
　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

※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/

■講師紹介
八巻 太一（有限会社 八巻畳工業 四代目）
1977年生まれ。18歳で稼業の畳屋を
継ぎ現在は二児の父。国産畳にこだわ
り、より良い素材を探求するため熊本の
広大な農地で土作りから関わっている。
国家資格/一級畳製作技能士
東京都認可/職業訓練指導員

～匠と作るミニ畳体験～い草の香りが
息づく町工場

応募
必要事項

1.　『町工場・畳』参加希望
※１枚のハガキで3名のお申込みができます。
2.　参加希望人数(代表者含む)
3.　お名前(ふりがな)
4.　性別
5.　年齢

6.　郵便番号、住所、必ず連絡が取れる電話番号
※３、４、５については参加者全員分をご記入ください。
※６については代表者の方のみご記入ください。
※�ご記入に不備のあった場合は、返信できないこともございま
すのでご注意ください。

◆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

　毎年人気の『北区の魅力再発見』。シリーズ第3弾は『町工場』にスポットを
当てて、滝野川で110余年続く老舗畳店『（有）八巻畳工業』の四代目匠から畳
の伝統的な製造や技術を学び、ミニ畳をつくります。製作後は、工場で畳の
手縫い実演を見学し、地域に根差した日本の伝統文化を学び・体験します。
◆日　時　：　11月4日（土）10：00〜12：00
◆会　場　：　座学/体験　901会議室（北とぴあ9階）

実演見学　㈲八巻畳工業(北区滝野川2-34-4)
◆定　員　：　30名
◆講　師　：　八巻　太一（㈲八巻畳工業　四代目）
◆対　象　：　小学生以上
◆参加費　：　300円（資料・保険代含） 当日お支払いください。
　　　　　　※当日製作したミニ畳はお持ち帰りいただけます。
◆締　切　：　10月23日(月)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。
※ご応募の結果は10月28日(土)までにハガキに
てご連絡いたします。

★★

北 区 の 魅 力 再 発 見！

第3回 響き体験コンサート～ピアノの弾き比べ・聴き比べ～

　18歳のすずさんに、突然縁談がもちあがる。
　良いも悪いも決められないまま話は進み、1944（昭和19）年2月、
すずさんは呉へとお嫁にやって来る。見知らぬ土地で、海軍勤務の文
官・北條周作の妻となったすずさんの日々が始まった。
　配給物資がだんだん減っていく中でも、すずさんは工夫を凝らして
食卓をにぎわせ、衣服を作り直し、時には好きな絵を描き、毎日のく
らしを積み重ねていく。
　1945（昭和20）年3月。呉は、空を埋め尽くすほどの数の艦載機に
よる空襲にさらされ、すずさんが大切にしていたものが失われていく。
それでも毎日は続く。
　そして、昭和20年の夏がやってくる――。

◦監督・脚本　：片渕須直
◦日　時　：11月25日(土)  【1回目】10：00開演  【2回目】14：00開演
　　　　　　※開場は上映時間の30分前からとなります。
◦会　場　：ドームホール（北とぴあ６階）
◦料　金　：800円（消費税込）
　　　　　　　※全席自由
　　　　　　　※一部見えにくいお席がございますのでご了承ください。
　　　　　　　※未就学児入場不可。
◦定　員　：�各回100名（先着順入場）
◦チケット
���発売日���：10月5日(木)　10：00〜
◦チケット
���取扱い　

：  北とぴあ1階チケット販売窓口（10：00〜20：00）
※11/13（月・臨時休館日）は窓口10：00〜18：00となります。

ドームホールシネマ
昭和20年、広島・呉。わたしは ここで 生きている。

　クラウドファンディングで3,374名のサポーターから39,121,920円の制作資金を集め
た本作。日本全国からの「この映画が見たい」という声に支えられ完成した『この世界の片
隅に』は、長く、深く、多くの人の心に火を灯し続けることでしょう。100年先にも愛され
続ける映画が、ここに誕生しました。

「（有）八巻畳工業」は北区滝野川で
四代110余年続く老舗の畳店です。

より良い素材作りのために熊本
の地で土づくりからこだわって
います。

当日製作するミニ畳（イメージ）

この世界の片隅にこの世界の片隅に

©こうの史代・双葉社／『この世界の片隅に』製作委員会



　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.　2018年1月20日（土）　写経体験参加希望　
又は 2018年1月27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（代表者含む）
3.　お名前（ふりがな）
4.　性別

