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公演情報
ツイートしてます

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

北区民割
はこちら

チケットぴあ ※予約にはPコードが必要です。
・電話予約・・・20570-02-9999
・https://t.pia.jp/
・チケットぴあ店舗、セブン-イレブン

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

C
e+（イープラス）

・https://eplus.jp
・ファミリーマート

事前に各問い合わせ先までお申し込みください。

魔法に彩られたファンタジー騎士物語！
寺神戸亮＆レ・ボレアード、初のヘンデル!

クラシックの名曲〈私を泣かせてください〉が聴けるのはこのオペラ!!
［1711年版／セミ・ステージ形式／イタリア語上演／日本語字幕付］

曲目ダウランド：流れよ、我が涙／さあもう一度
パーセル：嘆きの歌（オペラ《妖精の女王》より）
バッハ：カンタータ 第82番「われは満ち足れり」より

バロック声楽界の女王が北とぴあ国際音楽祭に再来！
リュートソングから後期バロック声楽曲まで、

エマ・カークビーの魅力が凝縮された贅沢なプログラム！

エマ・カークビー（ソプラノ）

寺神戸 亮
（ヴァイオリン）

つのだたかし
（リュート）

ⓒTadahiko Nagata ⓒShoji Onuma

懸田貴嗣
（チェロ）

上尾直毅
（鍵盤楽器）

ⓒM.Baba

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

北とぴあ国際音楽祭2019 エンジョイ北区 秋のイベント特集号2・3面にてインタビュー掲載！

北とぴあ国際音楽祭2019 エンジョイ北区 秋のイベント特集号2・3面にてインタビュー掲載！

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

ジェイコブ・コーラー＆フレンズ
シネマティック・ジャズ・カフェ

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

「関ジャニの仕分け 8」初代ピアノ王・ピアノの貴公子が北区を席捲!

予定曲 La La Land Suite、Moon River、ルパン三世のテーマ ほか

出 演 ジェイコブ・コーラー（ピアノ）、ブルース・ヒューバナー（尺八）、大坂昌彦（ジャズドラム）、
パトリック・グリン（ベース）

オトナの寄り道シリーズはじめました

M
akoto H

ondo Baritone Saxophone

M
asataka H

irano Soprano Saxophone

Satoshi Kato Tenor Saxophone

T
akuya T

anaka Alto Saxophone

�e Blue Aurora Saxophone Quartet

全席指定            カンフェティ　一般3,000円              2,700円
土10/19 16：30開演

 
6

北とぴあつつじホール
発売中!発売中!全席指定            カンフェティ　　イープラス　

一般3,000円              2,700円　学生1,500円

金9/20 19：30開演
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北とぴあつつじホール

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

予定曲 ヘンデル：歌劇「リナルド」より“わたしを泣かせてください”HWV7b　ヘ長調
J.S.バッハ/平野公崇 編：主よ、人の望みの喜びよ
日本民謡/田中拓也、平野公崇 編：津軽じょんがら節
平野公崇：エスプリ・ドュ・ジャポンより～赤とんぼ（山田耕筰） ほか

出 演 平野公崇（ソプラノ）、田中拓也（アルト）、加藤里志（テナー）、本堂 誠（バリトン）

“サックス界の革命児”平野公崇率いるBASQによる至福の一夜

ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット
Ⓒノザワヒロミチ（CAPSULEOFFICE）

同日に親子で楽しめるコンサートも開催 詳しくは5面

●田端文士村記念館……………2
●北とぴあ若手落語家競演会の
　ススメ！…………………………3
●ココキタへGO ! !……………5
●ジェイコブ・コーラー本人が
　公演の見どころ・聴きどころ
　を語る！…………………………5

お勤め帰りに、お出かけ帰りに、今日はまっすぐ帰らずに北とぴあへ寄って行きませんか？
寄り道の先に素敵な音楽との出会いが待っています。

予 定 曲 
◆エンゲルベルト・フンパーディンク：
　オペラ《ヘンゼルとグレーテル》より
〈序曲〉〈小人が一人森の中で、動かないで
黙って立っている〉〈私は小さな眠りの精だよ〉ほか
◆「ふしぎなポケット」など
    お菓子にまつわる童謡　ほか

それぞれがソロ活動で頭角を現していた芸大、音大出身の先鋭尺八奏者が意気投合！
彼らのために特別に製作された高性能尺八によるアンサンブルは世界中が注目しています。
エネルギッシュでそして繊細な、これまでになかったサウンドに是非耳を傾けてください。

尺八プロジェクト
GMQデビュー
コンサート
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全席指定                Pコード：157-059　
一般2,800円              2,000円

日11/17 15：00開演

 

アルミレーナ
（リナルドの恋人）
フランチェスカ・

ロンバルディ・マッズーリ

リナルド
（十字軍の戦士）
クリント・ファン・
デア・リンデ

魔法使い
ヨナタン・ド・
クースター

アルミーダ
（魔女）

湯川亜也子

アルガンテ
（エルサレム王）
フルヴィオ・
ベッティーニ

ゴッフレード
（十字軍指揮官／アルミレーナの父）

布施奈緒子

エウスターツィオ
（ゴッフレードの弟）
中嶋俊晴

  

※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。
※両日とも出演者・内容は同一。

金11/29 18：00開演

SS席:8,000円             7,000円
 S席:6,000円             5,000円
 A席:3,000円  

 
 

 
 

日12/1 14：00開演

SS席:8,500円             7,500円
 S席:6,500円             5,500円
 A席:3,500円

全席指定  　　    Pコード：150-075        イープラス
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北区民は
SS・S席が

1,000円お得!!

平日は
さらにお得!!

U-25は
各席種
定価の半額

発売中!

北とぴあ
さくらホール

ⒸNana Ramael 
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北区民は
500円お得!!

U-25は
定価の半額

※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。

木11/7 19：00開演
全席指定  　　    Pコード：151-078        イープラス　4,000円             3,500円　U-25 2,000円

北とぴあさくらホール 発売中!

 

指揮・ヴァイオリン  寺神戸 亮
演出  佐藤美晴
管弦楽 レ・ボレアード
（オリジナル楽器使用）

エマ
カークビー

ソプラノ
リサイタル

「リナルド」と「エマ・カークビー」セット割！
「リナルド」公演のSS席１枚と「エマ・カークビー」公演１枚を同時に購入すると、

とってもお得なセット割で、
バロック音楽を存分に楽しめる！　

合計額からさらに 1,000円引き！
※北とぴあ1階チケット売場と一部のプレイガイドで取り扱い。

北とぴあつつじホール

このスペシャルユニットは聴き逃せない！ジェイコブが素晴らしい
仲間たちとお贈りする大人のためのステージ

※入場時に学生証を要提示。

演奏東京芸術大学学生＆卒業生有志オーケストラ
指揮田尻真高
出演山下裕賀、瀧本真己、本多 都、市川泰明

林 眞美、関口直仁、瀬戸口 郁
東京滝野川少年少女合唱団 ほか

  

0※2歳以下は保護者の膝上鑑賞に限り無料。3歳以上はチケットが必要です。
※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。

北区民は
500円お得!!

11/9 土 午前の部 11：00開演／午後の部 14：00開演
全席指定　　　    Pコード：150-940
１階席:2,000円              1,500円   
2階席:1,500円              1,000円

 
 

※午前・午後の部とも出演者・内容は同一。

北とぴあさくらホール

０～２歳は
膝上鑑賞無料

～珍説・ヘンゼルとグレーテル～

オーケストラの演奏に、歌やダンスも楽しめる！
親子で楽しめる本格クラシックコンサート♪

発売中!

