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【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）
※アクセスは6面をご覧ください。

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。

詳しくは で検索!

http://www.kitabunka.or.jp/cocokita/

振付家・ダンサーの入手杏
奈と一緒にダンスを踊りま
せんか? 10日間のワーク
ショップを通じてオリジナ
ル舞台作品を創作します。
ここで出会う新しい友だちとの創作体験は、夏休み一番の思
い出になること間違いなし!   
※原則としてすべての日程に参加してください
【ワークショップ】 8/23（水）・25（金）・27（日）・29（火）・30（水）、 

9/2（土）・3（日）・8（金）14：00〜17：00
【発表公演】9/9（土）・10（日） 【会場】ココキタ2階 スタジオ1

【講師】入手杏奈（振付家・ダンサー）
身体というのは実に不思議なもので、全力で、イメージしたり、見
つめたり、追いかけたり、飛び込んだりすると、なんにでもなるこ
とができるのです。虫に、光に、羽根に、冬空に、脈に、氷に、点に、
透明に、黒に、斑らに、先端に、柔らかいに、鉄に、真っ二つに、枯れ
葉に、今食べたい物に、電子音に。切っても切っても一生切り離
せない自分の心と身体に揺さぶりをかけて、たくさんの夢を追
いかけてみる、そんな風に生きてみる、10日間の集いをします。

募
　
集

北区第九演奏会 合唱参加者募集
【対象】北区在住・在勤で高校生以上の方（男声は北区外も可）�
※会場準備・出欠受付等は参加者で行っていただきます。
【練習期間】�7/8（土）〜12/1（金）�※週1回、主に土曜日または日曜日18：30〜21：00�計21回
【練習日程】指揮者指導・オケ合わせは出席が必須となります。
【7月】8（土）・15（土）・22（土）・30（日）� 【8月】6（日）・19（土）・27（日）
【9月】2（土）・9（土）・16（土）・24（日）� 【10月】1（日）・7（土）・14（土）・21（土）・29（日）指揮者指導
【11月】5（日）・11（土）・19（日）・27（月）�【12月】1（金）オケ合わせ、3（日）演奏会
【練習会場】北とぴあ内　【募集人数】200名程度�※応募者多数の場合は抽選
【会費】7,000円（前納）�※別途楽譜代500円程度（実費）
【申込方法】◦�往復はがき��往信用の裏面：住所、氏名、年齢、希望パート、電話番号、第九経験の有無、身

長、楽譜（カワイ出版）購入希望の有無、返信用の表面：住所、氏名
◦�来館申込 ��はがき（案内返信用）に住所、氏名を明記したものを北区文化振興財団（北と

ぴあ10階）まで持参

北区民オーケストラ（北オケ）&北区民混声合唱団（きたこん） 団員募集

【申込・問い合わせ】〒114-8503（住所不要） 北区文化振興財団 「第九合唱団」係／「北オケ募集」係／「きたこん募集」係 203-5390-1221 ※6/1（木）より郵便料金が改定となります（詳細は1面右上）。

北オケ きたこん

対象
原則北区内在住、在勤、在学の高校生以上

合奏経験のある方 楽譜の読める方

募集パート
（各若干名）

◦ヴァイオリン ◦ヴィオラ
◦チェロ ◦ファゴット ◦打楽器

男声（テノール・バス）、
女声（ソプラノ・アルト）各若干名
※ 合格後のパート決定は指導者が

行います。
オーディション 6/17（土）17：00〜（予定） 毎週水曜日 原則19：00〜
申込方法 電話、はがき、財団ホームページお問合せフォーム、または直接財団窓口へ
記入事項 住所、氏名、年齢、職業、電話番号、経験、希望パート
申込締切 6/8（木）必着 随時受付

フレッシュ名曲コンサート
北区第九演奏会

【日時】2017年12月3日（日）
【会場】北とぴあ�さくらホール
【指揮】円光寺雅彦
【管弦楽】新日本フィルハーモニー交響楽団
【ソリスト】�澤江衣里（ソプラノ）、�

村松稔之（カウンターテナー）、�
高橋淳（テノール）、�
清水勇磨（バリトン）

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

 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
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お仕事帰りに嬉しい平日19時開演!
お財布にも優しいほくとぴあ亭で、確かな落語をご賞味あれ。

※終演は21：00を予定しています。 ※残少

ほくとぴあ亭1000円 落語

19：00 開演（18：30開場）8/17 木

わさびが語る、演目

「紺
こ う 屋

や 高
た か 尾

お 」の聴きどころ

ネタばれに
なってしまうので

全ては明かせませんが
若い職人の恋心を
お楽しみください

【�会期】�
�9/16（土）〜10/15（日）

【会場】  北とぴあ ペガサスホール、 
つつじホール ほか

申込方法・詳細は次号のエンジョイ北区でご案内します。また、演劇祭公式サイトにも情報を掲載します。

舞台をより楽しむための
ワークショップ&講座参加者募集!
参加劇団の募集は締め切りましたが、
北とぴあ演劇祭には個人で参加できる、
講座やワークショップ等の企画が盛り沢山。

大衆演劇集団「響ファミリー」座長の響彬斗
が講師となり、実演を交えたレクチャーと、所
作や舞踊の稽古、さらには大衆演劇のメイク
まで体験できる、盛り沢山な内容です。期間
限定、オリジナル大衆演劇一座の一員になっ
てみませんか?

