
◆日　時　：　6月24日(土)　10:00～12:00
◆会　場　：　第1和室「せきれい」（北とぴあ9階）
◆講　師　：　静勝寺　住職　高﨑 忠道
◆参加費　：　500円（1人／当日会場にて受付時にお支払いください）
◆持ち物　：　坐禅に必要な道具は北とぴあにてご用意いたします。
◆服　装　：　上下共に体をしめつけないゆったりとした服装でご参加ください。足元は裸足で行います。
◆対　象　：　18歳以上
◆定　員　：　28名（応募多数の場合は抽選といたします）
◆締　切　：　6月9日（金）必着締切
◆応募方法　：　往復はがきに必要事項（下記参照）を明記のうえご応募ください。※1件のご応募で2名様まで

お申込みいただけます。※ご応募の結果は6月19日（月）までにはがきにてご連絡いたします。

　北とぴあでは春を彩るたくさんのイベントが開催されます。今回ご紹介するのは、ご好評いただいている「和に
親しむ」シリーズです。毎回たくさんのご応募いただき、抽選になってしまうため29年度は講座回数を増やして開
催いたします。以前抽選にはずれてしまった方にもご参加いただけるように今年度は早くも6月に2つの講座を開
催いたします。また7月には映画上映会のご案内もございますので、これからのご予定にぜひ加えてください。

和に
親しむ
　脳の活性化、デトックスなど様 な々効果があると言われている写経。所作や写経
の意義も丁寧に解説する体験講座です。北とぴあで写経に挑戦してみませんか。

　ご好評いただいている「和に親しむ」シリーズの写経体験です。本年度は、全３回
（６月・10月・平成30年１月）の開催を予定しております。

◆日　時　：　6月10日(土)　10:00～12:00
◆会　場　：　第1和室「せきれい」（北とぴあ9階）
◆講　師　：　寿徳寺　副住職　新井 大介
◆参加費　：　500円（1人／当日会場にて受付時にお支払いください）
◆持ち物　：　写経に必要な道具は北とぴあにてご用意いたします。写経時に正座

イス等が必要な方はご自身でお持ちください。写経時は正座必須で
はありません。あぐらなどご自身が楽な姿勢でけっこうです。

◆対　象　：　18歳以上
◆定　員　：　20名（応募多数の場合は抽選といたします）
◆締　切　：　5月26日（金）必着締切
◆応募方法　：　往復はがきに必要事項（下記参照）を明記のうえご応募ください。
　　　　　　※1件のご応募で2名様までお申込みいただけます。※ご応募の結果

は6月5日（月）までにはがきにてご連絡いたします。

　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、イベントの実施およびご返信の目的に
限り、必要な範囲で利用いたします。上記個人情報取扱い・ご連絡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。

個人情報の取扱い・
参加者の方へのご連絡について

応
募
必
要
事
項

1.　6月10日（土）　写経体験参加希望
　　又は
　　6月24日（土）　坐禅体験参加希望
※�1枚のはがきで複数の講座のお申し込みはで
きません。
2.　参加希望人数
3.　お名前

4.　ふりがな
5.　性別
6.　年齢
7.　郵便番号、ご住所、必ず連絡がとれる
　　電話番号
※3、4、5、6については参加者全員分をご記入ください。
※7については代表者の方のみご記入ください。

◆宛先◆ 往復はがき
〒114-8503
東京都北区王子1丁目11‐1　北とぴあ10階
北とぴあ管理事務所　写経体験　係　又は
北とぴあ管理事務所　坐禅体験　係
※各講座締切日が異なりますのでご注意ください。