演奏予定曲
日高哲英 作曲　
GMQのための
「尺八四重奏曲」
三塚幸彦 作曲「夏雨」 ほか
メンバーによる自作曲
りんご追分
イエスタデイワンスモア ほか

出演
Shakuhachi Project GMQ：
岩田卓也（尺八）
大河内淳矢（尺八）
松下尚暉（尺八）
松村湧太（尺八、ピアノ）

8月8日㊍
一般発売

エンジェル サタン

北区民は
800円お得!!
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80名（抽選）定員

旅する子規～紀行文のススメ～
9/15 日 13：00開演（12：30開場）

●田端ひととき散歩

竹馬の友・犀星と三郎
～ふるさと金沢から田端へ～

●企画展レポート

9/22開催中～ ※休館日を除く日

9/1開催中～ ※休館日を除く日

故郷・金沢の幼馴染みの二人は、道は違えども作家、彫刻家として大成しました。
三郎の彫刻、犀星の原稿や初版本、さらに、陶芸家・板谷波山、詩人・萩原朔太
郎、堀辰雄の原稿、初版本など関連作家の作品も展示しています。

三郎の師・板谷波山作
「天目茶碗」や「青磁香
炉」を展示。
若き日の波山の写真や
エピソードも紹介して
います。

室生犀星・吉田三郎生誕130年記念

その短い人生において多くの旅をした子規
は、自身の旅を紀行文として書き残しました。
子規のほか、旅好きだった田端文士たちに
ついてお話し、子規の墓所やゆかりの文士
の旧居跡を巡ります。

館内の展示資料をヒントにクイズを解き、田端文士芸
術家ゆかりの場所をさがします。正解者には記念グッ
ズをお渡しします。かつて芥川龍之介が暮らした田端
でクイズを楽しみながら学びましょう。

●問い合わせ 203-5685-5171
開館時間▶10：00～17：00（入館は16：30まで）
●8・9月の休館日：8/5.13.14.19.26、9/2.9.17.18.23～30

 入場料・参加費 無料
〒114-0014 北区田端6－1－2 @bunshimura

事前申込不要。直接当館にお越しください。

クイズは館内受付で配付します。

小学3年生～中学3年生

※本イベントに同館職員は同行しません

　ので保護者同伴をお勧めします。

申込・受付

対象年齢

第十七回 飛鳥山薪能
in北とぴあ

発売中! 6【チケット・問い合わせ】飛鳥山薪能実行委員会 
203-3912-2157（平日10:00～16:00）

11/21 ・22
8,000円       7,200円
6,000円       5,400円
4,000円       3,600円
2,000円       1,800円

 18：30開演
開場は各回1時間前

SS席
S席
A席
B席

木 金

 
 
 
 

全席指定　　　  Pコード：第一夜495-531  
第二夜495-540 北とぴあ

さくらホール
※二夜連続観劇割引チケット
有り(各席種共1,000円引き)、
主催者のみ取扱い。詳しくは
下記へお問い合わせください。 

往復はがきで9/2（月）まで申込

80名（抽選）定員

芥川龍之介と田端文士
～龍之介が残したもの～

田端文士村の謎解き
～芥川龍之介からの挑戦状～

10/20 日 13：00開演（12：30開場）

●田端ひととき散歩

●夏休み子ども特別イベント

芥川龍之介の死後、彼が“残したもの”をどのよ
うに周囲は感じ取り、影響を受けたのか、室生
犀星と堀辰雄など田端文士を中心にお話し、ゆかりの旧居跡を
巡ります。（※10/1スタートの展覧会に関連する内容となります。）

往復はがきで10/7（月）まで申込

芥川龍之介
©国立国会図書館

正岡子規
©国立国会図書館

室生犀星
©室生犀星記念館

吉田三郎

宛先 〒114-0014北区田端6-1-2田端文士村記念館E係
ひととき散歩は事前申込制。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 ②参加希望の開催日 ③住所 ④氏名（2名の場合
は全員分） ⑤電話番号 ⑥年齢　【返信面表面】 応募者の住所・氏名

板谷波山「窯変天目茶碗」

大正15年の読売新聞
に掲載された犀星の
随筆「田端村」の肉筆
原稿を展示。
犀星が見た田端の風
物が描かれています。

室生犀星「田端村」原稿

展示室には、三郎の彫刻が
ズラリと展示。そのほか、日
本藝術院の任命書や日展
審査員の委嘱状など三郎
の功績がわかるプライベー
トな資料も公開しています。

吉田三郎彫刻作品

まるで 美術館！？本展の見どころ

正解者には記念グッズをプレゼント!（無くなり次第終了）

これを読めば公演がより楽しめる!?

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

土 14：00開演9/14
全席指定            カンフェティ　一般2,600円        2,340円 

北とぴあ つつじホール
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笑いあり涙ありのドラマがうまれる
舞台裏では口演順やネタ選びなど、大賞をめぐって様々な思惑が交差します。ちょっとだけ過
去の熱戦をご紹介。第25回の柳家さん若［現・柳家小平太］は、トップバッターで大賞を受賞！
後にも先にもトップバッターでの受賞
者はおらず、ジンクス破りの記憶に残
る会となりました（口演順は当日くじ
引きで決定）。第27回の春風亭昇吉は、
古典落語が続く中で新作落語『安い
お酒』で見事大賞を受賞しました。
1回1回にドラマが生まれる落語会。
今年の30回も何かが起こる・・・かも！

去年の第29回は五街道雲助師匠が登場

ゲスト真打の高座までたっぷり！
二ツ目のフレッシュな高座のあとは、真打の熟練技もご堪能いただけます。
ちなみに本公演のチラシは、ゲスト真打の人柄をオマージュしたイラスト＆
コメントを掲載しています。第１回目か
ら続いており、味のあるタッチとクスッ
と笑えるコメントは密かなファンを呼
んでいます。

毎年恒例の「北とぴあ若手落語家競演会」をご存知ですか。
旬な二ツ目６人がとっておきの一席を披露し、会場のお客様の投票で大賞が決まる、
ハラハラドキドキの観客参加型の落語会。おかげさまで今年で30回目を迎えます。

ススメ! その1

ススメ! その2

過去の大賞者には人気落語家がズラリ！
林家たい平（第3回）をはじめ、桂文治（第7回）・古今亭菊之丞（第8回）・
柳家三三（第9回）・林家彦いち（第10回）・春風亭一之輔（第19回）など、
過去の大賞受賞者は今をときめく噺家が勢揃い！
若手落語家の登竜門とも言える落語会です。

[ゲスト]
春風亭昇太

今年のゲスト・
昇太師匠より

コメントをいただきました！
この賞レースは賞金が出るので

全力で頑張って下さい。
落語家はお金がかかると

すごいという事を
見せつけて下さい！

老若男女にブーム到来中！この秋こそ落語デビュー、してみませんか？

～次代を築く落語家の妙技～千円落語ほくとぴあ亭 11 回月の

 
11/4 月・祝

全席自由            カンフェティ  1,000円   　900円
【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

69月6日㊎
一般発売

講師真鍋 真（国立科学博物館　標本資料センター・コレクションディレクター／
分子生物多様性研究資料センター・センター長／恐竜博2019監修者）

演題最新恐竜学2019

北区文化振興財団文化講演会係　
203-5390-1221（平日9:00～17:00）

【宛先・問い合わせ】〒114-8503（住所不要）　

往信面：住所・氏名・年齢・電話番号
返信面：住所・氏名

【応募方法】

【WEBフォーム】

往復はがき 7/31(水)必着

 7/31(水)締切、詳細はこちらから→
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※車いす席希望の方はその旨朱書き※申し込みは一人1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1枚）。

赤羽会館講堂

8/12 14：00開演
（13：30開場）月・祝

定員500名（抽選）入場無料

展覧会情報 7/13    ～10/14   土 月・祝会期 会場 国立科学博物館

関連NHK文化講演
会

ススメ! その3

柳
家
小
太
郎

三
遊
亭
遊
里

林
家
扇
兵
衛

三
遊
亭
楽
大

幾
代
餅

演
目

kcf_bunkasinkou@kitabunka.or.jpメール送信先

800名様ご招待（事前申込制）

北区の中学校吹奏楽部と、藝大附属音楽高校オーケストラ＆合唱のコンサート。
吹奏楽、オーケストラ、合唱をたっぷりお楽しみください。

第12回輝く 未来の星コンサート
～藝高＆北区中学校ジョイントコンサート～

締切 9/27（金）（申込多数の場合は抽選）

出演北区立明桜中学校吹奏楽部、北区立飛鳥中学校吹奏楽部
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校

 必要事項  希望者全員の氏名、年齢、代表者の住所、電話番号
Ｅメール…件名を「10/14輝く未来の星Ｅ」としてください
往復ハガキ…返信面に代表者住所、氏名を記入してください

申込方法 往復はがきまたはＥメールに以下の必要事項を書いてご応募ください。※１家族１通申込可。

0
宛先・問合せ 〒114-0003 北区豊島５－３－１３ ココキタ

「輝く未来の星コンサート」E係　
203-6338-5711（月曜除く 9:00～17:00）

入場無料

北とぴあ
さくらホール10/14 14：00開演（13：30開場） 月・祝

＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋

＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋
＊＋

笑顔で授賞式の様子

野村萬斎森 常好

狂言「成上り」 野村萬斎 ほか
能　「俊  寛」 野村四郎 ほか

第二夜
（22日）

野村四郎野村万作（第一夜のみ）

狂言「二人大名」 野村万作 ほか
能　「紅葉狩」　 野村四郎 ほか

第一夜
（21日）

撮影・前島久男撮影・前島久男 撮影・前島久男撮影・前島久男

ゲスト 春風亭昇太 司 会 米粒写経（居島一平・サンキュータツオ）
出 演 春雨や風子、春風亭昇也、山遊亭くま八、柳家花いち、柳亭市童、金原亭馬久

全席自由

地図を広げて、君も文士ゆかりの地を探検しよう!!

