
デイミアン・チャゼル
ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン　他
6月2日（土）【1回目】10：00開演　【2回目】14：00開演
ドームホール（北とぴあ6階）
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。
各回100名（先着順入場）※未就学児入場不可
4月17日（火）10：00～　※�当日、席に余裕が出た場合、当日券を販売する場合があります。
北とぴあ1階チケット販売窓口（10：00～20：00）
※5/14（月・臨時休館日）は窓口10：00～18：00となります。

◦監督・脚本 ：
◦出　演 ：
◦日　時  ：
◦会　場 ：
◦料　金 ：
◦定　員 ：
◦チケット
   発売日 ：
◦チケット
   取扱い ：

©2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) 
and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND. Photo courtesy of Lionsgate.

　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/

■日　時　：　6月7日（木）10：00～11：30
■会　場　：　第一和室「せきれい」（北とぴあ9階）
■定　員　：　20組40名
■講　師　：　佐藤恵美氏
■対　象　：　�生後3ヵ月～1歳6ヵ月の乳幼児と

母親（2名1組）
■参加費　：　500円

当日会場にて受付時にお支払くだ
さい。

■締　切　：　5月11日（金）必着締切

　ママ中心のヨガや手遊び・おしゃべりタイム、ベビーマッサージとベビーヨガなど、盛
り沢山の内容でお届けする、子育て支援講座を実施します。ママも赤ちゃんも一緒に楽
しむことが出来る講座となっています。北とぴあでママのからだをリラックスさせて、歌
いながら子どもと楽しみましょう！

ママとベビー のリラクゼーションヨガ

ド ー ム ホ ー ル シ ネ マ

◆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

応募
必要事項

1.　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、必ず連絡が取れる電話番号
※ ご記入に不備があった場合は、返信できないこともございま

すのでご注意ください。

■応募方法　：　�往復はがき又は
メールで必要事項
（下記参照）を明
記のうえご応募く
ださい。

※�申込多数の場合は抽選とさせてい
ただきます。
※�ご応募の結果は5月18日（金）までに
はがき又はメールにてご連絡いたし
ます。
※�保育はございませんので、ご了承く
ださい。

Mama’sスクール　

マ

マズ
スクール

◆宛先◆ 往復はがき／メール　
〒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
メール：event@hokutopia.jp

◆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

　夢追い人の街L.A.（ロサンゼルス）、売れないジャズピアニスト：セブと女
優志望：ミアの恋の行方は─？
　再び映画史を変える、予想だにしない大仕掛けが、観るもの全てを〈ラ・
ラ・ランド〉へと誘う。
　夢を叶えたい人々が集まる街、ロサンゼルス。映画スタジオのカフェで
働くミアは女優を目指していたが、何度オーディションを受けても落ちて
ばかり。ある日、ミアは場末の店で、あるピアニストの演奏に魅せられる。
彼の名はセブ（セバスチャン）、
いつか自分の店を持ち、大好き
なジャズを思う存分演奏したい
と願っていた。やがて二人は恋
におち、互いの夢を応援し合う。
しかし、セブが店の資金作りの
ために入ったバンドが成功したこ
とから、二人の心はすれ違いは
じめる……。
　この映画に恋せずにいられない最大の理由、それは、高揚と陶酔の先に
ある、観るもの全ての感情を揺さぶる予想だにしない大仕掛け。
　それこそが─、ようこそ、ラ・ラ・ランドへ!

今、すべての人を歓喜と至福の頂点へ！



●日時： 4月27日（金）19：00（開場
18：30）

●会場：つつじホール（北とぴあ3階）
●出演： 柳家さん喬
●料金： 指定席：3,500円
●お問合せ：エイフル企画

03-6240-1052
（平日10：00～17：00）

独演会

　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

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。

応
募
必
要
事
項

1.　2018年6月16日（土）　写経体験参加希望　
又は 2018年6月23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。
※ ご記入に不備があった場合は、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／メール
〒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
メール：event@hokutopia.jp

　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ている坐禅。講
座では講義や30分程度の坐禅を2回行います。ご参加いただいた方からも、
「坐禅入門として非常にわかりやすかった」「痛いかと思ったけど、意外と坐
れてよかったです」「普段持てない時を過ごせた」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。

北
と
ぴ
あ
で“
和
に
親
し
む
”

写経体験 坐禅体験

◆日　時　：　2018年6月23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。全く足が組め
ない方でも大丈夫ですので、ご相談ください。