※北とぴあ駐車場、駐輪場には限りがございますので、ご来館の際はできるだけ電車・バス等公共交通機関をご利用ください。

主催：北とぴあマネジメント共同事業体　　お問合せ：TEL�03-5390-1101　　WEB : http : //www.hokutopia.jp/

写 経 体 験

和に
親しむ
　ストレス解消や集中力を鍛えることにも効果があると言われる坐禅。ご参加いただいた方からも、「初めてでも集
中できました」「痛いかと思ったけど、意外と坐れてよかったです」「楽しかった」などの声をいただいております。初め
てでも丁寧に指導いたします。北とぴあで坐禅に挑戦してみませんか。

　ご好評いただいている「和に親しむ」シリーズの坐禅体験です。本年度は、全３回（６月・９
月・平成30年１月）の開催を予定しております。坐 禅 体 験

服装例
ズボン…幅広のもの
スカート…ロング丈でゆったりとしたもの
※ 坐禅は足を組んで行いますのでピッタリとしたズボ

ンやタイトスカート等はご遠慮ください。



北とぴあ正面玄関前（雨天時：北とぴあ館内）

◦ストーリー　：�笑ってしまうほどのダメ人生を更新中の中年男、良多(阿部寛)。
15年前に文学賞を1度とったきりの自称作家で、今は探偵事務所
に勤めている。元妻の響子(真木よう子)には愛想を尽かされ、息
子・真悟の養育費も満足に払えない。そんな良多の頼みの綱は、
気楽な独り暮らしを送る母の淑子(樹木希林)だ。ある日、たまたま
淑子の家に集まった良多と響子と真悟は、台風のため翌朝まで帰
れなくなる。こうして、偶然取り戻した、一夜かぎりの家族の時間
が始まるが――。

◦監督・脚本　：是枝裕和
◦出　演　：阿部寛／真木よう子／小林聡美／リリー・フランキー／池松壮亮／
　　　　　　吉澤太陽／橋爪功／樹木希林
◦日　時　：7月17日(月・祝)
　　　　　　【1回目】10：00【2回目】13：30
　　　　　　※開場は各回とも30分前からとなります
◦会　場　：ドームホール（北とぴあ６階）
◦定　員　：�各回 100名（先着順入場）
　　　　　　※一部見えにくいお席がございます。
◦料　金　：500円（全席自由）※未就学児不可
◦発売日　：4月27日(木)　10:00より
◦取扱い　：北とぴあ1階チケット販売窓口（10:00～20:00）

※5月8日（月・臨時休館日）は10：00～18：00となります。

●日時：５月26日(金)　18：30（開場/18:00）
●会場：北とぴあ　さくらホール
●出演：�水織ゆみ／今野勝晴（シンセサイザー）／

阿部志穂（パーカッション）／
井上善彬（ギター）

●料金：�S席（指定席）　5,000円
　　　（ほくとぴあメンバーズ　4,500円）

A席（自由席）　3,000円
高校生以下（自由席）　500円

※学生の方は入場時に学生証をご提示ください。
※未就学児不可
●お問合せ：オフィスキッチン　080-6748-0666

●日時：5月29日(月)　19：00（開場/18:30）
●会場：北とぴあ　つつじホール
●出演：�庄司祐美（メゾソプラノ）／

東浦亜希子（ピアノ）
●料金（全席自由）：一般　4,000円
　　　　　　　　　（ほくとぴあメンバーズ 3,600円）
　　　　　　　　　学生　3,000円
　　　　　　　　　（ほくとぴあメンバーズ 2,700円）
※学生の方は入場時に学生証をご提示ください
※未就学児不可
●後援：公益財団法人東京二期会
●お問合せ：シューマン150企画