ヒントを探して
クイズを解く!

解答のゆかりの
場所を探す!

正解場所に
キーワードを発見!

➌➋➊ ➔ ➔

問題はこちら

●若手落語家
競演会の
北とぴあ

ススメ！

チケット完売

2 3

80名（抽選）定員

旅する子規～紀行文のススメ～
9/15 日 13：00開演（12：30開場）

●田端ひととき散歩

竹馬の友・犀星と三郎
～ふるさと金沢から田端へ～

●企画展レポート

9/22開催中～ ※休館日を除く日

9/1開催中～ ※休館日を除く日

故郷・金沢の幼馴染みの二人は、道は違えども作家、彫刻家として大成しました。
三郎の彫刻、犀星の原稿や初版本、さらに、陶芸家・板谷波山、詩人・萩原朔太
郎、堀辰雄の原稿、初版本など関連作家の作品も展示しています。

三郎の師・板谷波山作
「天目茶碗」や「青磁香
炉」を展示。
若き日の波山の写真や
エピソードも紹介して
います。

室生犀星・吉田三郎生誕130年記念

その短い人生において多くの旅をした子規
は、自身の旅を紀行文として書き残しました。
子規のほか、旅好きだった田端文士たちに
ついてお話し、子規の墓所やゆかりの文士
の旧居跡を巡ります。

館内の展示資料をヒントにクイズを解き、田端文士芸
術家ゆかりの場所をさがします。正解者には記念グッ
ズをお渡しします。かつて芥川龍之介が暮らした田端
でクイズを楽しみながら学びましょう。

●問い合わせ 203-5685-5171
開館時間▶10：00～17：00（入館は16：30まで）
●8・9月の休館日：8/5.13.14.19.26、9/2.9.17.18.23～30

 入場料・参加費 無料
〒114-0014 北区田端6－1－2 @bunshimura

事前申込不要。直接当館にお越しください。

クイズは館内受付で配付します。

小学3年生～中学3年生

※本イベントに同館職員は同行しません

　ので保護者同伴をお勧めします。

申込・受付

対象年齢

第十七回 飛鳥山薪能
in北とぴあ

発売中! 6【チケット・問い合わせ】飛鳥山薪能実行委員会 
203-3912-2157（平日10:00～16:00）

11/21 ・22
8,000円       7,200円
6,000円       5,400円
4,000円       3,600円
2,000円       1,800円

 18：30開演
開場は各回1時間前

SS席
S席
A席
B席

木 金

 
 
 
 

全席指定　　　  Pコード：第一夜495-531  
第二夜495-540 北とぴあ

さくらホール
※二夜連続観劇割引チケット
有り(各席種共1,000円引き)、
主催者のみ取扱い。詳しくは
下記へお問い合わせください。 

往復はがきで9/2（月）まで申込

80名（抽選）定員

芥川龍之介と田端文士
～龍之介が残したもの～

田端文士村の謎解き
～芥川龍之介からの挑戦状～

10/20 日 13：00開演（12：30開場）

●田端ひととき散歩

●夏休み子ども特別イベント

芥川龍之介の死後、彼が“残したもの”をどのよ
うに周囲は感じ取り、影響を受けたのか、室生
犀星と堀辰雄など田端文士を中心にお話し、ゆかりの旧居跡を
巡ります。（※10/1スタートの展覧会に関連する内容となります。）

往復はがきで10/7（月）まで申込

芥川龍之介
©国立国会図書館

正岡子規
©国立国会図書館

室生犀星
©室生犀星記念館

吉田三郎

宛先 〒114-0014北区田端6-1-2田端文士村記念館E係
ひととき散歩は事前申込制。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 ②参加希望の開催日 ③住所 ④氏名（2名の場合
は全員分） ⑤電話番号 ⑥年齢　【返信面表面】 応募者の住所・氏名

板谷波山「窯変天目茶碗」

大正15年の読売新聞
に掲載された犀星の
随筆「田端村」の肉筆
原稿を展示。
犀星が見た田端の風
物が描かれています。

室生犀星「田端村」原稿

展示室には、三郎の彫刻が
ズラリと展示。そのほか、日
本藝術院の任命書や日展
審査員の委嘱状など三郎
の功績がわかるプライベー
トな資料も公開しています。

吉田三郎彫刻作品

まるで 美術館！？本展の見どころ

正解者には記念グッズをプレゼント!（無くなり次第終了）

これを読めば公演がより楽しめる!?

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

土 14：00開演9/14
全席指定            カンフェティ　一般2,600円        2,340円 

北とぴあ つつじホール
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笑いあり涙ありのドラマがうまれる
舞台裏では口演順やネタ選びなど、大賞をめぐって様々な思惑が交差します。ちょっとだけ過
去の熱戦をご紹介。第25回の柳家さん若［現・柳家小平太］は、トップバッターで大賞を受賞！
後にも先にもトップバッターでの受賞
者はおらず、ジンクス破りの記憶に残
る会となりました（口演順は当日くじ
引きで決定）。第27回の春風亭昇吉は、
古典落語が続く中で新作落語『安い
お酒』で見事大賞を受賞しました。
1回1回にドラマが生まれる落語会。
今年の30回も何かが起こる・・・かも！

去年の第29回は五街道雲助師匠が登場

ゲスト真打の高座までたっぷり！
二ツ目のフレッシュな高座のあとは、真打の熟練技もご堪能いただけます。
ちなみに本公演のチラシは、ゲスト真打の人柄をオマージュしたイラスト＆
コメントを掲載しています。第１回目か
ら続いており、味のあるタッチとクスッ
と笑えるコメントは密かなファンを呼
んでいます。

毎年恒例の「北とぴあ若手落語家競演会」をご存知ですか。
旬な二ツ目６人がとっておきの一席を披露し、会場のお客様の投票で大賞が決まる、
ハラハラドキドキの観客参加型の落語会。おかげさまで今年で30回目を迎えます。

ススメ! その1

ススメ! その2

過去の大賞者には人気落語家がズラリ！
林家たい平（第3回）をはじめ、桂文治（第7回）・古今亭菊之丞（第8回）・
柳家三三（第9回）・林家彦いち（第10回）・春風亭一之輔（第19回）など、
過去の大賞受賞者は今をときめく噺家が勢揃い！
若手落語家の登竜門とも言える落語会です。

[ゲスト]
春風亭昇太

今年のゲスト・
昇太師匠より

コメントをいただきました！
この賞レースは賞金が出るので

全力で頑張って下さい。
落語家はお金がかかると

すごいという事を
見せつけて下さい！

老若男女にブーム到来中！この秋こそ落語デビュー、してみませんか？

～次代を築く落語家の妙技～千円落語ほくとぴあ亭 11 回月の

 
11/4 月・祝

全席自由            カンフェティ  1,000円   　900円
【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

69月6日㊎
一般発売

講師真鍋 真（国立科学博物館　標本資料センター・コレクションディレクター／
分子生物多様性研究資料センター・センター長／恐竜博2019監修者）

演題最新恐竜学2019

北区文化振興財団文化講演会係　
203-5390-1221（平日9:00～17:00）

【宛先・問い合わせ】〒114-8503（住所不要）　

往信面：住所・氏名・年齢・電話番号
返信面：住所・氏名

【応募方法】

【WEBフォーム】

往復はがき 7/31(水)必着

 7/31(水)締切、詳細はこちらから→

6

※車いす席希望の方はその旨朱書き※申し込みは一人1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1枚）。

赤羽会館講堂

8/12 14：00開演
（13：30開場）月・祝

定員500名（抽選）入場無料

展覧会情報 7/13    ～10/14   土 月・祝会期 会場 国立科学博物館

関連NHK文化講演
会

ススメ! その3

柳
家
小
太
郎

三
遊
亭
遊
里

林
家
扇
兵
衛

三
遊
亭
楽
大

幾
代
餅

演
目

kcf_bunkasinkou@kitabunka.or.jpメール送信先

800名様ご招待（事前申込制）

北区の中学校吹奏楽部と、藝大附属音楽高校オーケストラ＆合唱のコンサート。
吹奏楽、オーケストラ、合唱をたっぷりお楽しみください。

第12回輝く 未来の星コンサート
～藝高＆北区中学校ジョイントコンサート～

締切 9/27（金）（申込多数の場合は抽選）

出演北区立明桜中学校吹奏楽部、北区立飛鳥中学校吹奏楽部
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校

