
▲司会の様子 ▲熱心に打ち合わせ中

財団について
公益財団法人北区文化振興財団は、1988年に北区における地域文化の振興を目的に北区によって設立された団体です。
区民の芸術活動の支援や育成、また気軽に質の高い芸術に触れることのできる事業や、北区らしさにこだわった公演の企画
運営を行っています。

公益財団法人北区文化振興財団

03-5390-1221（平日8：30～17：15）
〒114-8503　北区王子1-11-1 北とぴあ10階

問い合わせ

TEL

北区文化芸術祭 北区第九合唱団

北とぴあ国際音楽祭区民ボランティア

　一人ひとりが参加する文化・芸術の祭典。北区民のみなさんの
日ごろの努力の成果を発表します。絵画などの美術展、陶芸や合唱、
ダンスなどジャンルは多彩。将棋や囲碁のように気軽に参加できる
大会もあります。

北区民オーケストラ＆北区民混声合唱団
　区内在住・在勤・在学の
音楽愛好家を中心に結成さ
れたオーケストラと混声合
唱団。それぞれ北とぴあを
活動の中心に練習を重ね、
1300人を収容するさくら
ホールで定期演奏会を開
催、存在感の光る熱い演奏
を披露しています。

　年末の風物詩・北区第九演奏会のため、一般
公募により集まった総勢200名からなる大合唱
団。夏から練習を重ね、新日本フィルハーモニー
交響楽団やプロのソリストとともに素晴らしいス
テージを創りあげました。

　キーワードは「みる」「でる」「つくる」、区民が主役の北とぴあ演劇
祭。その主軸となるのはボランティアで構成される「北とぴあ演劇祭
実行委員会」です。地域に根ざした演劇祭を
目指して会議を重ね、年々盛り上がりを見せ
ています。

　毎年多彩なプログラムで秋を彩る音楽祭では、会場案内など公
演時の接客で、区民ボランティアが活躍しています。中でも、北
とぴあ１階での無料ロビーコンサートは、設営から司会まで、そ
の運営を全面的に担っています。親しみと思いやりの対応で、訪
れた方から好評を得ています。

（公財）北区文化振興財団では多様な公演の企画運営のほか、区民の方々の文化芸術活動支援を行っています。
今回は、北とぴあを中心に、世代を超えて活躍する北区民の活動の一部をご紹介します。

ズームアップ！！ 北とぴあで活躍する北区民ズームアップ！！ 北とぴあで活躍する北区民

北とぴあ演劇祭実行委員会



　ベトナム・ハノイで日本語教師として働くみさおの元に、
父の訃報が飛び込んできた。故郷・新潟で目の当たりにし
たのは、認知症を煩い、父の死さえ理解していない母シズ
エの姿。後妻として家に入った母の血縁者は自分一人。み

さおは、兄たちの反対をおしきり、ベトナムに母を連れてい
く決意をする。
　日本どころか新潟から出た事もない母と久しぶりの二人
暮らし。母が巻き起こすハプニングも、ベトナムの人々は
家族のように二人を受け入れ、言葉は通じずとも心を通わ

せていく。そして青春時代の旧友・小泉との再会とロマン
スの気配。しかし思いがけない母のケガ、激化する介護に
疲弊するみさおだったが、老いた母と向き合い、支えてく
れるベトナムの人々との心あたたまる交流を通して、みさ
おはよりベトナムでの人生を豊かなものにしていく。