080-5872-4212

ⓒ 2016 フジテレビジョン バンダイビジュアル AOI Pro. ギャガ

ストリート・パフォーマンス
5月28日（日）14:00～

メゾソプラノ

庄司祐美
リサイタル 2017

30周年記念
リサイタル

Ole!シャンソン

水織ゆみ

井上由美子の
またＫＩＴＡＫＵなる

コンサート

～ウィーンの
　風と共に～

ドームホールシネマ 初 夏
　『そして父になる』『海街diary』の是枝裕和監督最新作。 夢見た未来と、
少しちがう今を生きる大人たちへ贈る感動作。

４月３日（月）より

東京北区観光協会を
設立しました

北とぴあ1階チケット売場にてお取り扱い中のチケットの一部をご紹介します

　官民の強力な連携のもと、北区の観光をより効果的
に発信していくため、東京北区観光協会を設立しまし
た。事務所は、北とぴあ１階奥に４月３日（月）より開
設いたします。
お問合せ：一般社団法人東京北区観光協会事務局
TEL：03-5390-1166

海よりもまだ深く

◦主催・お問合せ　：北とぴあマネジメント共同事業体　TEL.03-5390-1101

●日時：5月1日(月)　16：30（開場16：00）
●会場：北とぴあ　つつじホール
●出演：井上由美子
●料金：指定席　5,000円
　　　（ほくとぴあメンバーズ　4,500円）
●お問合せ：アルデル・ジロー

03-5778-7850
（平日11：00～18：00）

無料
世界を舞台に活躍するバーバラ村田さんのアートでフレンチ・テイストなパフォーマンスを
お楽しみください。

出演：バーバラ村田
　幼少の頃よりダンスを学び、早
稲田大学在学中にマイムに出会
う。TV番組やCM、音楽PVなどで
大活躍。マイムにダンスや演劇、
人形劇などの要素を取り入れた作
風で海外でも評価が高い。

北とぴあフランス祭
　5月28日は、北とぴあの様々なホー
ルでフランスの香り漂うイベントを開
催します！ 詳しくは、特設ホームページ
をご覧ください。

パトリック・ヌジェ  コンサート
5月28日（日）15:00開演
北とぴあ つつじホール
全席指定 5,500円　北区民・ほくとぴあメンバーズ 3,500円

【お問合せ】THE MUSIC PLANT　TEL.03-5944-6187   www.mplant.com/france/



入 会 方 法

申込みから 1 か月
半後※、会員カー
ドがご自宅に届き
ます

（※お急ぎで入会をご希
望の方は、別途方法が
ございます。詳しくはメ
ンバーズ事務局までお
問い合わせください）

　北区文化振興財団では、バラエティに富んだ公演を多数ご用意しています。コンサートや演劇な
どのチケットを手に入れるなら、断然ほくとぴあメンバーズがお得で便利です。

公益財団法人北区文化振興財団　〒114-8503��北区王子1-11-1��北とぴあ10階　TEL�03-5390-1221�（平日8：30～17：15）

　公益財団法人北区文化振興財団は、1988年に区内の文化振興を目的に北区に 
よって設立されました。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。

公演チケットをお得に！便利に！購入しよう！

お申し込み
お問合せ

ほくとぴあメンバーズとは
　北とぴあで行われる北区文化振興財団主催・共催
公演などのチケット割引を中心に、様々な特典が受
けられる友の会サービスです。
★入会金無料 年会費2,000円
★どなたでも入会可
　 北区在住でなくても入会できます！
※年会費及びチケット料金のお支払方法は銀行口座からの自

動振替です。
※北とぴあで行われる事業でもメンバーズで取り扱わないも

のがございます。

入会申込書は北とぴあ総合
受付や北区役所、財団ホー
ムページで手に入るよ！
お問い合わせ頂ければ郵送
もします！

メンバーズの素敵な特典

　一般発売日にさきがけ、メンバーズ専用電話にて先行予約を受け付けます。
公演1つにつき4枚まで、一般価格から10％オフの特別価格！公演によってはもっ
ともっとお得に買えちゃいます。また、一般発売日以降であれば、北とぴあ 
1階チケット売り場でも特別価格で購入できます。