5.　年齢
6.　郵便番号、ご住所、必ず連絡がとれる電話番号
※3、4、5については参加者全員分をご記入ください。
※6については代表者の方のみご記入ください。
※ ご記入に不備のあった場合は、返信できないこともございま

すのでご注意ください。

◆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

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/
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　赤ちゃんの寝かしつけ、夜泣き、寝ぐずりに困っていませんか？生活習慣はこころの育ち、からだの育ちと同じく、親から子ど
もへ贈る最高のプレゼントです。この講座では、赤ちゃんの時からの生活習慣をつけるためのコツを学びます。講座を聞いた後は、
羊毛のクリスマスオーナメント作りに挑戦です。イクメンパパも、新米パパも、赤ちゃんとのふれあいは、大切。赤ちゃんと一緒
にご参加ください！赤ちゃんと二人きりになるのが心配なパパは、保育もお申込みいただけるので安心です。

◆日　時　：　12月16日（土）10:00〜11:30
◆会　場　：　第一和室「せきれい」（北とぴあ９階）
◆定　員　：　20組（お申込み多数の場合は抽選となります）
◆講　師　：　米本 昌子（東京都北区子ども感動コミュニティ機構 理事）・斎藤 弘子
◆対　象　：　生後４か月から３歳未満の乳幼児とその父親（２名１組）

◆参加費　：　500円（材料費込）当日会場にて受付時に
お支払いください。

◆締　切　：　11月20日（月）必着締切
◆応募方法　：　 往復はがきにて必要事項を明記のうえ、ご

応募ください。保育希望の場合は保育希望
の旨も明記。

乳幼児期の子育てが思春期に現れるの？
子どもに大切な基本的信頼感・自己肯定感を育てる

◆日　時　：　2018年2月3日（土）10:00〜11:30
◆会　場　：　第一和室「せきれい」（北とぴあ９階）
◆定　員　：　15組（お申込み多数の場合は抽選となります）
◆講　師　：　米本 昌子（東京都北区子ども感動コミュニティ機構 理事）
◆対　象　：　生後４か月から３歳未満の乳幼児とその父親か母親（２名１組）

◆参加費　：　500円
　　　　　　当日会場にて受付時にお支払いください。
◆締　切　：　2018年1月10日（水）必着締切
◆応募方法　：　 往復はがきにて必要事項を明記のうえ、ご応募ください。保育

希望の場合は保育希望の旨も明記。

Papa＋
Mama's
スクール

応募
必要事項

1.　�12月16日（土）Papa'sスクール�参加
希望

2.　お二人のお名前
3.　お二人のふりがな
4.　お子さんの性別

5.　お父さんの年齢・お子さんの月齢
6.　�郵便番号・住所・必ず連絡がとれる
電話番号

7.　保育希望の有無

◆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
Papa'sスクール係

Papa's
スクール

新米パパさん・ママさん向け子育て講座を開催！
子どもの心と脳を育む生活習慣＆ママへのプレゼントを作ろう！

◆日　時　：　2018年1月27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なります）
◆締　切　：　2017年12月15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枚のご応募で2名様までお申込みいただけます。※ご応募の結
果は2017年12月22日（金）までにはがきにてご連絡いたします。

　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。

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。

坐 禅 体 験
　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。
◆日　時　： 2018年1月20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なります）
◆締　切　：　2017年12月15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枚のご応募で2名様までお申込みいただけます。※ご応募の結果

は2017年12月22日（金）までにはがきにてご連絡いたします。

写 経 体 験

　自分が大好き、人が大好き、意欲的な子どもに育つ！には言葉と心のやりとりが必要です。身体と心の発
達を踏まえた親子の関わりを学ぶ参加型のワークショップです。赤ちゃんと一緒に参加してください。

▲オーナメントのフェアリー（イメージ）
▲オーナメントのフワフワ
　ひつじ（イメージ）

※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。

応募
必要事項

1.　2018年2月3日（土）Papa＋Mama's
　　スクール�参加希望
2.　お二人のお名前
3.　お二人のふりがな
4.　お子さんの性別

5.　�お父さんまたはお母さんの年齢・お
子さんの月齢

6.　�郵便番号・住所・必ず連絡がとれる
電話番号

7.　保育希望の有無

◆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
Papa＋Mama'sスクール係



　7/1～9/30の期間、修繕・メ
ンテナンスをしておりました、
さくらホールが10/1より新しく
なりました。皆さまにより安全
に気持ちよくご利用いただくた
めに、ホールの天井耐震対策、
楽屋の空調・LED化などを実
施いたしました。新しくなった
さくらホールを是非ご利用くだ
さい。