◆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　：　2018年5月18日（金）必着締切
◆応募方法　：　往復はがき又はメールで必要事項（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5月25日
（金）までにはがき又はメールにてご連絡いたします。

◆日　時　：�2018年6月16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　：　2018年5月18日（金）必着締切
◆応募方法　：　往復はがき又はメールで必要事項（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5月25日
（金）までにはがき又はメールにてご連絡いたします。

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

●日時： 4月26日（木）14：30（開場
14：00）

●会場：つつじホール（北とぴあ3階）
●出演： 岩佐美咲、はやぶさ、

パク・ジュニョン
●料金： 指定席：4,500円（当日券：

5,000円）
ほくとぴあメンバーズ割引㊒�
北区民割引㊒

●お問合せ：エフ・エー・ブイ
03-3263-6612
（平日11：00～17：00）

３人の歌仲間
Vol.12

●日時： 5月25日（金）19：30（開場
19：00）

●会場：つつじホール（北とぴあ3階）
●出演： 演出：角直之

演奏：オペラむじ
●料金： 自由席：2,000円
●お問合せ：オペラむじ

090-6188-3668

イタリア語でのオペラ公演

愛の妙薬

●日時： 5月31日（木）14：30（開場
14：00）

●会場：つつじホール（北とぴあ3階）
●出演： 渥美二郎、角川博、

松原のぶえ
●料金： 指定席：5,000円（当日券：

5,500円）
ほくとぴあメンバーズ割引㊒�
北区民割引㊒

●お問合せ：エフ・エー・ブイ
03-3263-6612
（平日11：00～17：00）

３人の歌仲間
Vol.13

北とぴあイベントプレイバック

特撰噺 柳家さん喬
独演会

岩佐美咲 柳家さん喬

渥美二郎

チケット販売窓口については最終面をご確認ください。

　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。初
めて体験される方も安心な、所作や写経の意義も丁寧に解説する体験講
座です。写経は続けることが理解を深める秘訣ですので、リピーターの方も
歓迎です。北とぴあで写経に挑戦してみませんか。



4・5・6月の催し物カレンダー

期日 催し物 問合せ

5
月5月27日（日）

女性の活躍推進応援塾「ちょこっと起業」全４回②
北区スペースゆう

【時間】13:00～16：00　【会場】多目的室AB（北とぴあ5階）

6
月

6月3日（日）
女性の活躍推進応援塾「ちょこっと起業」全４回③

北区スペースゆう
【時間】13:00～16：00　【会場】多目的室AB（北とぴあ5階）

6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）

6月10日（日）
女性の活躍推進応援塾「ちょこっと起業」全４回④

北区スペースゆう
【時間】13:00～16：00　【会場】多目的室AB（北とぴあ5階）

6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）

6月16日（土）
北区男女共同参画週間　スペースゆう登録団体交流会

北区スペースゆう
【時間】13：30～16：00　【会場】多目的室AB（北とぴあ5階）

6月17日（日）
北区男女共同参画週間　映画会「人生フルーツ」

北区スペースゆう
【時間】14:00～16:00　【会場】ドームホール（北とぴあ6階）

6月22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）

6月23日（土）
北区男女共同参画週間　講演会「一歩、一歩、ありがとう�～妻・田部井
淳子と歩いた道～」田部井政伸氏 北区スペースゆう
【時間】14:00～16:00　【会場】ドームホール（北とぴあ6階）

6月30日（土）
東京2020大会オリンピック・パラリンピックボランティア養成講座 北区NPO・

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

期日 催し物 問合せ

4
月

4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）

4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）

4月14日（土）
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】14:00～16:00　【会場】ぷらざ会議室

4月22日（日）
東京2020大会オリンピック・パラリンピックボランティア養成講座 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】14:00～16:00　【会場】701会議室（北とぴあ7階）

4月26日（木）
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）

4月28日（土）
ぷらざ劇場「知って役立つ中国語～防災編～」 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）

5
月

5月2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）

5月10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）

5月12日（土）
ぷらざ劇場「紙芝居と木のおもちゃのミニシアター」 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）

5月20日（日）
女性の活躍推進応援塾「ちょこっと起業」全４回①

北区スペースゆう
【時間】13:00～16：00　【会場】多目的室AB（北とぴあ5階）

5月26日（土）
女性の活躍推進応援塾講演会「女性が輝く社会をつくる（仮）」白河桃子氏

北区スペースゆう
【時間】14:00～16:00　【会場】ドームホール（北とぴあ6階）

5月26日（土）
東京2020大会オリンピック・パラリンピックボランティア養成講座 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】14:00～16:00　【会場】第2研修室（北とぴあ7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：TEL 03-3913-0161
北区NPO・ボランティアぷらざ：TEL 03-5390-1771