 必要事項  希望者全員の氏名、年齢、代表者の住所、電話番号
Ｅメール…件名を「10/14輝く未来の星Ｅ」としてください
往復ハガキ…返信面に代表者住所、氏名を記入してください

申込方法 往復はがきまたはＥメールに以下の必要事項を書いてご応募ください。※１家族１通申込可。

0
宛先・問合せ 〒114-0003 北区豊島５－３－１３ ココキタ

「輝く未来の星コンサート」E係　
203-6338-5711（月曜除く 9:00～17:00）

入場無料

北とぴあ
さくらホール10/14 14：00開演（13：30開場） 月・祝
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笑顔で授賞式の様子

野村萬斎森 常好

狂言「成上り」 野村萬斎 ほか
能　「俊  寛」 野村四郎 ほか

第二夜
（22日）

野村四郎野村万作（第一夜のみ）

狂言「二人大名」 野村万作 ほか
能　「紅葉狩」　 野村四郎 ほか

第一夜
（21日）

撮影・前島久男撮影・前島久男 撮影・前島久男撮影・前島久男

ゲスト 春風亭昇太 司 会 米粒写経（居島一平・サンキュータツオ）
出 演 春雨や風子、春風亭昇也、山遊亭くま八、柳家花いち、柳亭市童、金原亭馬久

全席自由

地図を広げて、君も文士ゆかりの地を探検しよう!!

ヒントを探して
クイズを解く!

解答のゆかりの
場所を探す!

正解場所に
キーワードを発見!

➌➋➊ ➔ ➔

問題はこちら

●若手落語家
競演会の
北とぴあ

ススメ！

チケット完売
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80名（抽選）定員

旅する子規～紀行文のススメ～
9/15 日 13：00開演（12：30開場）

●田端ひととき散歩

竹馬の友・犀星と三郎
～ふるさと金沢から田端へ～

●企画展レポート

9/22開催中～ ※休館日を除く日

9/1開催中～ ※休館日を除く日

故郷・金沢の幼馴染みの二人は、道は違えども作家、彫刻家として大成しました。
三郎の彫刻、犀星の原稿や初版本、さらに、陶芸家・板谷波山、詩人・萩原朔太
郎、堀辰雄の原稿、初版本など関連作家の作品も展示しています。

三郎の師・板谷波山作
「天目茶碗」や「青磁香
炉」を展示。
若き日の波山の写真や
エピソードも紹介して
います。

室生犀星・吉田三郎生誕130年記念

その短い人生において多くの旅をした子規
は、自身の旅を紀行文として書き残しました。
子規のほか、旅好きだった田端文士たちに
ついてお話し、子規の墓所やゆかりの文士
の旧居跡を巡ります。

館内の展示資料をヒントにクイズを解き、田端文士芸
術家ゆかりの場所をさがします。正解者には記念グッ
ズをお渡しします。かつて芥川龍之介が暮らした田端
でクイズを楽しみながら学びましょう。

●問い合わせ 203-5685-5171
開館時間▶10：00～17：00（入館は16：30まで）
●8・9月の休館日：8/5.13.14.19.26、9/2.9.17.18.23～30

 入場料・参加費 無料
〒114-0014 北区田端6－1－2 @bunshimura

事前申込不要。直接当館にお越しください。

クイズは館内受付で配付します。

小学3年生～中学3年生

※本イベントに同館職員は同行しません

　ので保護者同伴をお勧めします。

申込・受付

対象年齢

第十七回 飛鳥山薪能
in北とぴあ

発売中! 6【チケット・問い合わせ】飛鳥山薪能実行委員会 
203-3912-2157（平日10:00～16:00）

11/21 ・22
8,000円       7,200円
6,000円       5,400円
4,000円       3,600円
2,000円       1,800円

 18：30開演
開場は各回1時間前

SS席
S席
A席
B席

木 金

 
 
 
 

全席指定　　　  Pコード：第一夜495-531  
第二夜495-540 北とぴあ

さくらホール
※二夜連続観劇割引チケット
有り(各席種共1,000円引き)、
主催者のみ取扱い。詳しくは
下記へお問い合わせください。 

往復はがきで9/2（月）まで申込

80名（抽選）定員

芥川龍之介と田端文士
～龍之介が残したもの～

田端文士村の謎解き
～芥川龍之介からの挑戦状～

10/20 日 13：00開演（12：30開場）

●田端ひととき散歩

●夏休み子ども特別イベント

芥川龍之介の死後、彼が“残したもの”をどのよ
うに周囲は感じ取り、影響を受けたのか、室生
犀星と堀辰雄など田端文士を中心にお話し、ゆかりの旧居跡を
巡ります。（※10/1スタートの展覧会に関連する内容となります。）

往復はがきで10/7（月）まで申込

芥川龍之介
©国立国会図書館

正岡子規
©国立国会図書館

室生犀星
©室生犀星記念館

吉田三郎

宛先 〒114-0014北区田端6-1-2田端文士村記念館E係
ひととき散歩は事前申込制。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 ②参加希望の開催日 ③住所 ④氏名（2名の場合
は全員分） ⑤電話番号 ⑥年齢　【返信面表面】 応募者の住所・氏名

板谷波山「窯変天目茶碗」

大正15年の読売新聞
に掲載された犀星の
随筆「田端村」の肉筆
原稿を展示。
犀星が見た田端の風
物が描かれています。

室生犀星「田端村」原稿

展示室には、三郎の彫刻が
ズラリと展示。そのほか、日
本藝術院の任命書や日展
審査員の委嘱状など三郎
の功績がわかるプライベー
トな資料も公開しています。

吉田三郎彫刻作品

まるで 美術館！？本展の見どころ

正解者には記念グッズをプレゼント!（無くなり次第終了）

これを読めば公演がより楽しめる!?

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

土 14：00開演9/14
全席指定            カンフェティ　一般2,600円        2,340円 

北とぴあ つつじホール
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笑いあり涙ありのドラマがうまれる
舞台裏では口演順やネタ選びなど、大賞をめぐって様々な思惑が交差します。ちょっとだけ過
去の熱戦をご紹介。第25回の柳家さん若［現・柳家小平太］は、トップバッターで大賞を受賞！
後にも先にもトップバッターでの受賞
者はおらず、ジンクス破りの記憶に残
る会となりました（口演順は当日くじ
引きで決定）。第27回の春風亭昇吉は、
古典落語が続く中で新作落語『安い
お酒』で見事大賞を受賞しました。
1回1回にドラマが生まれる落語会。
今年の30回も何かが起こる・・・かも！

去年の第29回は五街道雲助師匠が登場

ゲスト真打の高座までたっぷり！
二ツ目のフレッシュな高座のあとは、真打の熟練技もご堪能いただけます。
ちなみに本公演のチラシは、ゲスト真打の人柄をオマージュしたイラスト＆
コメントを掲載しています。第１回目か
ら続いており、味のあるタッチとクスッ
と笑えるコメントは密かなファンを呼
んでいます。

毎年恒例の「北とぴあ若手落語家競演会」をご存知ですか。
旬な二ツ目６人がとっておきの一席を披露し、会場のお客様の投票で大賞が決まる、
ハラハラドキドキの観客参加型の落語会。おかげさまで今年で30回目を迎えます。

ススメ! その1

ススメ! その2

過去の大賞者には人気落語家がズラリ！
林家たい平（第3回）をはじめ、桂文治（第7回）・古今亭菊之丞（第8回）・
柳家三三（第9回）・林家彦いち（第10回）・春風亭一之輔（第19回）など、
過去の大賞受賞者は今をときめく噺家が勢揃い！
若手落語家の登竜門とも言える落語会です。

[ゲスト]
春風亭昇太

今年のゲスト・
昇太師匠より

コメントをいただきました！
この賞レースは賞金が出るので

全力で頑張って下さい。
落語家はお金がかかると

すごいという事を
見せつけて下さい！

老若男女にブーム到来中！この秋こそ落語デビュー、してみませんか？

～次代を築く落語家の妙技～千円落語ほくとぴあ亭 11 回月の

 
11/4 月・祝

全席自由            カンフェティ  1,000円   　900円
【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

69月6日㊎
一般発売

講師真鍋 真（国立科学博物館　標本資料センター・コレクションディレクター／
分子生物多様性研究資料センター・センター長／恐竜博2019監修者）

演題最新恐竜学2019

北区文化振興財団文化講演会係　
203-5390-1221（平日9:00～17:00）

【宛先・問い合わせ】〒114-8503（住所不要）　

往信面：住所・氏名・年齢・電話番号
返信面：住所・氏名

【応募方法】

【WEBフォーム】

往復はがき 7/31(水)必着

 7/31(水)締切、詳細はこちらから→

6

※車いす席希望の方はその旨朱書き※申し込みは一人1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1枚）。