10・11・12月の催し物カレンダー

北区スペースゆう：03-3913-0161
北区NPO・ボランティアぷらざ：03-5390-1771
北区生涯学習・学校地域連携課：03-3908-9323
公益財団法人北区文化振興財団：03-5390-1221
公益社団法人北区シルバー人材センター：03-3908-8400
北区総務課：03-3908-9308
公益社団法人王子法人会：03-5390-1112

　　期日 催し物 問合せ

11
月

11月22日（水）
北とぴあ国際音楽祭2017ロビーコンサート
上野学園大学『フルート・アンサンブルの調べ』 公益財団法人

北区文化振興財団
【時間】17:30　【会場】区民プラザ(北とぴあ1階)

11月25日（土）
ぷらざ劇場　「“晩秋のあったか〜い”おはなし会」 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】14:00〜16:00【会場】ぷらざサロンコーナー(北とぴあ4階)

11月26日（日）
DV理解基礎講座「身近な人をDV被害から守るために」

北区スペースゆう
【時間】14:00〜16:00　【会場】多目的室AB(北とぴあ5階)

11月30日（木）
パートナーシップ事業「良い親子関係を保つには〜親の役割・地域社会との
かかわり〜」[企画運営：北区子育て光ママの会2014]　全２回　① 北区スペースゆう

【時間】10:00〜12:00　【会場】多目的室AB(北とぴあ5階)

12
月

12月6日（水）
ぷらざ ｄｅ おしゃべり 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】10:00〜12:00　【会場】ぷらざサロンコーナー(北とぴあ4階)

12月7日（木）
パートナーシップ事業「良い親子関係を保つには〜親の役割・地域社会との
かかわり〜」[企画運営：北区子育て光ママの会2014]　全２回　② 北区スペースゆう

【時間】10:00〜12:00　【会場】多目的室AB(北とぴあ5階)

12月8日（金）
北とぴあ国際音楽祭2017ロビーコンサート
上野学園大学『管楽アンサンブルの魅力』 公益財団法人

北区文化振興財団
【時間】17:30〜　【会場】区民プラザ(北とぴあ1階)

12月9日（土）
ぷらざ劇場「昭和歌謡コンサート」 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】14:00〜16:00　【会場】ぷらざサロンコーナー(北とぴあ4階)

12月9日（土）
パートナーシップ事業「『わたしは大丈夫！』元気になるセルフディフェンス」[企
画運営：特定非営利活動法人ジャパンマック] 北区スペースゆう

【時間】13:30〜15:30　【会場】多目的室AB(北とぴあ5階)

12月10日（日）
北とぴあ国際音楽祭2017ロビーコンサート
上野学園大学『ヴィオラ・ダ・ガンバで聴くギリシャの神々』 公益財団法人

北区文化振興財団
【時間】12:30〜　【会場】区民プラザ(北とぴあ1階)

12月13日（水）～
12月14日（木）

包丁研ぎ 公益社団法人北区
シルバー人材センター【時間】9:00〜14:00　【会場】東玄関前

12月14日（木）
ぷらざ ｄｅ おしゃべり 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】10:00〜12:00　【会場】ぷらざサロンコーナー(北とぴあ4階)

12月15日（金）～
12月22日（金）

第8回　税に関する絵はがきコンクール展示 公益社団法人
王子法人会【時間】8:30〜22:00　【会場】区民プラザ(北とぴあ1階)

　　期日 催し物 問合せ

10
月

10月2日（月）～
10月15日（日）

第32回北区小・中学生アイディア工夫展
北区生涯学習・
学校地域連携課【時間】8:30(10/2は12:00から)〜22:00(10/15は17:00まで)

【会場】区民プラザ(北とぴあ1階)

10月4日（水）
ぷらざ ｄｅ おしゃべり 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】10:00〜12:00　【会場】ぷらざサロンコーナー(北とぴあ4階)　

10月4日（水）
ボランティア活動入門講座（ファーストステップ） 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】19:00〜21:00　【会場】ぷらざ会議室(北とぴあ4階)

10月7日（土）
北区さんかく大学　親子関係の現在と未来　全５回　①

北区スペースゆう
【時間】14:00〜16:00　【会場】多目的室AB(北とぴあ5階)

10月11日（水）
女性の活躍推進応援塾(再就職準備セミナー スキル編 女性のための再就職 
3daysセミナー　全３回　①)　 北区スペースゆう

【時間】9:00〜11:00　【会場】多目的室AB(北とぴあ5階)