問合せ

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30年1月14日（日）11：00～17：00
　さくらホール
●概　要
　「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で、それぞれを自由に弾き比べ・聴き
比べしていただくコンサートを開催しました。
　第1部はピアニストの加藤智美さんに2台の弾き比べ・音色の個性について解説を
していただき、お客様からは「第1部の演奏・解説がとても勉強になったのでもっと沢山
聴きたいなと思った。」「ピアノの聴き比べは初めてでしたが、こんなに違うものかと驚
きました。」等の感想をいただきました。
　第2部は事前申込みで決定した15組の一般参加者によるリレーコンサートを行い
ました。
　参加者からは「このイベントを励みに練習を頑張ってまいりました。きっと今後もピアノ
を続ける糧になっていくと思っています。」「良い楽器を弾ける喜びを感じました。」等
の感想をいただきました。
　多くのお客様からご好評いただき、今後の開催を望まれる声も多数いただきました。
平成30年度も実施を予定しておりますので、どうぞご期待ください！

～ピアノの弾き比べ・聴き比べ～

●実施日
　平成30年2月15日（木）14：00～16：00　さくらホール
●概　要
　コンサート中の地震及び火災を想定し、出演者やお客様にもご参加いただく避難
訓練コンサートを実施しました。
　避難訓練が行われたのはプログラム1曲目の後でした。突然鳴り響いた緊急地震
速報に戸惑いながらも、スタッフの指示のもと身の安全を確保、その後発生した火災に
よりホールから避難。スタッフの誘導に従い無事に全員避難することができました。
　出演は東京都交響楽団弦楽四重奏の皆さまで、クラシックだけでなく、アニメや
ポップスを取り入れたプログラムで来場されたお客様を楽しませていました。
　ロビーでは王子消防署による防災体験や、ＮＴＴ東日本によるKita City Free 
Wi-Fiの広報活動が行われました。
　参加されたお客様からは、「今日の経験を参考に、今後防災意識を持って生活
したい。」「公共施設での避難訓練は初めてだった。良い体験ができた。」といった
感想をいただき、いつどこで襲ってくるかわからない災害に対して、どう対応するのかを
学ぶことができたコンサートとなりました。
　避難訓練コンサートについても、平成30年度にまた開催を予定しています。次回も
是非ご期待ください！

第1回避難訓練コンサート第3回響き体験コンサート



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。
昨年度のメンテナンスで音がクリアになりました。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30年4月1日より、スポーツ施設
の受付時間が変更となります。

変更前　9：00～20：00
▼
変更後　9：00～19：00
（18：30が最終受付時間）

※予約・取消・支払は20：00まで
また一部スポーツ施設の施設利用料が
変更になります。
詳細はホームページをご覧いただくか、
お問合せください。

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
昨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：�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：5/14（月）・7/9（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。

パイプオルガン演奏会

★4月22日（日）15：00～
演奏者　荻野由美子
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.65-4�ほか
★5月26日（土）15：00～�
演奏者　松浦光子
曲　目　 J.�S.�バッハ：「いと高きところには神に

のみ栄光あれ」BWV�676�ほか
★6月23日（土）15：00～�
演奏者　未定
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。

　北とぴあには大小様々なホールや会議室等があり、日々多くの方に親
しまれています。その中でも人気の高い北とぴあ自慢のスポットが17階
の展望ロビーです。展望ロビーは北とぴあ開館時間の8：30から22：00
までご利用いただけます。（休館日を除く）
　展望ロビーには3つのフロアがあり、それぞれ南側、東側、北側の景
色を見ることができます。関東平野を眼下に、飛鳥山公園から東京スカ
イツリー、さいたま新都心、秩父連山、赤城山、筑波の峰、新幹線な
どが見えます。
　また、固定式の双眼鏡（1分半100円）が各フロアに2台ずつ設置され
ており、遠くの景色や気になるスポットを拡大して見ることができます。
これまでに多くの雑誌等メディアで取り上げられてきた展望ロビー、まだ
ご覧になっていない方は是非一度ご来館ください。

南側

東側北側

北とぴあ  展 望 ロ ビー のご 紹 介