赤羽会館講堂

8/12 14：00開演
（13：30開場）月・祝

定員500名（抽選）入場無料

展覧会情報 7/13    ～10/14   土 月・祝会期 会場 国立科学博物館

関連NHK文化講演
会

ススメ! その3

柳
家
小
太
郎

三
遊
亭
遊
里

林
家
扇
兵
衛

三
遊
亭
楽
大

幾
代
餅

演
目

kcf_bunkasinkou@kitabunka.or.jpメール送信先

800名様ご招待（事前申込制）

北区の中学校吹奏楽部と、藝大附属音楽高校オーケストラ＆合唱のコンサート。
吹奏楽、オーケストラ、合唱をたっぷりお楽しみください。

第12回輝く 未来の星コンサート
～藝高＆北区中学校ジョイントコンサート～

締切 9/27（金）（申込多数の場合は抽選）

出演北区立明桜中学校吹奏楽部、北区立飛鳥中学校吹奏楽部
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校

 必要事項  希望者全員の氏名、年齢、代表者の住所、電話番号
Ｅメール…件名を「10/14輝く未来の星Ｅ」としてください
往復ハガキ…返信面に代表者住所、氏名を記入してください

申込方法 往復はがきまたはＥメールに以下の必要事項を書いてご応募ください。※１家族１通申込可。

0
宛先・問合せ 〒114-0003 北区豊島５－３－１３ ココキタ

「輝く未来の星コンサート」E係　
203-6338-5711（月曜除く 9:00～17:00）

入場無料

北とぴあ
さくらホール10/14 14：00開演（13：30開場） 月・祝
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笑顔で授賞式の様子

野村萬斎森 常好

狂言「成上り」 野村萬斎 ほか
能　「俊  寛」 野村四郎 ほか

第二夜
（22日）

野村四郎野村万作（第一夜のみ）

狂言「二人大名」 野村万作 ほか
能　「紅葉狩」　 野村四郎 ほか

第一夜
（21日）

撮影・前島久男撮影・前島久男 撮影・前島久男撮影・前島久男

ゲスト 春風亭昇太 司 会 米粒写経（居島一平・サンキュータツオ）
出 演 春雨や風子、春風亭昇也、山遊亭くま八、柳家花いち、柳亭市童、金原亭馬久

全席自由

地図を広げて、君も文士ゆかりの地を探検しよう!!

ヒントを探して
クイズを解く!

解答のゆかりの
場所を探す!

正解場所に
キーワードを発見!

➌➋➊ ➔ ➔

問題はこちら

●若手落語家
競演会の
北とぴあ

ススメ！

チケット完売



 

〒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：130,000部 7月25日発行　https://kitabunka.or.jp/
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公演情報
ツイートしてます

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

北区民割
はこちら

チケットぴあ ※予約にはPコードが必要です。
・電話予約・・・20570-02-9999
・https://t.pia.jp/
・チケットぴあ店舗、セブン-イレブン

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

C
e+（イープラス）

・https://eplus.jp
・ファミリーマート

事前に各問い合わせ先までお申し込みください。

魔法に彩られたファンタジー騎士物語！
寺神戸亮＆レ・ボレアード、初のヘンデル!

クラシックの名曲〈私を泣かせてください〉が聴けるのはこのオペラ!!
［1711年版／セミ・ステージ形式／イタリア語上演／日本語字幕付］

曲目ダウランド：流れよ、我が涙／さあもう一度
パーセル：嘆きの歌（オペラ《妖精の女王》より）
バッハ：カンタータ 第82番「われは満ち足れり」より

バロック声楽界の女王が北とぴあ国際音楽祭に再来！
リュートソングから後期バロック声楽曲まで、

エマ・カークビーの魅力が凝縮された贅沢なプログラム！

エマ・カークビー（ソプラノ）

寺神戸 亮
（ヴァイオリン）

つのだたかし
（リュート）

ⓒTadahiko Nagata ⓒShoji Onuma

懸田貴嗣
（チェロ）

上尾直毅
（鍵盤楽器）

ⓒM.Baba

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

北とぴあ国際音楽祭2019 エンジョイ北区 秋のイベント特集号2・3面にてインタビュー掲載！

北とぴあ国際音楽祭2019 エンジョイ北区 秋のイベント特集号2・3面にてインタビュー掲載！

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

ジェイコブ・コーラー＆フレンズ
シネマティック・ジャズ・カフェ

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

「関ジャニの仕分け 8」初代ピアノ王・ピアノの貴公子が北区を席捲!

予定曲 La La Land Suite、Moon River、ルパン三世のテーマ ほか

出 演 ジェイコブ・コーラー（ピアノ）、ブルース・ヒューバナー（尺八）、大坂昌彦（ジャズドラム）、
パトリック・グリン（ベース）

オトナの寄り道シリーズはじめました

M
akoto H

ondo Baritone Saxophone

M
asataka H

irano Soprano Saxophone

Satoshi Kato Tenor Saxophone

T
akuya T

anaka Alto Saxophone

�e Blue Aurora Saxophone Quartet

全席指定            カンフェティ　一般3,000円              2,700円
土10/19 16：30開演
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北とぴあつつじホール
発売中!発売中!全席指定            カンフェティ　　イープラス　

一般3,000円              2,700円　学生1,500円

金9/20 19：30開演

 6

北とぴあつつじホール

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

予定曲 ヘンデル：歌劇「リナルド」より“わたしを泣かせてください”HWV7b　ヘ長調
J.S.バッハ/平野公崇 編：主よ、人の望みの喜びよ
日本民謡/田中拓也、平野公崇 編：津軽じょんがら節
平野公崇：エスプリ・ドュ・ジャポンより～赤とんぼ（山田耕筰） ほか

出 演 平野公崇（ソプラノ）、田中拓也（アルト）、加藤里志（テナー）、本堂 誠（バリトン）

“サックス界の革命児”平野公崇率いるBASQによる至福の一夜

ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット
Ⓒノザワヒロミチ（CAPSULEOFFICE）

同日に親子で楽しめるコンサートも開催 詳しくは5面

●田端文士村記念館……………2
●北とぴあ若手落語家競演会の
　ススメ！…………………………3
●ココキタへGO ! !……………5
●ジェイコブ・コーラー本人が
　公演の見どころ・聴きどころ
　を語る！…………………………5

お勤め帰りに、お出かけ帰りに、今日はまっすぐ帰らずに北とぴあへ寄って行きませんか？
寄り道の先に素敵な音楽との出会いが待っています。

予 定 曲 
◆エンゲルベルト・フンパーディンク：
　オペラ《ヘンゼルとグレーテル》より
〈序曲〉〈小人が一人森の中で、動かないで
黙って立っている〉〈私は小さな眠りの精だよ〉ほか
◆「ふしぎなポケット」など
    お菓子にまつわる童謡　ほか

それぞれがソロ活動で頭角を現していた芸大、音大出身の先鋭尺八奏者が意気投合！
彼らのために特別に製作された高性能尺八によるアンサンブルは世界中が注目しています。
エネルギッシュでそして繊細な、これまでになかったサウンドに是非耳を傾けてください。

尺八プロジェクト
GMQデビュー
コンサート

6
全席指定                Pコード：157-059　
一般2,800円              2,000円

日11/17 15：00開演

 

アルミレーナ
（リナルドの恋人）
フランチェスカ・

ロンバルディ・マッズーリ

リナルド
（十字軍の戦士）
クリント・ファン・
デア・リンデ

魔法使い
ヨナタン・ド・
クースター

アルミーダ
（魔女）

湯川亜也子

アルガンテ
（エルサレム王）
フルヴィオ・
ベッティーニ

ゴッフレード
（十字軍指揮官／アルミレーナの父）

布施奈緒子

エウスターツィオ
（ゴッフレードの弟）
中嶋俊晴

  

※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。
※両日とも出演者・内容は同一。

金11/29 18：00開演

SS席:8,000円             7,000円
 S席:6,000円             5,000円
 A席:3,000円  

 
 

 
 

日12/1 14：00開演

SS席:8,500円             7,500円
 S席:6,500円             5,500円
 A席:3,500円

全席指定  　　    Pコード：150-075        イープラス

6

北区民は
SS・S席が

1,000円お得!!

平日は
さらにお得!!

U-25は
各席種
定価の半額

発売中!

北とぴあ
さくらホール

ⒸNana Ramael 

6

北区民は
500円お得!!