電話でのチケット先行予約＆割引

　ご予約いただいたチケットは、無料でご自宅へ郵送します。チケット料金は
銀行口座からの自動振替のため、お支払いに行く手間も省けます。

　毎月、 最新のチケット情報や公
演チラシを郵送します。いろいろな
ジャンルの公演をぜひチェックして
みてください。

　キリンシティ、Good Time Terrace、山海亭の料金がお支払い時に割引
に！公演前の腹ごしらえや、帰りに食事をしながら感想を…と立ち寄ってみては？
北とぴあ1階のJTBでは、指定のパッケージ旅行の代金がお安くなります。

　メンバーズ会員向けに公演のご招待や、チケットをご購入した方の中から抽
選で出演者のサイン入り色紙をプレゼント！

ご自宅にいながらチケットが受け取れる！

毎月最新情報をお届け

北とぴあ内の飲食店など店舗で割引あり

公演の招待や出演者の色紙プレゼント

6/4㈰
14：00

つつじホール

7/22㈯
15：00

つつじホール

8/27㈰
14：00

つつじホール

入会申込書に必要事項を記入・押印

郵送または直接、事務局へご持参ください

クラシックや演劇、落語、
ポップス、演歌、ジャズな
どなどいろんなジャンルが
楽しめる！子ども向けの公演
もあるよ！

※公演情報はエンジョイ北区、北区ニュース、財団ＨＰなどで随時お知らせします。

ほくとぴあメンバーズで

メ で 定 の 公ン 取 お 演バ 扱 すー い すズ 予 め

※29年度は60公演以上を取扱い予定

ほくとちゃん

3歳から入場可！

天才ジャズピアニスト＆
作曲家で話題の15歳
が、北とぴあに登場！

痛快！ねぎぼうずのあさたろう
～絵本時代劇読み語りコンサートの旅～

「ねぎぼうずのあさたろう」
飯野和好 作
(福音館書店） 

平成育ちの若い３兄弟
が昭和の心を唄う！

大人気シリーズ絵本を作者が朗読！
本格的な雅楽の演奏もきける！

オペラ

オルフェオ
と

エウリディーチェ
0歳から入場可！

★♪
★♬
☆★♪★♬☆★♪★♬☆★♪

☆

北とぴあ国際音楽祭2017

東京大衆歌謡楽団奥田弦ジャズワールド

一般：3,000円
メンバーズ:2,000円
1,000円お得！

一般：3,300円
メンバーズ:2,800円
500円お得！

11/11㈯
12/8㈮
・10㈰

ほくとぴあメンバーズ事務局（北とぴあ10階北区文化振興財団内）　TEL 03-5390-1121（平日�10：00～17：00）
http://www.kitabunka.or.jp/kitaku_info/　

芸大とあそぼう

北とぴあin



目的に合わせてご利用いただける施設が充実しています

毎月1回、無料でお楽しみいただけるパイプオルガン演奏会を開催
しています。パイプオルガンの優雅な音色でちょっぴり贅沢なひと
ときをお楽しみください。

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。

　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　
※各休館日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

◦販売場所　�北とぴあ1階�チケット売場（窓口販売のみ）
◦受付時間　午前10時～午後8時　※各休館日の販売
時間は、お電話にてお問い合わせください。

◦問合受付　TEL:03-5390-1100
北区民割引、ほく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

平成28年4月1日より滝野川分庁舎
体育施設受付窓口が北とぴあへ移転
いたしました。
・新規利用登録、登録更新手続き
・体育施設の申込予約、支払
・空開放抽選会
など、体育施設利用のお手続きがで
きるようになりました。ぜひご利用く
ださい。

体育施設申込に関するお問合せ
北とぴあ1階�体育施設受付

TEL�03-5390-1140（9：00～20：00）

今年度に実施いたします「さくらホール」の
修繕工事に続きまして、下記の日程で「つ
つじホール」の修繕工事を行います。引き
続きの工事で、ご利用の皆さまにはご不便
をおかけいたしますが、何卒ご理解のほど、
よろしくお願い申し上げます。

