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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/

加藤智美

もしも

コンサート中に

地震が発生したら

…！？

第1回

　コンサート中の地震を想定し、出演者やお客
様にもご参加いただく避難訓練を行います。
　避難訓練終了後は、お席にお戻りいただき、
コンサートの続きをお楽しみいただきます。
　いつ襲ってくるかわからない、いざという時
に備えて楽しみながら防災意識を高めることが
できる、参加型の避難訓練コンサートを体験し
てみませんか？

♥日　時　：　2月15日（木）14：00～16：00（13：30開場） ※避難訓練含む
♥会　場　：　さくらホール（北とぴあ2階）
♥料　金　：　入場無料（要申込）定員200名 ※3歳以下入場不可
♥出　演　：　東京都交響楽団　弦楽四重奏
　　　　　　海和伸子（ヴァイオリン）　篠原智子（ヴァイオリン）
　　　　　  村田恵子（ヴィオラ）　江口心一（チェロ） 
♥演　奏
　予定曲

　：　●モーツァルト ： ディヴェルティメント第１番　ニ長調　K.136 
                  ●メンケン ： 美女と野獣　●見岳 章 ： 川の流れのように　他

応募
必要事項

1.　避難訓練コンサート参加希望
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

◆主催◆ 北とぴあマネジメント共同事業体
お問い合わせ：TEL 03-5390-1101
WEB：http://www.hokutopia.jp
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避難訓練コンサート

第2部の参加者募集に、多数のご応募をいただき、16組の演奏者が決定いたしました。
応援する方、来年度の参加希望の方、ピアノの音色を楽しみたい方…皆さまのご観覧を
お待ちしています。

♥日　時　：　1月14日（日）11：00～17：00（10：30開場）
♥会　場　：　さくらホール（北とぴあ2階）

♥組　数　：　16組
♥入場料　：　無料・全席自由（1階席のみ）・途中入退場可

　「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・聴き比べしていただき、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！

第3回 響き体験コンサート ～ピアノの弾き比べ・聴き比べ～

北とぴあイベントプレイバック

観覧
無料

♥第1部　：　11：00～12：30
実演！弾き比べ・聴き比べコンサート
　ピアニスト加藤智美さんによる2台の弾き比べ・音色
の個性についての解説

♥休　憩　：　12：30～13：00

♥第2部　：　13：00～17：00
みんなでつなぐ！弾き比べ・聴き比べリレーコンサート
　事前の申し込みで決定した演奏者の皆さんが、下記の
ように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。
　※お一人で2台の弾き比べをされる方、連弾をされる方等

さまざまなリレーコンサートをお楽しみください。
（1番目の演奏者）13：00～13：15
（2番目の演奏者）13：15～13：30
　　　　　　　 …

（最終演奏者）16：45～17：00（予定）

◆主　催◆ 北とぴあマネジメント共同事業体
お問い合わせ：TEL 03-5390-1101
WEB：http://www.hokutopia.jp

海和伸子
（ヴァイオリン）

村田恵子
（ヴィオラ）

篠原智子
（ヴァイオリン）

江口心一
（チェロ）

♥締　切　：　1月22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。
※ 1枚のはがきに4名様までお申込みいただけます。
※申込多数の場合は抽選とさせていただきます。
※ 抽選の結果は1月26日（金）までにはがきにてご連

絡いたします。

都響メンバー写真　©堀田力丸



怪

談

　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

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/
※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。

　2014年真打昇進。各寄席・講談会など出演の
傍ら、他ジャンルとのコラボ公演を重ね続けてい
る。コラボ企画の依頼は年々増え、「講談＋α」の新
ジャンル確立を夢見るようになる。昨年の公演 …
2017年2月北とぴあドームホール「真冬の怪談
Dome」/ 8月兵庫県西宮市プレラホール「講談×
オーケストラ YU-GI」/ 11月内幸町ホール「話芸舞
台 残り者」/ ７月放送 NHK・BSプレミアム「新BS日
本のうた 島津亜矢スペシャルステージ」等。大規模
被災地にて夫の詩人・桑原滝弥と「詩と講談 夫婦
幸福ライブ」を継続的に開催。2016年一児の母と
なる。　http://kandakyoko.com 

神田京子（講談）

応募
必要事項

1.　ワークライフバランスセミナー
　　参加希望
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

◆主催◆ 北とぴあマネジメント共同事業体
お問い合わせ：TEL 03-5390-1101
WEB：http://www.hokutopia.jp

働き方改革
～世界から学ぶワークライフバランス～
幸せな国ランキング上位国のワークライフバランスの具体的な取り組みを参考に、
日本の現状と比較しながら、ワークライフバランスの考え方について学びます。