U-25は
定価の半額

※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。

木11/7 19：00開演
全席指定  　　    Pコード：151-078        イープラス　4,000円             3,500円　U-25 2,000円

北とぴあさくらホール 発売中!

 

指揮・ヴァイオリン  寺神戸 亮
演出  佐藤美晴
管弦楽 レ・ボレアード
（オリジナル楽器使用）

エマ
カークビー

ソプラノ
リサイタル

「リナルド」と「エマ・カークビー」セット割！
「リナルド」公演のSS席１枚と「エマ・カークビー」公演１枚を同時に購入すると、

とってもお得なセット割で、
バロック音楽を存分に楽しめる！　

合計額からさらに 1,000円引き！
※北とぴあ1階チケット売場と一部のプレイガイドで取り扱い。

北とぴあつつじホール

このスペシャルユニットは聴き逃せない！ジェイコブが素晴らしい
仲間たちとお贈りする大人のためのステージ

※入場時に学生証を要提示。

演奏東京芸術大学学生＆卒業生有志オーケストラ
指揮田尻真高
出演山下裕賀、瀧本真己、本多 都、市川泰明

林 眞美、関口直仁、瀬戸口 郁
東京滝野川少年少女合唱団 ほか

  

0※2歳以下は保護者の膝上鑑賞に限り無料。3歳以上はチケットが必要です。
※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。

北区民は
500円お得!!

11/9 土 午前の部 11：00開演／午後の部 14：00開演
全席指定　　　    Pコード：150-940
１階席:2,000円              1,500円   
2階席:1,500円              1,000円

 
 

※午前・午後の部とも出演者・内容は同一。

北とぴあさくらホール

０～２歳は
膝上鑑賞無料

～珍説・ヘンゼルとグレーテル～

オーケストラの演奏に、歌やダンスも楽しめる！
親子で楽しめる本格クラシックコンサート♪

発売中!

演奏予定曲
日高哲英 作曲　
GMQのための
「尺八四重奏曲」
三塚幸彦 作曲「夏雨」 ほか
メンバーによる自作曲
りんご追分
イエスタデイワンスモア ほか

出演
Shakuhachi Project GMQ：
岩田卓也（尺八）
大河内淳矢（尺八）
松下尚暉（尺八）
松村湧太（尺八、ピアノ）

8月8日㊍
一般発売

エンジェル サタン

北区民は
800円お得!!



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。

5  

 【問い合わせ】203-6338-5711（9：00 ～ 17：00）
                kcf_bunkasinkou@kitabunka.or.jp
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6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。 

夏休みに「レベルアップしたい！」
そんな中高生のための
ワークショップが開催されます。
各ワークショップの集大成として
発表会を企画。
ぜひ皆さん観に来てください！

映像作品
8/24        13:00～　ココキタ　オープンギャラリー（２－C)
P Cを使って をつくろう

8/4        15:30～　豊島五丁目団地　東豊名店街
協賛：蛇の目ミシン工業株式会社

ステージ衣装自分だけの をつくってみよう

8/25        15:30～　ココキタ　スタジオ１（２－H)

ブロードウェイミュージカル に挑戦 !

入場無料

アーティストたちと
街で出会う！

ARTIST BANK

　「北区版アーティストバンク」が発足して１年がたち、ココキ
タを拠点とするアーティストたちが地域の活動に参加する機
会が増えてきました。
　５月に旧古河庭園で行われた、春のバラフェスティバル庭
園コンサートに２組が登場。５/６は、クラリネットやフルートな
どによる木管五重奏の演奏で、やわらかな響きとバラの甘い
香りに包まれた幸福なひとときを届けました。５/２６はサクソ
フォン・カルテットが出演し、クラシックからジャズまで誰もが
知っているナンバーを披露。各日５００名以上もの観客の喝采
を浴びていました。
　アーティストバンクでは、これからも身近な場所で文化芸術
に触れる機会を提供していきます。

Jacob Koller/米国アリゾナ州・フェニックス生まれ。数々のクラシック・
ピアノ・コンサートで優勝、高校からはジャズクラブで活動を始め、ジャ
ズの才能を開花させる。「COLE PORTER JAZZ PIANO FELLOW-
SHIP」のファイナリストに選出される。来日後は全国各地で著名アー
ティストたちのサポート演奏、また作曲や編曲で活躍している。2015
年、テレビ朝日「関ジャニの仕分け∞」内「ピアノ王決定戦」で優勝。こ
れまでにCDを多数リリース。現在最も注目される実力派ピアニスト。

10月19日(土)、北とぴあで待望のコンサートが開催され
るにあたり、来日した経緯からコンサートにかける意気込
みにいたるまでお話を伺いました。

―ピアノを始めたきっかけは？
父と、ずっと憧れだった兄がピアノを弾いていた
影響で、4歳から習い始めました。高校からジャ
ズバンド始めたところ即興演奏の楽しさに目覚
めて、本格的にジャズを、プロミュージシャンとし
てやっていこうと決心しました。
―どうして日本に移住しようと思われたのですか？
15年くらい前に向こうで知り合った日本人に誘
われて、短期滞在して遊びがてらライブに参加す
るようになったところで今の奥さんに出会い、遠
距離恋愛に我慢できず1年くらいで結婚しちゃっ
た（笑）。しばらくはアメリカのアリゾナに住んで
いたのですが、家族のことと、自身のキャリアの
ことを考えて日本に住もうと決めて、今年でちょ
うど10年になります。

―日米でライブの雰囲気は違いますか？
アメリカのお客さんはコンサートホールでは
ちゃんと聴いてくれるけど、バーやレストランだ
と生演奏もBGM扱いで平気でお喋りを始めて
しまう。日本のレストランでライブをやったとき
に、皆が真剣に聴いてくれたことに感動したこ
とを覚えています。

―「関ジャニの仕分け」に出演したきっかけは？
番組のプロデューサーから直接オファーがありました。国
内在住の外国人ピアニストを探していたみたいで、放送直
後は問い合わせやライブのお客さんが急に増えましたね。

―蒲田で音楽教室を運営されていますが、
子供の生徒さんが多いですね。
子供たちにピアノを教えるのは大好き！子供は余計な既
成概念を持っていないので、アドリブしたり自由に作曲を
したりすることを純粋に楽しいと感じてくれます。大人に
なってから急にアドリブで演奏しろと言われても…恥ず
かしいですよね？（笑）小さいときから馴染んでおけば、音
楽に限らずアドリブ力が養われると考えていて、そういっ
たメソッドを今後全国に広めていきたいと思い描いてい
ます。
―多忙な中、YouTubeに演奏動画をアップするなど
多彩な活動をされていますね。
そう、流行りのYouTuber（笑）。最近は動画をきっかけに
ライブに来てくれる人も増えています。特に人気があるの
はルパン三世だけど、去年のまちかどコンサートでは弾く
のを忘れてしまったので今回は気を付けますね。ほかに
もオリジナルアレンジの楽譜を出していますし、8月には
新たなCDもリリースする予定です。

０～２歳は
膝上鑑賞無料

音楽と英語で
Let's communicate！

０歳からウェルカムの愉快なステージ

※2歳以下は保護者の膝上鑑賞に限り無料、3歳以上は
　チケットが必要です。
※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。

0

全席指定            カンフェティ    　         
一般2,000円             1,800円　
小学生以下1,000円 

  

土10/19 11：30開演

 

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

「関ジャニの仕分け 8」
初代ピアノ王・ピアノの貴公子が
北区を席捲!

予定曲 ディズニー＆ジブリソング、パプリカ ほか
出 演 ジェイコブ・コーラー（ピアノ）

おもいっきり！

北とぴあつつじホール

ジェイコブ・コーラーの

EE
M

同日に異色カルテットによるコンサートも開催 詳しくは4面

―10月19日のライブの見どころをそれぞれ教えてください。
「Let’s enjoy Music & English!!」はファミリー向けのライブだけど、僕にも2歳
と4歳の子供がいるし、保育園でリトミックを教えることもしているので得意ジャ
ンルです。みんながよく知っている曲をセレクトしつつ、大人も楽しめるように
ちょっとJAZZYにアレンジします。みんなで一緒に歌って盛り上がれるコーナーも
用意して、ピアノが楽しい楽器だと思ってもらえるようなコンサートにしたいです。
「シネマティック・ジャズ・カフェ」のベーシストはアメリカ人のパット。彼とは付き
合いが長くて、いろんなパターンで何度もセッションしています。ドラムの大坂さ
んは日本のレジェンド。一緒にやるのは久し振りなので超楽しみです！アメリカ
人の尺八奏者・ブルース、彼は即興が上手いし、ジャズも上手い。癒される曲あ
り、盛り上がる曲ありのアップダウンのあるライブになりそうです。
―ピアノ、尺八、ドラム、ベースというのは珍しい編成ですよね。
初めての試みだけど、みんなプロだから大丈夫。スコアは僕が書きます。でも、すべて
の音は書きません。細かいところはお任せしたほうが絶対いい音が出ますからね！

―最後にコンサートを楽しみにしている北区の皆さんにメッセージをお願いします。
去年北区でコンサートをしたとき、皆とてもエキサイティングしてくれて楽しかっ
たので、秋にまたお会いできることになってすごく嬉しいです。今回は素晴らし
いバンドメンバーと一緒に、子供から大人まで楽しむことができるようなコン
サートを作りたいと思っています。是非、お越しください。よろしくお願いします！

アメリカで芸術関係
の仕事をしているお
兄さんが撮影してく
れた公式写真。MV
の撮影等にも一緒に
取り組んでいる。

自身が校長をつとめ
るジェイコブ音楽教
室前にて。150名以
上の生徒を抱える人
気教室!