【出演】�松坂慶子、草村礼子、藤江れいな（NMB48）、
山口森広、貴山侑哉、斎藤洋介、吉川晃司�
（友情出演）、松金よね子、柄本�明、奥田瑛二

【監督】�大森一樹　
【原作】�小松みゆき「ベトナムの風に吹かれて」

（角川文庫刊）
【製作】�「ベトナムの風に吹かれて」製作委員会
【公式HP】�vietnamnokaze.com

　「怪人」によって劇場に閉じ込
められた探偵が、知恵を駆使し
て最後の戦いに臨む物語「怪人
からの脱出」。物語の大ファンで
ある「あなた」は、その作品を劇場
まで見に来たのだ。しかし、そこに
本当に「怪人」が現れ…。
　「君たちが探偵の諸君か。僕
たちの戦いの舞台にようこそ。今
宵の主役は君たちだ。この劇場
内は全てロックした。もし、私との
知恵比べに勝つことができれば、
ここから出してやろう。しかし、勝
てなければ…。」

　3月に北とぴあで行われるイベント早耳情報。詳細は2月頃より 
北とぴあホームページでお知らせいたします。

イベント早耳情報

まずは練習問題で腕試し⬇

●おーぷん北区＠北とぴあ
日時　3月11日（金）　※時間未定
場所　北とぴあ第一和室
料金　未定
　年齢、ジャンルを問わず楽しく学べ、
地域をつなげるコミュニティ講座の開催
を予定しています。

●ワークライフバランスセミナー
日時　3月19日（土）　※時間未定
場所　北とぴあ第一研修室
料金　未定
　人間関係からコミュニティの中での活
動の仕方まで、自分らしく生きるためのヒン
トを見つけられる講座を予定しています。

映画『ベトナムの風に吹
かれて』上映会

　2015年10月より全国ロードショーの新作を早くも北とぴあで上映します！
　松坂慶子が人生の葛藤を明るく乗り越えていくバイタリティあふれる女性・みさおを演じる本
作。「Shall We ダンス？」の草村礼子、俳優のみならず映画監督としても活躍する奥田瑛二の
ほか、柄本明、斎藤洋介、吉川晃司ら実力派がそろい、団塊世代に向けた「大人の青春映画」
が完成。日本とベトナム、豪華俳優陣が奏でる国境を越えたアンサンブルをお楽しみください！

Ⓒ「ベトナムの風に吹かれて」制作委員会

Ⓒ「ベトナムの風に吹かれて」制作委員会

●日時：3/16水
●時間：1回目［14：00開場�14：30開映］

2回目［18：00開場�18：30開映］
●会場：北とぴあ　つつじホール
●料金：全自由席/各回お1人�￥1,000
●チケット：�北とぴあ1階チケット販売窓口

にて1月23日（土）より販売開始
●お問合わせ：���北とぴあフロント

TEL�03-5390-1100

◦日時�： 2月4日（木） 13時～20時（予定）
◦会場�： 北とぴあ  さくらホール
◦料金�：  無料　チケット不要

どなたでもご自由にご鑑賞いただけます。
◦お問合わせ�：  北とぴあ管理事務所　TEL 03-5390-1101

※出演者の申込募集はすでに終了しております。ご了承ください。

　北とぴあには『世界のピアノ御三家』と言われるピアノのうち『スタインウェイ』と
『ベーゼンドルファー』の2台のグランドピアノがあります。この度、より一層北と
ぴあを身近に感じていただく機会として、この2台のピアノを自由に弾き比べ・聴
き比べていただくコンサートを行うこととなりました！
　コンサートは出演者の皆さまが、15分ずつの出演時間内で自由にミニコンサー
トを行っていく、リレースタイルです。どんな曲が飛び出すのかは当日のお楽しみ!!
　“神 の々楽器”とも言われる『スタインウェイ』、プロのピアニストにも愛用者の多い

『ベーゼンドルファー』の2台の音色の違いや音の個性、響きをご堪能いただくと
ともに、出演者の皆さまの発表をぜひお楽しみください。客席はどなたでも入
場自由ですのでお誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください！

◦日時�： 3月5日（土）　①11：00　②14：00　③17：00
※各公演20分前より開場

◦会場�： 北とぴあ  ドームホール
◦料金�： 2,500円
◦チケット�： 販売中
　取扱い　

・北とぴあ1階 チケット販売窓口 （10：00～20：00）
・イープラス　http://eplus.jp
・中学生以上推奨の内容ですが、小学生も保護者同伴であれば参加できます（チ
ケットはお1人様1枚必要です）。