●日　時　：　3月24日（土）10：00～12：00（9：30受付開始）
●会　場　：　第2研修室Ｂ（北とぴあ7階）
●講　師　：　山田 勝（パラフト株式会社代表取締役）
●料　金　：　500円（当日会場にて受付時にお支払ください）
●定　員　：　30名

働き方

生活環境

仕事の調和

生活の調
和

働き方の違い
生き方

◆日　時　：　3月18日（日）13：30～15：30（13：00開場）
◆会　場　：　ドームホール（北とぴあ6階）
◆出　演　：　神田京子（講談）、桧山うめ吉（俗曲）
◆演　目　：　怪談「番町皿屋敷」　ほか
◆料　金　：　一般2,000円　高校生以下1,000円

（未就学児は入場不可）
※  高校生以下の方は当日年齢のわかるものをお持ちくだ

さい。
※当日は先着順にご入場いただきます。
※一部見えにくいお席がございます。ご了承ください。

◆定　員　：　80名　全席自由
◆チケット

発売日
　：　  1月10日（水）　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） 
※  1/15、3/12（月・臨時休館

日）は窓口10：00～18：00
となります。

ワークライフ
バランスセミナー

●締　切　：　2月23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枚のはがきに2名様までお申込みいただけます。
※申込多数の場合は抽選とさせていただきます。
※抽選の結果は2月28日（水）までにはがきにてご連絡いたします。

◆主　催◆北とぴあマネジメント共同事業体

山田勝
（パラフト株式会社 代表取締役）

　倉敷生まれ旧家の出身、幼少期からク
ラッシックバレエに、ピアノを学ぶ。
　上京後に見た「新橋東をどり」に影響を
受け邦楽に転向、長唄、小唄、日舞を学ぶ。
寄席の裏方、出囃子三味線でプロ入りし、
寄席芸人「檜山さくら」に入門。2000年に
最年少俗曲師「桧山うめ吉」として高座デ
ビュー。
　その後ビクター、コロムビア、テイチクエ
ンタテインメント等からCD、DVDをリリー
ス、“平成の日本髪アーティスト”として話題
となる。同時に古典的なお座敷芸を身につ
けたゲイシャアーティストとして海外から高
い評価を得てウィーン、パリ、ブレーメンな
どヨーロッパでも公演活動。江戸のお座敷
じゃんけん“東八拳”の「横綱」に昇りつめて
いる。2015年にはNHK木曜時代劇「まん
まこと」におと吉役で出演。2016年、パリの
日本文化会館にて「浮世絵と落語」のイベン
トに参加。

桧山うめ吉（俗曲）

神田京子の

怪談Dome
〜番町皿屋敷〜

ドーム

　昨年度好評を得た「怪談Dome」シリーズ第2弾。
江戸番町が舞台の怪談話「番町皿屋敷」をドームホールにて
講談師・神田京子がコラボ企画でお届けします。



1・2・3月の催し物カレンダー

　　期日 催し物 問合せ

2
月

2月10日（土）
女性の活躍推進応援塾(職場復帰セミナー）　全2回　②

北区スペースゆう
【時間】13:30～16:30　【会場】多目的室AB（北とぴあ5階）

2月17日（土）
連続講座「楽しく学べる！防災講座」第3回 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）

2月23日（金）
いきいきサポーター登録説明会（65歳からのボランティア） 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】14:30～16:00　【会場】901会議室（北とぴあ9階）

3
月

3月1日（木）
いきいき！サポーターの集い 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】13:00～15:30　【会場】ペガサスホール（北とぴあ15階）

3月7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）

3月8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）

3月8日（木）
女性の活躍推進応援塾(中小企業向けセミナー)

北区スペースゆう
【時間】18:30～20:30　【会場】多目的室AB（北とぴあ5階）

3月17日（土）
ぷらざ劇場（音夢の樹楽団） 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）

　　期日 催し物 問合せ

1
・
2
月

1月11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）

1月13日（土）
ぷらざ劇場「新春寄席」 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）

1月19日（金）～
1月26日（金）

北区立小学校児童科学展優秀作品展示　 北区教育委員会
事務局教育振興部
教育指導課【時間】8:30～22:00　【会場】区民ぷらざ（北とぴあ1階）

1月20日（土）
連続講座「楽しく学べる！防災講座」第1回 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）

1月26日（金）～
2月2日（金）

第5回比べて読もう新聞コンクール 北区教育委員会
事務局教育振興部
教育指導課【時間】8:30～22:00　【会場】区民ぷらざ（北とぴあ1階）

1月27日（土）
連続講座「楽しく学べる！防災講座」第2回 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）