10月12日（木）
ぷらざ ｄｅ おしゃべり 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】10:00〜12:00　【会場】ぷらざサロンコーナー(北とぴあ4階)　

10月12日（木）
女性の活躍推進応援塾(再就職準備セミナー スキル編 女性のための再就職 
3daysセミナー　全３回　②) 北区スペースゆう

【時間】9:00〜12:00　【会場】多目的室AB(北とぴあ5階)

10月13日（金）
女性の活躍推進応援塾(再就職準備セミナー スキル編 女性のための再就職 
3daysセミナー　全３回　③)　 北区スペースゆう

【時間】9:30〜11:30　【会場】多目的室AB(北とぴあ5階)

10月21日（土）
北区さんかく大学　親子関係の現在と未来　全５回　②

北区スペースゆう
【時間】14:00〜16:00　【会場】多目的室AB(北とぴあ5階)

10月23日（月）～
10月30日（月）

北区・青少年交流団の派遣のパネル展示〜アメリカ合衆国カリフォルニア州
ウォルナットクリーク市〜 北区総務課

【時間】8:30〜22:00　【会場】区民プラザ(北とぴあ1階)

10月28日（土）
ぷらざ劇場「ハロウィン♪アフタヌーンコンサート」 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】14:00〜16:00　【会場】ぷらざサロンコーナー(北とぴあ4階)　

10月28日（土）
北区さんかく大学　親子関係の現在と未来　全５回　③

北区スペースゆう
【時間】14:00〜16:00　【会場】多目的室AB(北とぴあ5階)

11
月

11月1日（水）
ぷらざ ｄｅ おしゃべり 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】10:00〜12:00　【会場】ぷらざサロンコーナー(北とぴあ4階)

11月9日（木）
ぷらざ ｄｅ おしゃべり 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】10:00〜12:00　【会場】ぷらざサロンコーナー(北とぴあ4階)

11月11日（土）
北区さんかく大学　親子関係の現在と未来　全５回　④

北区スペースゆう
【時間】14:00〜16:00　【会場】多目的室AB(北とぴあ5階)

11月15日（水）
女性の活躍推進応援塾(再就職準備セミナー マインド編 再就職はじめの一歩)

北区スペースゆう
【時間】9:30〜12:00　【会場】多目的室AB(北とぴあ5階)

11月18日（土）
ＮＰＯ法人入門講座 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】14:00〜16:00　【会場】ぷらざ会議室(北とぴあ4階)

11月18日（土）
北区さんかく大学　親子関係の現在と未来　全５回　⑤

北区スペースゆう
【時間】14:00〜16:00　【会場】多目的室AB(北とぴあ5階)

問合せ

◦お問合わせ�： 
北区産業振興課 
消費生活センター
TEL 03-5390-1239

日　　時：11月26日(日)�10：30～16：00
場　　所：飛鳥ホール（北とぴあ13階）
◆実習・体験：手すきはがきづくり、機織り体験、傘の修理（有
料※直せないものもあります）、おもちゃの修理（部品代実費）、
小物作り（有料）、カーレット体験
◆�販　　�売：手作り小物類、杏、焼き菓子、喫茶コーナー

　消費者団体や協賛団体が日常生活に役立
つ情報を展示し、活動の成果を発表する消
費生活フェア。ステージでは恒例のファッショ
ンショーや、悪質商法の手口や対処法を今年
は落語や漫才でお伝えします。おみやげ付ク
イズスタンプラリーもお楽しみください！

消費生活フェア2017
～ 私たちのくらし inきたく ～

第45回 北区消費生活展

▼▼▼ 北とぴあ（平成 30 年 1 月～ 3 月）自主事業のご案内 ▼▼▼
事業名 場　所 内　容 料　金

1/14( 日 ) 第３回北とぴあ響き体験コンサート さくらホール 北とぴあ所有のスタインウェイとベーゼンドルファーの弾き比べ、
聴き比べコンサート 無料

2/15( 木 ) 避難訓練コンサート さくらホール
もしもコンサート中に地震が発生したら・・・いつ襲ってくるか
わからない、いざという時に備えて来場者参加型の避難訓練コン
サート

無料

3/18( 日 ) 真冬の怪談 Dome ドームホール 講談師を招き本当にこわい『怪談』イベント 未定

未定 ワークライフバランスセミナー 会議室 仕事、人間関係のヒントとなるような講座 未定

公衆無線 LAN の
サービスを開始します

※日時、内容等は都合により変更になることがあります。 詳しくは北とぴあホームページもしくは北とぴあ管理事務所にお問合せください。    

　外国人旅行者等のインターネット接続環境
を向上させるため、9月1日から公衆無線LAN

（Kita City Free Wi-Fi）サービスを開始いたし
ます。ポスターを貼っている場所で、無料でイ
ンターネットに接続できますのでぜひご利用く
ださい。