・未就学児はご入場できません。
・ご予約・ご購入後のキャンセル、変更等はできませんのでご了承ください。

◦お問合わせ�： 北とぴあフロント  TEL 03-5390-1100　

劇場リアル謎解きゲーム

『怪人からの脱出 in 北とぴあ』

ストーリー

響き体験コンサート
～ピアノの弾き比べ・聴き比べ～

　話題の劇場リアル謎解きゲームが北とぴあにやってくる！ 1人で果敢に謎
解きするも良し、お友達同士やご家族で協力し合いながらの挑戦もとっても
盛り上がりますよ!! 制限時間内に全ての問題をクリアできるかな?! 

ストーリー

特設ページ
http://kaijin-

karano-

nazo.jtbcom.
co.jp/



「北とぴあタイムス」に皆さまの催し物情報を掲載できます！
  「北とぴあタイムス」に北とぴあで行われる催し物の情報を掲載できるようになりました。より多くの
区民の皆さまに催し物の情報をお届けするために是非ご活用ください。

◆ 催し物情報掲載について（掲
載ルールより抜粋）

◦�施設の設置目的に沿った催し
物であり、広く一般利用者・
北区民を対象としているもの
に限ります。
◦�基本的に北とぴあの各ホール
で開催される催し物に限ります。
◦�1ヶ月以内に複数回主催する
催し物については、1主催者
につき1件の掲載とします。
（※ただし、同一人が同一の
活動で複数の主催者団体の
代表者又は連絡担当者となっ
ている場合の申込について
は、当該複数の主催者を１主
催者とみなします。）

◆掲載できないもの
◦�営利を目的とするものの中で、
北とぴあにおいて販売を行うも

の、もしくは契約行為を行うも
の。若しくはこれに類すると認
められるもの、又は当該主催
者団体への加入を強制し今後
営利を目的とする活動につな
がるおそれのあるもの
◦�個人の活動、又は個人の売
名行為と認められるもの
◦�政治若しくは宗教活動に関す
るもの、若しくはこれらの活動
に類すると認められるもの、又
は今後政治若しくは宗教活動
につながるおそれのあるもの
◦�個人又は団体を誹謗又は中傷
するもの
◦�特定の個人又は団体の相互
連絡のためのもの
◦�会費、入場料等が他の催し
物に比して明らかに高額と判
断されるもの

◦�事実を偽ったもの
◦�活動において苦情などのトラ
ブルを生じたもの
◦�別途定める「北とぴあタイム
ス催し物情報掲載申込書」
（別記第１号様式）（以下、
「申込書」という。）に記載さ
れた代表者又は連絡担当者
の電話番号に電話による連
絡が取れないもの

◦�その他、掲載が妥当でないと
北とぴあマネジメント共同事
業体が判断したもの

　掲載手続きやご不明な点につ
きましては下記までお気軽に問い
合わせください。

北とぴあマネジメント共同事業体
管理事務所　（北とぴあ10階）
TEL 03-5390-1101

　北区ＮＰＯ・ボランティアぷら
ざは、様 な々ＮＰＯやボランティ
ア活動に関する北区の拠点
施設です。ＮＰＯやボランティア
に関する相談対応やボランティア活動団体に打ち合わせスペース
を貸出しております。関連講座の開催や図書の貸出も行っており
ます。イベント情報やチラシを自由にご覧頂けます。ボランティアや市
民活動にご関心のある方は是非お越しください。

　男女共同参画推進課では、「男女
が性別に関わらず、あらゆる場で一人
ひとりがいきいきと活躍する社会」をめ
ざし、男女共同参画センター「スペース
ゆう」を拠点として、様 な々取組みをして
います。男女共同参画の理解を深めて
いただくための啓発事業として、「DV
防止」や「女性の活躍推進」等を
テーマに講演会等を開催しています。