1月30日（火）
いきいきサポーター登録説明会（65歳からのボランティア） 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】14:30～16:00　【会場】901会議室（北とぴあ9階）

2
月

2月3日（土）
女性の活躍推進応援塾(職場復帰セミナー）　全2回　①

北区スペースゆう
【時間】13:30～16:30　【会場】多目的室AB（北とぴあ5階）

2月7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）

2月8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）

北区・北区NPO・ボランティアぷらざが北とぴあで実施するイベントとなります。 
    

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
北区教育委員会事務局教育振興部教育指導課：03-3908-9286

問合せ

パイプオルガンの
オーバーホールを行いました

北とぴ
あ

トピッ
クス

　パイプオルガンは、鍵盤を操作することで空気をパイプに送り出し、
音を出す楽器です。
　北とぴあのパイプオルガンは、1990年9月の北とぴあの開館時に日
本のマナ・オルゲルバウ社によって制作されました。
　このパイプオルガンには802本のパイプがあり、そのパイプの長さや
形、太さなどにより音の高さや音色がそれぞれ異なります。さらに鍵盤
の両脇にあるノブの選び方、その組み合わせ等で、様々な音色の演奏
をすることができます。

パイプ
オルガン
とは？

♭

♯♩♬
♪♬♭♩♪♭♩♪♬♯♥♩♬♯♥♩♬♪♪

　長年の空気の汚れによって積もった埃の為に微妙な音のずれや狂い
が頻繁に発生するようになったため、根本的な調整が必要となり、今
回のオーバーホールを実施しました。北とぴあの開館以来27年ぶりの
大規模修繕で、約3週間の日程で行われました。5～6名の作業員によっ
て802本あるパイプを全て抜き、清掃と調整を行うことで、音がよりク
リアになりました。	

　パイプオルガンは北とぴあエントランスに設置しています。エントラン
スに置いている施設は非常に珍しく、演奏会を行っていない日でも、ご
覧になることができます。
　また1990年10月から開催しているパイプオルガン演奏会は既に300
回を超え、多くのお客様に楽しんでいただいています。
　北とぴあタイムスでは今後も演奏会の情報を掲載していきますので、
ぜひお越しください。

パイプオルガンとは !?

♭
♯♩♬

♪♬♭♩♪
♭♩♪♬♯♥♩♬♯♥♩♬♪♪

なぜオーバーホールをする
ことになったの？



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。
詳しくは、北とぴあホームページより「北区施設予約システム」をご覧ください。

　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　9：00～20：00　
※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　10：00～20：00　※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した「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
開館時間  8：30〜22：00

◆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：1/15（月）・3/12（月）
全館休館日：2/18（日）
※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

★1月28日（日）15：00～
演奏者　阿部�翠
曲　目　 D.ブクステフーデ：トッカータ

ヘ長調�BuxWV156　ほか
★2月25日（日）15：00～�
演奏者　松井公子　曲目未定
★3月25日（日）15：00～�
演奏者　佐藤雅枝　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

※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。

写経体験 畳体験

和に親しむ ～写経体験～ 北区の魅力再発見！い草の香りが息づく町工場
～匠と作るミニ畳体験～

北とぴあイベントプレイバック
北とぴあで開催したイベント当日の様子を、ピックアップして紹介いたします。

●実施日
　平成29年10月21日（土）10：00～12：00
●概　要
　毎回多くのお申込みをいただく人気講座、「写経体験」を北とぴあ第１和室「せき
れい」にて、開催しました。北区滝野川にある寿徳寺から新井大介副住職を講師とし
てお招きし、般若心経の写経にチャレンジしました。
　般若心経についての説明や、写経をする上での心構えなどを教えていただき、ご参
加の皆さまは時間いっぱいまで写経を楽しまれました。
　「心が無になるひとときを味わうことができた」「家でも実践してみたい」といった感
想が聞かれました。
　毎回好評をいただいている写経体験は、来年度も実施していきたいと思います！

●実施日
　平成29年11月4日（土）10：00～12：00
●概　要
　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、滝
野川で4代110余年続く老舗の畳店『有限会社八巻畳工業』から4代目の八巻太
一さんをお招きし、畳の伝統的な製造方法や技術を学び、ミニ畳を製作しました。
　講師からい草や畳の製作などについてのお話を聞き、その後、ミニ畳の製作を行い
ました。製作後は工場で畳の手縫い実演を見学し、日本の伝統文化を学びました。
　参加者からは「畳について材料から製作工程まで学ぶことができ勉強になった」
「親子で楽しむことができた」といった感想をいただきました。
　北とぴあでは今後も北区の魅力をご紹介する事業をお届けしてまいります！


