール
入場無料�※当日直接会場にお越しください。
【出演】児童ダンス☆演劇教室生徒、★☆北区AKT�STAGE劇団員

見どころ�!
小杉放庵と板谷波山の合作!

「�大雅堂瀟湘八景�
扇面小皿」より

「漁村夕照」（上）
「遠寺晩鐘」（右）

田端文士芸術家村の草分
け・小杉放庵が絵付、板谷
波山の窯で作られた扇形
の小皿。モチーフは江戸
時代の画家・池大雅の晩
年の作「瀟湘八景」を放庵
流に写したとされる。

小杉放庵

板谷波山

申込〆切
3/31
（土）

★★

【問い合わせ】�★☆北区AKT STAGE  203-6260-9147 http：//aktstage.com/

★☆北区AKT STAGE 研究所、第6期生募集オーディションを
勝ち抜き、1年間の厳しいレッスンを経た14名。彼らの成長を披
露する毎年恒例の卒業公演。今年の演目は「熱海殺人事件」より
★☆北区つかこうへい劇団バージョンとも言える「友よ、いま君
は風に吹かれて」と「売春捜査官」の2バージョン。
劇団員昇格をかけたこの公演、審査するのは、講師、劇団員、そし
てご来場いただくみなさまです!
※ ★☆北区AKT STAGE稽古場（北区西が丘）でも、同演目の公演があり
ます。詳しくは劇団までお問い合わせください。

「熱海殺人事件 −友よ、いま君は風に吹かれて」
「売春捜査官」  原作：つかこうへい

2/21 水  〜25 日  北とぴあ15階
ペガサスホール

6
全席自由 一般1,500円   1,300円

13：00 15：00 17：00 19：00

2/21（水） 売 熱
2/22（木） 熱 売
2/23（金） 売 熱
2/24（土） 売 熱 売
2/25（日） 熱 売 熱 売

熱：熱海殺人事件　売：売春捜査官

発売中!

「�至上の印象派展�
ビュールレ・コレクション」関連

ピエール=�
オーギュスト・ルノワール
《�イレーヌ・カーン・�
ダンヴェール嬢�
（可愛いイレーヌ）》 ©Foundation�E.G.�Bührle�Collection,Zurich�(Switzerland)Photo:�SIK-ISEA,�Zurich�(J.-P.�Kuhn)

●講演会

東京美術学校（現・東京藝術大学）が設置されて
以降、明治後期の美術界におきた様々な動きを上野、田端
という地域社会とも関連付けながらお話しします。

【講師】古田 亮（東京藝術大学大学美術館准教授）

「明治の美術 東京美術学校を中心に」
3/25 日 14：00開演

（13：30開場）

【申込方法】
往復はがきで3/12（月）まで。1通につき1名（同居家族に限り2名まで可）。
　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
　返信面表面�応募者の住所・氏名

古田�亮
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