ジェイコブ・コーラー
INTERVIEW

日

土

日

参加
無料

10/22 10：00～18：00
ライブ・演劇

・ワーク

ショップなど
盛りだくさ

ん！

アートで熱
く

盛り上がろ
う！！

クリエイタ
ーズマーケ

ット

参加者募集
！

前日・当日
ボランティア

募集！

ココキタ利用者の皆さん集合～！ココキタ利用者の皆さん集合～！

※ココキタまつりを
一緒に盛り上げてくれる方！
※ココキタまつりを
一緒に盛り上げてくれる方！

※モノづくりをしている
クリエイターの方待っています。
※モノづくりをしている
クリエイターの方待っています。

★詳細・申込方法は右上のQRコードから ➔

火・祝

北とぴあ 
つつじホール

開場１４：0０ 開演 １4：3０

9月4日(水)開催！ 25

当日券 6,000円 5,500円 

発売 中！
好評

10月2日(水)開催！26

マヒナスターズ＆櫻井まり タブレット純純烈 辰巳ゆうと はやぶさ岩佐美咲



北とぴあ演劇祭2019
つつじ・ペガサス・カナリアホールなどで開催　※詳しくは秋のイベント特集号1面
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

9/7
（土）

◀

10/14
（月・祝）

14
（水）
さくら

音楽の絵本 たてがみの騎士
【開演】14:00  全席指定  一般2,000円  北区民1,800円  小学生以下1,000円
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

17
（土）
つつじ

被災地復興支援チャリティーコンサート
【開演】15:00　全席自由　一般2,500円（当日3,000円）　中高生1,500円
（当日2,000円）　問公演実行委員会 203-3902-3197

4
（日）
つつじ

文京混声合唱団第55回定期演奏会
【開演】14:00　入場無料
問北尾 2090-1469-7167

10
（土）
さくら

Ｂｏｈｅｍｉａｎ　Ｐｈｉｌｈａｒｍｏｎｉｃ　第3回定期演奏会
【開演】14:00　入場無料
問Bohemian Philharmonic　bohemian.phil@gmail.com

11
（日）
つつじ

島田真佐子舞踊研究所発表会
【開演】13:00　入場無料
問島田真佐子舞踊研究所　shimadadance.tabata@gmail.com

6
（火）
さくら

劇団チョコレートケーキ「治天ノ君」
【開演】18:30  ※会員制（月会費2,200円、入会時は1,000円＋２か月分の会費）
問城北演劇を観る会 203‐5390‐3155（火水金土の13:00～18:00）

11
（日）
さくら

Ensemble MUSIKQUELLCHEN 第25回演奏会
【開演】14:00　入場無料
問Ensemble MUSIKQUELLCHEN（EMQ）　小野 2080-4159－1215

8
（木）
つつじ

特選落語名人会　権太楼・兼好・宮治
【開演】19:00　全席指定　3,600円
問エイフル企画 203-6240-1052

10
（土）
つつじ

西崎流古典民謡舞踊浅緑会発表会
【開演】14:30　入場無料
問西崎流浅緑会 203-3966-7557

8,9月の催し物 Event Information in August & September 
6　 マークの公演は、北とぴあ1階チケット売り場で取扱いがございます。

なお販売状況・入場方法・開演時間等に変更がある場合もありますので、ご了承願います。この情報は6/24（月）現在の情報です。

北とぴあ［さくらホール／つつじホール］ 

 

 

王子カルチャーロード・ギャラリー （王子駅北口ガード下）
北区文化振興財団　203-5390-1223（平日9:00～17:00）

はたらく消防の写生会作品展（王子消防署）

王子田楽復興そして歩み（王子田楽衆）

第３３回アイデア工夫展出品作品（北区青少年委員会）

グループ彩絵画教室展（グループ彩）

知ろう・つながろう「認知症」（健康福祉部長寿支援課）

北とぴあ演劇祭２０回記念写真展（北区文化振興財団）

8/8㊍～8/19㊊

8/22㊍～9/1㊐

8/22㊍～9/2㊊

9/5㊍～9/16㊊

9/19㊍～9/30㊊

9/19㊍～9/30㊊

8
月

9
月

9
月

14
（土）
つつじ

第30回北とぴあ若手落語家競演会
【開演】14:00　全席指定　※完売　※詳しくは3面
問北区文化振興財団03-5390-1221 （平日9:00～17:00）

20
（金）
つつじ

ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット
【開演】19:30　全席指定　3,000円　北区民2,700円　学生1,500円　
※詳しくは4面　問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

20
（金）
さくら

劇団昴「アルジャーノンに花束を」
【開演】18:30　※会員制（月会費2,200円、入会時は1,000円＋２か月分の会費）
問城北演劇を観る会 203‐5390‐3155（火水金土の13:00～18:00）

18
（水）
つつじ

アスタエンターテインメント歌謡祭2019
【開演】10:30　全席自由　4,000円
問アスタエンターテインメント 203‐5469‐5461

21
（土）
さくら

東京芸術座「未来」
【開演】19:00　全席指定　3,800円　北区民3,420円
問きたく子ども劇場 203-3919-2990（平日10:00～18:00）

12
（木）
さくら

柳家小三治 秋の会
【開演】18:30　全席指定　※S、A共に完売
問夢空間 203-5785-0380（平日10:00～18:00）

14
（土）
さくら

エーデルワイス・ブラス・オーケストラ第41回定期演奏会～吹奏楽部forever～
【開演】14:00　全席自由　500円（当日1,000円）
問芳地 2090-2496-0094

28
（土）
さくら

世良公則アコースティック・ソロライブO-Kiraku Live2019
【開演】16:00　全席指定　6,200円　北区民5,580円
問アオイスタジオ 203-3585-6178（平日10:00～17:00）

22
（日）
さくら

フィルハーモニッシャー・コール第3回演奏会
【開演】14:00　全席指定　S席3,500円　A席2,500円　B席2,000円
問フィルハーモニッシャー・コール事務局 203-3709-5952

27
（金）
つつじ

八坂有理コンサート　あなたと逢いたくて
【開演】17:30　全席指定　5,000円
問オフィス八坂 203-5976-0888

30
（月）
つつじ

舞踊　三幸の会
【開演】10:30　入場無料
問三幸の会 小国・三笠 2080-2864-1843

チケット先行予約
＆１０%の割引

公演のご招待や出演者
の色紙をプレゼント

チケットはご自宅へ
無料で郵送

16
（金）
さくら

15周年記念スタジオ・アロンジェ発表会
【開演】17:00　入場無料（要入場券）
問東京バレエアカデミー 203－3949-5671

23
（金）
さくら

第49回創作舞踊公演
【開演】19:00　全席自由　3,000円
問一般社団法人全日本児童舞踊協会 203-3915-2153

25
（日）
つつじ

①わくわく音楽動物園 ②GO！GO！電車コンサート
【開演】①11:30 ②14:30  全席自由  一般1,800円  子ども1,000円（0、1歳児は席が
不要な場合無料）  問ライズサーチ COCOHE   2045‐349‐5725（平日10:00～17:00）

25
（日）
さくら

第5回副次的文化系合唱祭～合宴奇宴～day1
【開演】13:00　入場無料
問副次的文化系合唱祭実行委員会　 2050-5278-2941

ほくとちゃん

エンジョイ北区をご覧のみなさん、紙
面の　 マークにお気づきですか？こち
らはほくとぴあメンバーズという友の会
制度の会員限定チケット価格のしる
し！会員になると　 マークのお得な料
金で公演のチケットが購入できるほ
か、嬉しい特典がいっぱいです。

