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皆さんの文化芸術活動を応援する  へぜひ来てみてください。

【問い合わせ】 203-6338-5711（9：00〜17：00）
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）
http://www.kitabunka.or.jp/cocokita/
※アクセスは6面をご覧ください。

ココキタ3階で活動中のココキタ レジデンスアーティスト。今回は
金属工芸のグループ「HINOKO」と劇団「☆★北区AKT STAGE」
の2部屋を訪ねてみましょう。芸術の秋…ココキタのアトリエ&ギャラリー

はアートがいっぱい。展示のほか、体験ワーク
ショップ等も開催されます。ぜひ足を運んでみてください。

■ SHOGEN アフリカンペイントアート展
アフリカ・タンザニアでペ
ンキアートを習得し、色彩
あざやかで大らかな画風に
ファンの多いSHOGENの
個展を開催。
会期中の10/21・22には、
SHOGENと一緒にペンキ
アートを描くワークショップ
（要申込）やトークイベント等も開催します。いずれも参加費は無料。
タンザニアの風に染まるココキタに是非来てください!
【会期】10/14（土）〜11/12（日） 9：00〜20：00 ※月曜休館

1ヶ月間に及ぶ北とぴあ演劇祭もいよいよ後半戦に突入。
残すところ13公演と1講座となりました!

他にも個性豊かな公演はまだまだ続きます! 入場料は無料から1,000円まで。
ぜひお気軽にお越しください。詳細は演劇祭HPをご覧ください。

http://www.hokutopiaengekisai.com/
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9：00〜17：00）

9/16（土）▶10/15（日）会期

【SHOGENプロフィール】
1986年京都生まれ。経済学部を卒業後、大手化粧品会社に就職。たま
たま京都の雑貨屋で出会ったペンキアート（ティンガティンガ）に魅
せられ、単身でアフリカのタンザニアに渡り、原住民族と生活を共に
しながら絵を描き続ける。
現地タンザニアでの活動が実を結び、帰国後
は「超十代」ファッションイベントでのライブ
ペイントや、スターバックス店内での個展、九
谷焼デザインなど多方面で活躍中。『生きる
のって楽しい』を描くペンキ画職人として、主
に動植物をモチーフとしたハッピーアートを
描き続けている。

ココキタ レジデンスアーティスト ②

アートの秋がやってきた!

平成30年度からの使用者募集は10/1(日)より11/6(月)（必着）。
内覧会にもぜひご参加ください。スケジュールについてはココ
キタのホームページをご覧ください。

レジデンスアーティスト募集!

【日程】 9/25（月）〜10/1（日） 
 ①10：00〜 ②14：00〜 
※見学は1時間程度

【場所】 （仮称）彫刻アトリエ館（北区西ヶ原） 
※ お申し込みいただいた方に 

お知らせします。
【定員】各回20名（先着順）

北区名誉区民 彫刻家 故・北村西望、故・北村治禧親子が実際に使用したアトリエと作品の一部を公開します。
【申込方法】

電話またはEメールにて下記まで（氏名、居住地域、電話番号、
希望日、希望時間を明記）

【問い合わせ】
北区文化振興財団（ココキタ内）「アトリエ館」係 
203-6338-5711（月曜日を除く9：00〜17：00）

kcf_bunkasinkou@kitabunka.or.jp ➡

彫刻アトリエ館公開のお知らせ

■ きたくなるまち絵画展
北区で見つけたお気に入りの風景を描いてください!
参加者全員に記念品があります。
一般部門（中学生以上）は審査があり、豪華賞品を用意!

応募作品は、平成30年1月よりココキタにて展示します。
【受付期間】11/1（水）〜12/10（日）9：00〜17：00
※ココキタまで作品をご持参ください。きたくなるまち 絵画展

作品
募集

■ ガラスビエンナーレ
紀元前15世紀より受け継がれてきた技法に新たな試みを加えた
現代の作家たち21人の作品を展示。また、両日ともとんぼ玉や
フュージング、ガラスアクセサリーなどの制作体験、作家による制
作実演などを行います。※会場には常に数人の出展作家がいます。
【会期】11/17（金）・18（土） 各日 9：00〜17：00
【会場】ココキタ2階 アトリエ、オープンギャラリー1・2
観覧無料 ※制作体験、制作実演は有料となります。
【問い合わせ】�ガラスビエンナーレ実行委員会 

E-mail： glassbiennale@gmail.com

北村治禧作 「妖精」

平成29年度�北区文化芸術祭
行事名 開催日 開催時間 会場 事務局(担当)