　次に相談事業として、主に女性を対
象とした「こころと生き方・DV相談」及
び「法律相談」を実施し、生活上の悩
み事等や法律上の問題解決等の支
援を行っています。また、男女共同参画
に関する情報等をお知らせするため、
年間３回、情報誌「ゆうレポート」を発
行しています。 
　その他男女共同参画に関する活動

のスペースとして、多目的室（有料）や
情報コーナー、活動コーナーがあり、
みなさまにご利用いただいております。
　施設内には喫茶コーナーもあり、図
書の閲覧・貸出も行っております。北と
ぴあを来館された際はぜひ一度、お
気軽にお越しください。

北区NPO・ボランティアぷらざ 男女共同参画センター（男女共同参画推進課）

入居団体・店舗紹介 vol.2 北とぴあ入居団体、店舗をご紹介していきます。2回目は4階、5階をご紹介。ご来館の際は、ぜひお立ち寄りください！

4F 5F

3
（水）
他

税理士による無料申告相談　　　　　　��9:30～15:30
◦会場：第一研修室　　　 　◦入場料：無料
◦問い合わせ先：王子税務署

☎03-3913-6211
◦備考： 開催日は3（水）、4（木）、5（金）、8（月）、9（火）、10（水）、12（金）、

15（月）、16（火）、17（水）、18（木）、19（金）日の12日間です。

2
月

9
（火）

認知症介護者懇談会　　　　　　　　　�13:30～
◦会場：901会議室　　　  ◦入場料：無料
◦問い合わせ先：高齢福祉課 認知症担当

☎03-3908-9083

26
（金）

就職フェア�in�北とぴあ　　　　　　 　　14:00～
◦会場：展示ホール　　　  ◦入場料：無料
◦問い合わせ先：ハローワーク王子 事業所部門

☎03-5390-8616

28
（日）

〈第15回〉中学生ロボットコンテスト�北区大会　13:00～（予定）
◦会場：ペガサスホール　  ◦入場料：無料
◦問い合わせ先： 生涯学習・スポーツ振興課 生涯学習係 

☎03-3908-9323
◦備考：時間は変更になる場合があります。

3
月
19
（土）

景観づくりシンポジウム（仮称）　　　　��19:00～
◦会場：カナリアホール　  ◦入場料：無料
◦問い合わせ先： 都市計画課 開発調整担当 

☎03-3908-9152
◦備考：講演内容はまだ未定となります。

北とぴあ催しものミニカレンダー
〜 区民の皆様の生活に役立つイベントをお知らせします 〜

凧
　凧市は、江戸時代より親しまれてきた行事です。江戸
のまちはたびたび火事に見舞われ、凧が大火につながっ
たことから、風を切って上る凧を火事除けのお守りにと、
民衆が同神社の奴凧を「火防の凧（ひぶせのたこ）」と
して買い求めたのが始まりです。以来、王子稲荷神社で
は初午、二の午、年によっては三の午の日に露店が立ち
並び、例年5万人ほどの人 で々大変賑わいます。
　今年は2月6日（土）と18日（木）のおおむね10時から
18時まで開催される予定です。

日�時：2月6日（土）、18日（木）10:00〜18:00
場�所：王子稲荷神社

八重桜（写真右）も美しく、4月中旬頃まで楽しめます

しっとりと落ち着いた桜の風情にファンが多い夜桜（写真右）

北区男女共同参画センター
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●王子稲荷神社
◦JR京浜東北線　王子駅北口　徒歩10分
◦東京メトロ南北線　王子駅5番出口　徒歩10分
●飛鳥山公園
◦JR京浜東北線　王子駅　中央口か南口下車すぐ
◦東京メトロ南北線　王子駅1番出口　徒歩3分
◦都電荒川線　飛鳥山停留場、王子駅前停車場下車すぐ
●音無親水公園
◦JR京浜東北線　王子駅北口　徒歩1分
◦東京メトロ南北線　王子駅3番出口　徒歩1分
◦都電荒川線　王子駅前停車場　徒歩2分