【お問い合わせ】ほくとぴあメンバーズ事務局
203-5390-1121〈平日10：00～17：00〉
※北とぴあ以外の会館等での公演はお取り扱いしておりません。

7/30（火）
▼

8/3（土）

平和祈念週間
入場無料　さくら・つつじ・展示ホール等で開催　※詳しくは下記
問北区総務課総務係 203-3908-8623

1
（日）
つつじ

スズキ・メソードピアノ科全課程卒業生コンサート
【開演】13:00　入場無料
問河野 2090－2339-7149

8
（日）
さくら

21世紀オーケストラ　第6回定期演奏会
【開演】13:30  全席指定  S席5,000円（当日5,500円）  A席3,000円（当日3,500円）
学生2,000円（当日2,500円）　問21世紀オーケストラ 2090-8584-6301

 

 
北区文化振興財団　203-5390-1221

パイプオルガン演奏会 （北とぴあ1階 区民プラザ） 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。

8/25（日）15：00～ 9/22（日）15：00～

出演 山司恵莉子

曲目 F.メンデルスゾーン：
オルガン・ソナタ　第4番　
変ロ長調　Op.65 ほか

出演 小野田良子(オルガン)　渡辺 淳(尺八)
曲目 J.S.バッハ：協奏曲　イ短調BWV593 より  

第1楽章 ほか

ほくとぴあ
メンバーズ

年会費
2,000円

北とぴあ内の飲食店
など店舗で割引あり

毎月チケットの
最新情報をお届け

31
（土）
つつじ

ASH&Dライブ
【開演】①14:00 ②18:00 全席指定※残少  S席6,000円  A席5,000円 北区民  
各1,000円引   問アッシュ・アンド・ディー 203-5456-8130（平日12:00～18:00）

●子どもたちの共同作品展
　栄町子どもセンター「～REIWA♡TSUNAGU～」
　豊島児童館「手をつなぎ つくろう北区の平和のわ
                  ～大好きなまちに私たちの足あとをのこそう～」
　桐ケ丘児童館「未来に届け ! !わたしたちの願い」
　赤羽北児童館「虹の向こうに祈りをこめて」

北区平和祈念週間のイベントを一部紹介
【問い合わせ】北区総務課総務係 203-3908-8623会場：北とぴあ 7/30㊋～ 8/3㊏ 

全館で戦争や平和に関する図書を集めた子ども向け「平和図書コーナー」を設けます。このほか、中央・滝野川・
赤羽の３館では、一般向けの「平和図書コーナー」も設け、区民の皆さまに平和について考えるきっかけにしてい
ただきます。そのほか、中央図書館では「ドナルド・キーンと平和」をテーマに、キーン氏の著書を紹介します。

飛鳥ホール（13階）

納涼盆踊り 
＊７/３０（火）＊17:30～

つつじホール

戦没者追悼の集い 
＊７/３０（火）＊13:00～

区民プラザ（1階） 

平和祈念モニュメント ＊７/３０（火）～8/15（木）

すいとんの試食会 
＊７/３０（火）＊12:00～

平和展 
＊７/３０（火）～8/３（土）
＊10:00～18:00（３日は16:00まで）

ふれあいマルシェ 
＊７/３1（水）～8/2（金）＊10:00～

●自主製品販売
手作りお菓子（ケーキ、クッ
キー．．．）、手製小物（布製バッ
ク、ブックカバー．．．）、産直野
菜、パン、ジャムなど見て触れ
て品質をお確かめください！

〈主な展示〉●原爆と人間展　
●平和祈念展～語り継ぐ平和の願い～

「北区おかみさんクラブ」
による手作りのすいとん
を試食できます。
（無料、先着３００食）

展示ホール（地下１階）

障害者就労施設の利用者が心を
込めて製作した自主製品などを
販売します。（販売内容は日に
よって異なります。）

会場：図書館
7/26㊎～ 8/31㊏ 

戦没者を追悼する式典です。
ご遺族、区民の皆さまのご参
加をお待ちしています。
（主催：北区遺族連合会）

地元町会自治会の方々を
中心に、各種団体や企業
も参加。夏祭りをお楽し
みください。

区民の皆さまのご協力で創られるモニュメントです。
ご来場の際は、平和を願い、鶴を折ってください。折り鶴
　の一部を、広島・長崎へ贈ります。

花まる学習会王子小劇場　                          203-3911-8259　
王子1-14-4 地下1階 王子駅北口5分         e-mail  info-ohsho@proof.ocn.ne.jp演劇

篠原演芸場　                                              203-3908-1874
中十条2-17-6　十条駅・東十条駅5分演劇

越後屋別館　                                              203-3900-5904
王子本町1-21-4　王子駅北口7分落語

北区内文化情報ピックアップ
赤羽ぎゃらりー遊【11:00～18:00】日曜、祝日休み           203-6454-3288
赤羽西1-35-8  レッドウィングビル１F  赤羽駅西口2分アート

9/22(日)～9/29(日)　絵画展「土曜クラブ」（会期中は日曜日開催）
11:00～17:30（初日13:00より、最終日17:00まで）

8月公演
9月公演

劇団暁（げきだんあかつき）
たつみ演劇ＢＯＸ

座長：三咲 夏樹・三咲 春樹
座長：小泉 たつみ・小泉 ダイヤ

8/2(金)～5(月)
8/8(木)～12(月・振休)
8/15(木)～18(日)
8/21(水)～28(水)
8/31(土)～9/1(日)
9/5(木)～9(月)
9/13(金)～17(火)
9/19(木)～22(日)
9/25(水)～29(日)
9/30(月)

樫物語「光秀を待ちながら」
中野坂上デーモンズの憂鬱「アイスクリームマン」
ピストンズ「夢見る喜世子レヴュー」
くによし組「2020年以降の夏」
劇団クオッカ「女の子がかわいいだけの話（仮）」
東京学生演劇祭実行委員会「東京学生演劇祭2019」
U-33「タイトル未定」
はりねずみのパジャマ「カーボーイ」
AOL「ジャック・ザ・リッパー /1888」
Tick Tack Movie「パラレルワールド・シアター」上映会

9/12(木) 柳家さん生の越後屋寄席 〔開演〕19:00  〔料金〕2,500円

2
（月）
つつじ

特撰落語会　柳家権太楼独演会
【開演】19:00　全席指定　3,500円
問エイフル企画 203-6240-1052

7
（土）
さくら

黒門吹奏楽団第9回定期演奏会
【開演】13:30　入場無料
問黒門吹奏楽団 平倉 2080-9701-9641

北とぴあ ［展示ホール］ 

滝野川会館 ［大ホール］ 

赤羽会館 ［講堂］ 

9
月

8
月

8/24（土）
▼

8/25（日）

第25回平和のための北区の戦争展
入場無料　24日12:00～21:00  25日9:30～16:00
問北区民主商工会 203-3913-6632

9/28（土）
▼

9/29（日）

第27回北区伝統工芸展
入場無料　28日10:00～18:00  29日10:00～17:00
問北区産業振興課商工係 203-5390-1235

8/27（火）
▼

8/29（木）

第12回旧帝国大学合同書道展
入場無料　9:00～18:00（最終日は15:00まで）
問東京大学書道研究会　todai.shoken@gmail.com

9
月 16

（月）

茶金
【開演】13時30分(予定)　入場無料
問茶金 2019chakin@gmail.com

9
月

8
月 12

（月・祝）

「恐竜博2019」関連文化講演会
【開演】14:00　入場無料　※要事前申込み　※詳しくは３面
問北区文化振興財団 203-5390-1221（平日9:00～17:00）

25
（日）

全国日本剣詩舞道連盟
【開演】10:00　入場無料
問石井 203-3901-0240

15
（日）

民謡民舞　北東京連合大会
【開演】10:00　入場無料
問福田 203-3901-5481

田端文士芸術家村の
彫刻家たち

講 師 三政洋一（日本彫刻会会員）、吉田倫子（三郎の次男の妻）ほか
会 場 田端文士村記念館（JR田端駅より徒歩2分）

参 加 無料。当日直接会場へお越しください（先着80名）。

本年生誕130年を迎える彫刻家・吉田
三郎の作品とその交友関係についての
講演会。終了後には、三郎が暮らした田
端の自宅などゆかりの場所を散策します。
（※雨天時は講演会のみ） 吉田三郎

9/16 月・祝
【問い合わせ】北区文化振興財団 203-6338-5711（月曜除く 9：00～17：00）

14：00開演（13：30開場）

4
（水）
つつじ

３人の歌仲間Ｖｏｌ．25  純烈  タブレット純  マヒナスターズ＆櫻井まり
【開演】14:30　全席指定　5,500円（当日6,000円）　北区民4,950円　
問エフ・エー・ブイ 203-3263-6612