PTAコーラスの集い 10/26（木） 9：30〜17：00（9：10開場） 北とぴあ
さくらホール

北区PTAコーラスの集い運営委員会
（王子第五小学校内）203-3907-2381

謡曲大会 10/29（日） 10：30〜17：00（10：00開場） 北とぴあ
つつじホール

北区謡曲連合会（松澤）
2070-5043-6412

美術展 10/30（月）
〜11/3（金・祝）

10：00〜18：30
（最終日17：00まで）

北とぴあ
展示ホール

北区美術会（﨤町）
203-3909-0621

民踊舞踊大会

11/3（金・祝）

10：30〜17：00（10：00開場） 北とぴあ
さくらホール

（公財）北区文化振興財団
203-6338-5711

珠算競技大会・
シニア対象講習会 9：30〜14：00（9：00開場） 北とぴあ

飛鳥ホール ほか
北区珠算教育連盟（田口孟則）

203-3909-1405

俳句大会 13：00〜16：30（12：00開場） 北とぴあ
第2研修室

北区俳句連盟（小笠原）
203-3909-0842 ※当日のみ見学500円

吟剣詩舞大会 9：30〜17：00（9：00開場） 赤羽会館 講堂 北区吟剣詩舞道連盟（髙橋）
203-3900-2407

合唱祭 11/5（日） 11：45〜18：00（11：30開場） 北とぴあ
さくらホール

北区合唱連盟（名島）
203-3927-5235

茶華道展 11/11（土）
〜12日（日）

（華）10：00〜17：00
（最終日16：30まで）

北とぴあ
展示ホール 北区茶華道連盟（鈴木）

203-3909-7201
※当日お茶券必要（2,000円）（茶）10：00〜16：00

（受付：各日15：30まで）
北とぴあ
茶室、和室

将棋大会 11/12（日） 10：00〜17：00（9：20開場） 北とぴあ
飛鳥ホール

日本将棋連盟北支部（宇田川）
203-3914-5743

日本舞踊大会
11/19（日）

11：00〜18：00（10：30開場） 北とぴあ
さくらホール

北区日本舞踊連盟（松島）
203-3910-8858

囲碁大会 9：00〜17：30（9：00開場） 北とぴあ
飛鳥ホール

北区囲碁連合会（織田）
203-3901-4985

陶芸展 11/23日（木・祝）〜
11/26（日）

10：00〜18：00
（最終日は17：00まで）

北とぴあ
展示ホール

北区陶芸会（山田）
203-3919-0287

バレエ&モダンダンス 11/26（日） 16：00〜20：00（15：30開場） 北とぴあ
さくらホール

東京都北区洋舞家協会（笠原）
203-3902-2900

美術手工芸展 12/1（金）〜
12/3（日）

10：00〜18：00
（最終日17：00まで）

北とぴあ
展示ホール

北区美術手工芸連盟（辻村）
203-5974-8951

※各催物の詳細は、各事務局にお問い合わせください。※催物によっては、開催・終了時間が変更になる場合がございます。
【問い合わせ】北区文化芸術祭事務局 （公財）北区文化振興財団内 203-6338-5711（月曜のぞく9：00〜17：00）

10月の公演劇団はこちら!
大衆演劇ワークショップ

「お披露目公演」
10/7（土）15：00 ペガサスホール
【入場料】500円
ワークショップ参加者が講師の響彬斗座長とともに魅せるショーです。
妖艶さにうっとりし、滑稽な芝居に爆笑!毎年好評の公演です。

ほりぶん第4回公演 牛久沼とその周辺を舞台に描く、
うなぎの争奪戦と親子の絆の物語。

【作・演出】鎌田順也（ナカゴー）
【出演】�川上友里（はえぎわ）／墨井鯨子／岩崎�緑�

牛尾千聖（遊園地再生事業団）／川口雅子�
橋本ゆりか／松竹史桜／藤本美也子

全席自由2,500円／ほくとぴあメンバーズ・北区民2,250円
詳細は、ほりぶんのタンブラーにて horibun333.tumblr.com

10/17（火）�20：00
10/18（水）�20：00
10/19（木）�20：00
10/20（金）�15：00／20：00
10/21（土）�14：00／19：00
10/22（日）�13：00／18：00

『牛久沼』

実行委員会による企画公演
Pick  up!
その1

舞台をより深く知る!
Pick  up!
その2

舞台照明講座「舞台あかりのヒ・ビ・キ」
舞台照明の役割とは?その効果とは?
実際の照明機材を使って体感しながら学びます。
参加者が見て、一緒に考える講座です。
10/3（火）・4（水）19：00〜21：00 ペガサスホール（2回連続講座）
【定員】60名（先着順） 【対象】小学生以上 【参加費】2,000円（高校生以下1,000円）

■ 「カフェぱれっと」巨大黒板アート リニューアル!
北区内の中高生がリレー方式で参加する「巨大黒
板アート�リレープロジェクト」で今回バトンを受け
取ったのは「都立王子総合高等学校イラスト部」で
す。テーマは、「宇宙と水」。黒板の地色を宇宙空間
に見立て部員14名でデザインし制作。全員で一つ

の物を作り上げるのは初めてとい
うことでしたが、とても手際よく楽
しそうに取り組んでいました。豊
かな色づかいと雄大なモチーフを
ご覧ください。（12月頃まで）

HINOKO3-J

ココキタ3階の廊下の一番奥からカンカン
カン…金属を叩く音が響きます。HINOKO
は、若い金属工芸作家たちのグループ。工房
内の工具を共有して、各々の製作に取り組
んでいます。『ココキタまつり』ではスプー
ンやベーゴマ作り体験が地域の人たちに大
人気。「金属って硬いようでこんなに簡単に
形が変わるんだって驚かれました」。 ココキタ HINOKO

★☆北区AKT STAGE3-A

3階への階段をあがると、そこは
「劇団★☆北区AKT STAGE」
の稽古場です。「ココキタに固
定の稽古場があることで公演
の稽古に集中できますし、他劇
団の方々と情報交換ができる
のもありがたいです」。12月の北とぴあ公演は「熱海殺人事件」シ
リーズの連続上演に期待大! 北区 AKT STAGE

◦順天中学高等学校演劇部
◦Six Ties
◦都立飛鳥高等学校演劇部
◦大衆演劇ワークショップ
◦猿 −creative studio−
◦七瀬美菜劇団
◦★☆北区AKT STAGE演劇部
◦とうきょう花菜
◦劇団さくらドリーム
◦都立赤羽商業高等学校演劇部
◦aHSネオドリームファクトリー
◦劇団天然石
◦お転婆ァ団

北
と
ぴ
あ
14
階

カ
ナ
リ
ア
ホ
ー
ル

●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。
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