
7 9
14

　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：8月16日（木）
工作ワークショップ：14：00～16：00
ドームホールでのお話：18：30～19：00
天体観望会　　 ：19：00～19：30
※天候により予定が変更になる場合があります。

◉会　場：第2研修室（北とぴあ7階）
ドームホール（北とぴあ6階）

◉定　員：30名
◉講　師：坪内重樹
◉対　象：小学1年生～中学生（小学1年生～

3年生は保護者同伴であれば可）

❖日　時　：　9月8日（土）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400名

※3歳以下入場不可
❖出　演　：　東京都交響楽団メンバーによる

弦楽四重奏とソプラノ

❖締　　切　：　8月10日（金）必着締切
❖応募方法　：　往復はがきまたはメールに必

要事項
（下記参照）を明記のうえご応
募ください。

※1通のご応募で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。
※ ご応募の結果は8月17日（金）までに、はがき又は

メールにてご連絡いたします。

　北とぴあで自分だけのオリジナル天体望遠鏡を作ってみませんか？天気が良ければ実際に
作った望遠鏡を使って星空を鑑賞します。天体望遠鏡の工作ワークショップと、ドームホール
で宇宙のお話が聞ける盛り沢山の内容です。宇宙の神秘を楽しく学びましょう！

星空ワークショップ

応募
必要事項

応募
必要事項

1. 星空ワークショップ参加希望
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・学校名（学年）

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。

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。

◉参加費　：　2,500円
当日会場にて受付時にお支払く
ださい。

◉締　切　：　7月20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。
※メールでのご応募も可能です。
※1通のご応募で2名様までご応募いただけます。
※申込多数の場合は抽選とさせていただきます。
※ ご応募の結果は7月27日（金）までにはがき又はメール

にてご連絡いたします。

◆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
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/

◆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
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/

　昨年度大変好評をいただいた、避難訓練コンサートを今年度も実施いたします！
　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。
　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？
　コンサート中に地震が発生したと想定し、職員の指示に従い、実際にお客様に
避難をしていただきます。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。

避難訓練コンサート

作って学ぶ！

～天体望遠鏡を作ろう！～

第2回

樋口雅世
（ヴィオラ）

今野沙知恵
（ソプラノ）

大和加奈
（ヴァイオリン）

篠原智子
（ヴァイオリン）

田中雅弘
（チェロ）

東京都交響楽団  弦楽四重奏　©堀田力丸

もしもコンサート中に
地震が発生したら…！？

＜特別出演＞



　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. 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、必ず連絡が取れる
電話番号

7. 保育希望の有無
※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。

◆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　： 9月8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40名
♣講　師　：　NPO法人東京都北区子ども感動コミュニティ機構

理事　米本昌子
NPO法人東京都北区子ども感動コミュニティ機構
斎藤弘子

♣対　象　：　生後3ヵ月～1歳6ヵ月の乳幼児と父親（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　：　8月10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。
※メールでのご応募も可能です。
※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8月17日（金）までにはがき又はメールにてご連絡いたします。

陽二蓮
テレサ・テンを歌う

3人の歌仲間GS
グループサウンズだよ！全員集合！

松元ヒロ
ソロ・ライブin北とぴあ

三山ひろし
コンサート2018

陽二蓮
三山ひろし

松元ヒロ 写真：阿久津知宏

チケット販売窓口については最終面をご確認ください。

　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、パステルを使ってフォトフレーム作りに挑戦です。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。

◆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
メール：event@hokutopia.jp

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

3人の歌仲間 1周年記念 特別企画

●日時： 9月3日（月）
13：30（開場13：00）

●会場：北とぴあ　さくらホール
●出演： 三山ひろし
●料金： 指定席：6,000円
●お問合せ：カンフェティチケットセンター

0120-240-540
（平日10：00～18：00／

オペレータ対応）

●日時： 11月29日（木）
18：30（開場18：00）

●会場：北とぴあ　つつじホール
●出演： 松元ヒロ
●料金： 自由席：2,500円
●お問合せ：松元ヒロ　ソロ・ライブ

in北とぴあ実行委員会
090-3819-7996

Papa’s スクール　　ベビーからの生活習慣で
こころと脳を育む ＆ パパが作る パステルフォトフレーム

●日時： 7月21日（土）
14：00（開場13：30）

●会場：北とぴあ　ペガサスホール
●出演： 東京中国歌舞団

特別出演　変面　孔得偉
●料金： 自由席：3,500円

ほくとぴあメンバーズ 
割引㊒
●お問合せ：陽二蓮

03-5814-3501

●日時： 10月3日（水）
15：00（開場14：30）

●会場：北とぴあ　さくらホール
●出演：西田あい　松原健之　純烈

杜このみ　パク・ジュニョン
川上大輔

●料金： 指定席：6,500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）



7・8・9月の催し物カレンダー

期日 催し物 問合せ

8
月

8月19日（日）
　　〜
8月25日（土）

羽田空港機能強化情報発信
国土交通省「羽田空港
のこれから」
ナビダイヤル
0570-001-160

（IP電話から
03-5908-2420）
北区生活環境部環境課

【時間】10：00～19：00　【会場】区民プラザ（北とぴあ1階）

8月25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（北とぴあ4階）

8月29日（水）
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】10:00～11：30　【会場】901会議室（北とぴあ9階）