　春になるとあちこちが桜に彩られる北区。毎年どこでお花見をしようかと迷う方
も多いのではないでしょうか。北とぴあ周辺では飛鳥山公園や音無親水公園も
桜色に包まれます。飛鳥山公園はソメイヨシノだけでなく八重桜など約600本の
桜が植樹されており、桜の名所として親しまれています。家族連れや友人同士で
賑わうお花見は、江戸の昔からの風景です。桜の開花時期に行われるライトアッ
プも毎年大変好評で、昼間とはまた一味違う幻想的な夜桜もおススメです！
　音無親水公園はかつての渓流を模した美しい公園で、日本の都市公園百
選にも選ばれています。川面を漂う桜を眺めながらの散策は、時の流れがゆった
りと感じられることでしょう。
　飛鳥山公園を一望できる北とぴあ17階展望ロビーも人気のお花見スポット
です！　ぜひお立ち寄りください。

凧市当日の様子

アクセス

もうすぐ春！
お花見のシーズンです
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〒114-8503　東京都北区王子1丁目11−1
TEL  03-5390-1100（フロント）　 FAX  03-5390-1409
MAIL  info@hokutopia.jp

◆JR京浜東北線／王子駅北口より徒歩２分　◆東京メトロ南北線／王子駅５番出口直結
◆都電荒川線／王子駅前駅より徒歩5分

交通のご案内

休館日のご案内
〈平成28年〉   2/14（日）、3/14（月）、5/9（月）、7/11（月）、8/14（日）、9/12（月）、11/14（月）、

12/28（水）、29（木）、30（金）、31（土）�

★2月28日（日）15：00～
演奏者　野田優子　オーボエ 小花恭佳
演奏曲　作曲　J.S.バッハ
　　　　曲名　トリオソナタ 第3番
　　　　　　　二短調 BWV527 ほか
★3月27日（日）15：00～
演奏者　小野田未奈
演奏曲　作曲　J.S.バッハ
　　　　曲名　 前奏曲とフーガハ長調BWV547 ほか

あ

　平成26年4月1日からの消費税率8％への引き上げに伴い、使用料等に消費
税分が適正に転嫁されるよう、平成27年10月1日より北とぴあを含む北区各
種施設の使用料金が改定されました。
　※平成27年10月1日（木）以降の料金支払い分から新料金が適用されております。

◦新しい料金につきましては
・北とぴあホームページ内、ホーム＞お知らせ＞施設使用料金改定のお知らせ
・北とぴあ施設受付へお電話でお問合せ

TEL 03-5390-1105にてご確認ください。

インターネットからの施設空き情報検索について
　北とぴあ内各施設利用状況は、インターネットの施設予約システムからもご確認いただけます。（多目的ルーム
や楽屋など、一部対象外のものもあります）空き状況はシステムメンテナンス日を除き、24時間検索いただけます。

　区民の皆さまを対象に毎月1日（区民以外の方の抽選は毎月15日）
に北とぴあ施設抽選会を行っています。施設抽選会の詳細につきま
しては施設予約受付窓口、またはお電話にてお問合せください。

　北とぴあでは各施設のご利用申し込
み受付、北とぴあにて開催する公演チ
ケット（一部お取扱いのない公演もござ
います）の販売を行っております。また
北とぴあの施設の他、滝野川会館、赤
羽会館、各体育施設の使用料もお支払
いいただけます。皆さまのご利用をお
待ちしております。