期間：�平成30年7月1日（日）～
　　　9月30日（日）

注意事項：上記期間中はつつじホールの貸
出し及び使用はできません。詳
しくは北とぴあ施設受付窓口へ
お問い合わせください。

施設受付窓口　TEL�03-5390-1105

スポーツ施設受付つつじホール修繕工事のお知らせ

　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。
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JR王子駅

〒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
WEB  http://www.hokutopia.jp
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 臨時休館日：5/8（月）
※各休館日の詳細については北とぴあホームページでご確認ください。

★4月23日(日)15：00～�
演奏者　ロレト・アラメンディ
予定曲　J.アラン：リタニー(連祷）ほか
★5月21日(日)12：30�～
演奏者　徳田佑子
予定曲　J.S.バッハ：前奏曲とフーガ　
　　　　ロ短調BWV544ほか
★6月18日(日)12：30～
演奏者、予定曲未定�
�

場　　所 ��北とぴあ1階区民プラザ
参�加�費 ��無料
参加方法��当日直接会場へお越しく

ださい

パイプオルガン演奏会

北とぴあ
では

　原則として「区民利用者登録」が必要になります。区民優遇制度、区民利用者登録方法など詳しくは、北とぴあ施設受付窓口
へお問い合わせください。　北とぴあ施設受付　ＴＥＬ.03-5390-1105区民制度を利用するには

「区民優遇制度」が
ご利用いただけます

利用料金が約3割以上お得！
　区民の皆さまの利用料金は区民以外の方よりも低
く、よりご利用しやすい料金設定となっています。

申込開始時期が約2週間も早い！
　区民の皆さまは区民以外の方よりも申込開始時期が早いため、優先的に施設を予約す
ることができます。また施設申込抽選会へは区民の皆さまのみご参加いただけます。

定員
利用料金　　　　　　　単位 : 円
9:00 ～
12:00

13:00 ～
17:00

18:00 ～
22:00

601会議室 24名    720 1,120 1,440 区民料金
1,080 1,680 2,160 区民以外料金

701会議室 54名 3,180 5,760 7,500 区民料金
4,760 8,640 11,240 区民以外料金

801会議室 20名 1,840 3,280 4,420 区民料金
2,760 4,920 6,620 区民以外料金

802会議室※ 54名 3,080 5,520 7,080 区民料金
4,600 8,280 10,620 区民以外料金

803会議室 24名 1,440 2,560 3,480 区民料金
2,160 3,840 5,220 区民以外料金

804※/805※会議室 各24名 1,640 2,880 3,880 区民料金
2,440 4,320 5,800 区民以外料金

806/807/808会議室 各24名 1,440 2,560 3,480 区民料金
2,160 3,840 5,220 区民以外料金

901/902会議室 各54名 3,900 6,780 8,740 区民料金
5,840 10,160 13,100 区民以外料金

第1研修室 84名 5,540 9,660 12,540 区民料金
8,300 14,480 18,800 区民以外料金

第2研修室※ 120名 6,560 11,820 15,200 区民料金
9,840 17,720 22,800 区民以外料金

第1和室「せきれい」※ 48名 4,000 7,200 9,240 区民料金
6,000 10,800 13,840 区民以外料金

第2和室「かわせみ」※ 18名 2,240 4,080 5,320 区民料金
3,360 6,120 7,960 区民以外料金

茶室 18名 3,180 5,760 7,500 区民料金
4,760 8,640 11,240 区民以外料金

　北とぴあには行ったことがあるけれど、どんな施設があるか分からな
い…最近始めた趣味の仲間と集まれる会場はないかしら…北とぴあには
そんなみなさまのご要望にお応えできる使用目的に応じた様々な施設が
揃っています。今回は使用料金の一例をご紹介します。北区民優遇制
度を利用すれば、大変お得にご利用できます。是非ご活用ください。

※印の施設は2分割利用ができます。その場合、使用料は約半額となります。

801会議室 805会議室

第2研修室 第1和室