詳細は下記HPをご確認ください。

●アクセスポイント設置場所：北とぴあ1階区民プラザ
お問合せ：産業振興課　TEL.03-5390-1234

北とぴあ「さくらホール」が

リニューアル！

北とぴあ区民プラザ・東玄関前・ぷらざサロンコーナー・ぷらざ会議室・スペースゆうが多目的室ABで実施するイベントとなります。



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）

スポーツ施設受付
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

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
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：11/13（月）・12/28（木）　年末年始休館日：12/29（金）～2018/1/3（水）
2018年（平成30年）1月の抽選会は1/5（金）となります。
※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。

パイプオルガン演奏会

★10月22日（日）12:30～
演奏者　英�貴子
曲　目　 J.S.�バッハ:トッカータとフーガ�ニ短調
　　　　BWV565�ほか
北とぴあ国際音楽祭2017関連公演
★11月26日（日）�12:30～
演奏者　勝山雅世・渡邊達徳（ヴァイオリン）
曲　目　 グルック（クライスラー編曲)：
�����　　 メロディ（オペラ《オルフェオとエウリディーチェ》より)�ほか
★12月23日（祝・土）�15:00～　演奏者、曲目未定
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

　『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を所有する北とぴあ。一昨年、昨年と北とぴあをより身近に感じていた
だく機会として2台のピアノを自由に弾き比べ・聴き比べていただき、ご好評をいただいたコ
ンサートを今年度も開催することとなりました！
　そこでコンサート第2部『みんなでつなぐ！ 弾き比べ・聴き比べリレーコンサート』の出演者
を募集いたします。
　2台の音色の違いや響きを堪能するとともに、日頃の皆さんの演奏活動の成果を北とぴ
あさくらホールのステージでミニコンサートとして発表するチャンス！ 演奏曲はクラシック、
ジャズ、ポップスなどジャンルは問いません。皆さんのご応募をお待ちしています。

●会　　場  北とぴあ　さくらホール
●応募資格  小学生以上（応募者多数の場合は抽選と

なります）
●募集内容  北とぴあが所有するピアノ“スタインウェイ”

と“ベーゼンドルファー”をご自由に弾き比
べることができる、参加型コンサート

●参加費用  無料 
●参加条件等
•  出演者各自の出演時間は、セッティングから撤収まで15
分以内とします。

•  出演者の責任において、必要な搬出入／セッティング
／撤収までを行なっていただきます。

•  出演時間内の出演者ご自身やご家族、ご友人等による
録音・撮影も可能です。

•  出演順は北とぴあ側で決定させていただきます。
•  出演者別の事前打合せ〈2017年12月2日（土）または
12月3日（日）のいずれか1回〉に必ずご出席いただき

ます。
•  18歳未満の方のご出演には、保護者の方の同意が
必要となります。

● 締切　2017年11月10日（金）必着締切。ご応募の結
果は11月20日（月）までにご連絡いたします。

●応募方法等
専用申込用紙にてご応募ください。

•  申込用紙　10月5日（木）より北とぴあホームページか
らダウンロードいただけます。

•  北とぴあHP　http://www.hokutopia.jp/
•  送付先　FAX　03-5390-1409

郵送　〒114-8503
　　　東京都北区王子1丁目11-1 10階
　　　北とぴあ管理事務所
　　　「響き体験コンサート」係

【問】北とぴあ管理事務所　03-5390-1101

第3回 響き体験コンサート～ピアノの弾き比べ・聴き比べ～開催決定! 参観者大募集!

募 集 要 項
●コンサート日時 2018年1月14日（日） 
　11：00～12：30
　第1部　実演！ 弾き比べ・聴き比べコンサート

　 2台のピアノを弾き比べ、音色の個性についての解説を
します。

　13：00～17：00
　第2部　 みんなでつなぐ！ 弾き比べ・聴き比べリレー

コンサート
　　（1） 13：00 ～ 13：15　　
　　（2） 13：15 ～ 13：30　　
　　　　  　　　　：
　   （最終演奏者） ：

16：45 ～ 17：00（予定）

事前のお申込みで決定した演奏者の皆
さんが、15分ずつの出演時間内でミニコ
ンサートを行う、リレースタイルのコンサー
ト形式となります。

※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。