【稽古日時】 9/20（水）、9/26（火）、10/2（月） 
19：00〜21：00

【発表会】10/7（土）19：30（予定）
【参加費】 4,000円（他、足袋、扇等の実費負担あり）
【講師】響彬斗（響ファミリー座長）

大衆演劇ワークショップ

Dance Dance Dance  体験して! 考えて! 創る!

小 学4年生～中学3年生
パフォーマンスキッズ・トーキョー
ダンスワークショップ&公演 「命の夢」

マイムをベースにした身体訓練や、喋らない時の身体のあり
よう、そしてただ立ってみる、ただ歩いてみる、ただ喋ってみ
る。その他、何が格好良くて何が格好悪いのか、何が許せて
何が許せないのか。身体を動かすことに苦手意識のある方、
その苦手がどこからくるか探ってみませんか。
【期間】 8/7（月）・ 8（火）13：00〜16：00、9（水）13：00〜17：00
【会場】ココキタ2階 スタジオ1 
【講師】小野寺修二（演出家・カンパニーデラシネラ主宰）
〈中高生へのメッセージ〉
言葉を使わずに何かを伝えることは、随分難しい気がします。「喋らない」
という規制がかかった途端身体は不自由になり、ジェスチャーで何かを
伝えようと試みるのです。しかし無意識なことですが、日常の多くの場は
意外に言葉を使わず行われています。まず「立つ」から始めましょう。「立
つ」ことは、舞台上で存在することの基本であり、全てです。演劇、ダンス、
マイムのジャンル分けの前に、まず立
つ身体について考えたい。
自分から発せられるものと自分の感
覚との誤差、また、イメージした動き
を再現出来る身体、止まれる身体。そ
れら自由な身体を探っていきたいと
思います。

中学1年生～高校3年生
レベルアップワークショップ

「ただ、立つことからはじめてみよう」 演劇とダンスを通じて、子ども達の運動能力と
表現力を伸ばすことを目的に、ココキタ4階プ
レイルームで、年間を通して実施している教室
です。6月の土日は無料体験ができます! ダンス・発声・お芝居
を通して、体を動かすことの楽しさやコミュニケーションの大
切さなどを体験しませんか。 

5歳～小学6年生 オープンクラス
★☆北区AKT STAGE 児童ダンス☆演劇教室 無料体験

ココキタ1階の「カ
フェぱれっと」には、
240cm×530cm
の巨大黒板があり
ます。今回は、都
立飛鳥高等学校・美術部の皆さんが図案から考え、描いてく
れました。チョークを絵の具のようにし筆で描いたり、遠近
法を使用するところはさすが美術部! 是非、「可愛らしい」「夢
がある」と評判の黒板アートを見に来てください。
※ 「黒板アート」プロジェクトは、学校から学校へリレー方式で展開しています。
※ 今までに、東京成徳中学高等学校・美術部→成立学園高等学校・漫画研究会の皆さんに描

いていただきました。

発売中!

柳
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び

【問い合わせ】北とぴあ演劇祭実行委員会事務局（北区文化振興財団内） 203-5390-1221（平日9：00〜17：00） 【公式サイト】www.hokutopiaengekisai.com

参加者募集 参加費無料!!

8月の回
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次代を築く落語家の妙技

演目：紺屋高尾

インフォメーション

6/6（火）
エントリー

開始

6/14（水）
まで
募集中

Ⓒ 鹿島聖子 Ⓒ bozzo

Ⓒ 仙道美穂子

【申込締切】
6/30（金）必着

舞台照明の役割とは? その効果とは? 北とぴ
あ内の劇場で、実際の照明機材を使って体感
しながら学びます。初心者にわかりやすく、
経験者にもためになる、参加者が一緒に考え
る、毎年人気の講座です。

【日時】 10/3（火）、10/4（水）19：00〜21：00
【参加費】2,000円（高校生以下1,000円）
【講師】岩城保（舞台照明家）

舞台照明講座
舞台美術ってなに? どんなふうに考えられて
いるの? 模型づくりでその過程を体験。さらに
題材として浮世絵に描かれた王子の名所を今
と比べながら歩く浮世絵さんぽも行います。

【日時】 浮世絵さんぽ 
　9/16（土）10：00〜12：00（予定） 
ワークショップ 
　9/16（土）・23（土）14：00〜16：30（予定）

【講師】鈴木健介（セノグラファー/舞台美術家）
【参加費】 2,000円（高校生以下1,000円）+材料費

舞台美術ワークショップ

演技にダンス、そしてアクションと様々な
ワークショップを開催。それぞれ全8回の
ワークショップで北とぴあ演劇祭の舞台を目
指します。第一線で活躍するプロの俳優が講
師となり丁寧に指導。初心者歓迎。経験のな
い人も一から学び体験できる場です。

【日時】 7月〜9月の全8回
【講師】 北区・演技塾：渡辺和徳（脚本家・演出家） 

ダンス：古賀豊（★☆北区AKT STAGE専任振付け師） 
アクション：椎名康裕（★☆北区AKT STAGE所属俳優）

北区・演技塾、ダンス&アクションワークショップ

詳しくは各HPで!

ココキタ ワークショップ

命の夢 パフォーマンスキッズトーキョー 

AKT 児童ダンス演劇教室 

●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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