◦受付場所　 北とぴあ1階 施設予約受付窓口　
◦受付時間　午前9時～午後8時　

※休館日及び年末年始（12/28～1/3）は
受付しておりません。

◦申込受付　TEL:03-5390-1105

▶施設受付

施設受付・チケット販売

パイプオルガン演奏会

◦販売場所　 北とぴあ1階 チケット販売窓口　
◦受付時間　午前10時～午後8時　※2月、8月の休

館日及び年末年始（12/29～1/3）は販売しておりません。
◦問合受付　TEL:03-5390-1100

北区民割引、北とぴあメンバーズ割引、学生割引等、お得
な割引がある公演も多数ございます。ぜひご利用ください。

▶チケット販売

●施設使用料金改定のお知らせ

  

　『おひるねアート』をご存知ですか？　赤ちゃんの寝顔も笑顔もステキに残
す、人気の「赤ちゃんに背景や小物をつけて撮影する、赤ちゃんと一緒に作
るアート写真」です。北とぴあではお母さんの子育て応援としておひるねアー
ト撮影会を行います！　当日は撮影会だけでなく、講師ご自身の子育てと仕
事の両立のお話や、自宅でもできるおひるねアートのコツなど子育てのヒント
になる座学も盛り沢山！　ぜひご参加ください。

◦日時　�1回目　2月  6日（土）　10：00～12：00　※0～1歳のお子さんが対象
　　　　2回目　3月25日（金）　10：00～12：00　※2～3歳のお子さんが対象
◦場所　北とぴあ9階　第一和室
◦講師　山口江津子
◦ おひるねアート　 季節のおひるねアートを講師がご用意いたします（写真をご参

照ください）
◦スケジュール

受付開始 10：00 ▶ 座学 10：20～10：50 ▶ 撮影会 10：50～12：00
◦参加費　500円（親子で/当日受付にてお支払いください）
◦持ち物　撮影用カメラ（スマートフォンでもOK！）

◦応募資格
　1回目　0～1歳のお子さん1人とお母さん
　2回目　 2～3歳のお子さん1人とお母さん

※対象年齢以外のお子さんを伴ってのご参加はいただけません。予めご了承ください。
※ ご応募はいずれか１回のみとさせていただきます。

◦�募集定員　各回15組30名（応募者多数の場合は抽選といたします）
◦�募集締め切り　1回目　 1月26日（火）必着締切

参加者の皆さまへは2月1日（月）までにハガキにてご連絡いたします。

2回目　 2月29日（月）必着締切
参加者の皆さまへは3月11日（金）までにハガキにてご連絡いたします。

※落選された方へのご連絡はございません。ご了承ください。

応募方法
　必要事項を明記のうえ、ハガキ・FAXのいずれかの方法でご応募ください。
◦�応募必要事項
①�2月6日おひるねアート1回目もしくは3月

25日おひるねアート2回目 参加希望
②お母さんの氏名
③お母さんのふりがな
④お母さんの年齢

⑤お子さんの年齢
⑥お子さんの性別
⑦おひるねアート撮影経験の有無
⑧�郵便番号、ご住所、イベント当日連

絡のつく電話番号
◦�FAX　送信先　03-5390-1409
◦�ハガキ　 下記宛先までお送りください。

〒114-8503 東京都北区王子1丁目11-1 北とぴあ10Ｆ
北とぴあ管理事務所　Mama’s School係

◦�個人情報の取扱いについて
　お預かりした個人情報は北とぴあ指定管理者（北とぴあマネジメント共同事業体）に帰属し、

『Mama’s Schoolおひるねアート撮影会』イベントを実施する目的に限り、必要な範囲で利用
いたします。参加者の皆さまへのご連絡など『Mama’s Schoolおひるねアート撮影会』イベント実
施に必要な事項は、北とぴあ指定管理者（北とぴあマネジメント共同事業体）担当よりご連絡し
ます。上記個人情報取り扱いについてご確認のうえ、ご同意いただいた方のみご応募ください。

●主催：北とぴあ管理事務所　●お問合せ：TEL　03-5390-1101

2回目撮影予定
「お花見の風船」（3月）

1回目撮影予定
「スノーボードでGOGO!」（2月）

Mama’s School『おひるねアート撮影会』