9
月

9月5日（水）
女性の活躍推進応援塾「再就職準備セミナー１　マインド編」

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）

9月5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）

9月13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）

9月26日（水）
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）

9月29日（土）
ぷらざ劇場「マンドリンコンサート（仮題）」 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）

9月29日（土）
　　〜
9月30日（日）

北区伝統工芸展
北区地域振興部
産業振興課【時間】29日（土）10：00～18：00　30日（日）10：00～17：00

【会場】展示ホール（北とぴあ地下1階）

期日 催し物 問合せ

7
月

7月1日（日）
夏！体験ボランティア2018説明会 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】13:30～15:00　15:30～17:00　【会場】第２研修室（北とぴあ7階）

7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）

7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）

7月14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）

7月19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】10:00～11:30　【会場】901会議室（北とぴあ9階）

7月21日（土）
パートナーシップ事業

「痴漢は犯罪、そして病気。～被害者の心の傷と加害者の心理～」 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）

7月28日（土）
連続講座

「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）

7月31日（火）
　　〜
8月15日（水）

平和祈念モニュメント
北区総務部総務課

8
月

【時間】8：30～22：00　【会場】区民プラザ（北とぴあ1階）

8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）

8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）

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
北区総務部総務課：TEL 03-3908-8623
北区生活環境部環境課：TEL 03-3908-8611
北区地域振興部産業振興課：TEL 03-5390-1235

問合せ

応
募
必
要
事
項

1. ドームホールシネマ参加希望
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。

◆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/

◆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
メール：event@hokutopia.jp

　牧場でのんびりと過ごすショーンと仲間たち。
　ある日、ショーンは牧場主から自由になる生活
を手に入れるためにあるいたずらをすることに。
　ショーンの群れの仲間たちは牧場主を眠らせ
て、牧場の隅にある車の中に移し、まるで夜になったように見せかける。
　ところが、牧場主が中でぐっすり眠ったまま車が動きだし大暴走！
　牧羊犬ビッツァーは暴走するトレーラーの後を追いかけて都会へ…。
　牧場に取り残されたショーンと仲間たちは大混乱。
　そこでショーンたちはビッツァーと牧場主を追いかけて都会へ旅に
出ることに！
　はたして、ショーンは牧場主を見つけ出すことができるのでしょ
うか…。

■��監督・脚本　： マーク・バートン(『ウォレスとグルミット野菜畑で大ピンチ！』
『マダガスカル』)／リチャード・スターザック

■��製　　作　： アードマン・アニメーションズ（イギリス）、スタジオ・カナル（フランス）
■��日　　時　： 8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　：　無料（全席自由）※一部見えにくいお席がございます。
■��定　　員　：　各回100名（先着順入場）
■��締　　切　：　7月31日（火）必着締切
■��応募方法　：　往復はがきまたはメールに必要事項（下記参照）を明記のうえご応募ください。
※1通のご応募で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。
※ご応募の結果は8月10日（金）までに、はがき又はメールにてご連絡いたします。

『映画 ひつじのショーン～バック・トゥ・ザ・ホーム～』
ドームホールシネマ

世界で最も有名な
ひつじのショーン。
牧場を飛び出し、
都会を舞台に大冒険！

スト ーリー

© 2014 Aardman Animations Limited and Studiocanal S.A.



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した。

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。

都電王子駅前駅

明
治
通
り

明
治
通
り

音
無
川

王
子
神
社

バスターミナル 銀行
サンスクエア
東武ストア

至上野・田端 至大宮・赤羽

駐車場入口↑
北とぴあ

国道122号線（北本通り）

順 天
高 校

飛鳥山公園

北
区
役
所

第
２
庁
舎

北区役所
第１庁舎

1

2

3

4

5

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

【全館休館日】�8月12日（日）
【臨時休館日】�7月9日（月）��9月10日（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

※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  区民ギャラリーのご紹介
　北とぴあには大小様 な々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。
地下1階展示ホール前に、展示ショーケースがあるのをご存知でしょうか。
　この度、展示ショーケースは「北とぴあ区民ギャラリー」として、区民文化芸術意識
の高揚と相互交流を図る目的とし、区民の皆様の文化芸術活動の発表の場としてご
提供させていただくこととなりました。
　区民ギャラリーは、北とぴあを拠点に創作活動を行っているアマチュアのグループ・
団体・個人の方の展示を行います。展
示可能な作品はショーケース内に入るも
のであれば、絵画・書・手芸・写真・彫
刻・絵手紙等、あらゆる作品を展示いた
だけます。
　区民ギャラリーとしての最初の展示は7
月10日（火）を予定しております。北とぴあ
にお越しの際は、是非区民ギャラリーにも
お立ち寄りください。
　区民ギャラリーについての詳細は北と
ぴあ1階フロントまでお問合せください。

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。
★7月22日（日）15：00～
演奏者　澤　菜摘
曲　目　G.ムファット：トッカータ�第3番�イ短調　

ほか
★8月26日（日）15：00～�
演奏者　未定
曲　目　 未定
★9月23日（日）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


