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　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 : https : //www.hokutopia.jp/

加藤智美

◆日　時 ： 2月23日（土）11：00～17：00（10：30開場）
◆会　場 ： さくらホール（北とぴあ2階）
◆入場料 ： 無料・全席自由（1階席のみ）・出入り自由

　「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！

　北区の産業の発展と区民の文化水準の高揚を
目的として建設され、北区のシンボルとしても親
しまれている「北とぴあ」。館内には多彩な施設
を持ち1300席のさくらホール、402席のつつじ
ホール、平床で多目的スペースの飛鳥ホールや
展示ホール、各種会議室、研修室、音楽スタジオ、
多目的ルーム等があります。
　普段はなかなか知ることができない北とぴあの

「裏側」を北とぴあスタッフがご案内いたします！

第4回 響き体験コンサート ～ピアノの弾き比べ・聴き比べ～

◆第1部 ： 11：00～12：30
実演！弾き比べ・聴き比べコンサート
　時代順に作品を取り上げながら、ピアノ
の性能や楽曲の特徴について、2台の弾
き比べと解説を行います。

◆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
　当日は一般参加の演奏者の皆さんが、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：https://www.hokutopia.jp

◆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：https://www.hokutopia.jp

知られざる北とぴあの裏側！
北とぴあバックヤードツアー！
知られざる北とぴあの裏側！
北とぴあバックヤードツアー！

●日　時 ： 2月23日（土）11：30～13：00
●会　場 ： 北とぴあ
●定　員 ： 10名（お申込み多数の場合は抽選となります）
●講　師 ： 北とぴあマネジメント共同事業体　スタッフ
●参加費 ： 無料（当日は歩きやすい服装でお越しください。）
●締　切 ： 1月28日（月）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。
※一通で2名様までご応募いただけます。
※ご応募の結果は2月1日（金）までにはがきにてご連絡いたします。
●応募必要事項
　1. バックヤードツアー参加希望
　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 〒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

観覧
無料

●参加費 ： 無料
●参加条件等
・コンサート当日及び、以下の日程にご参加いただける方

事前説明会：2月9日（土）13：00～　北とぴあ　ドームホール
リハーサル：2月16日（土）※時間未定　北とぴあ　さくらホール

　第4回響き体験コンサート～ピアノの弾き比べ・聴き比べ～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。皆さまのご応募、ご参加を心よりお待ちしております。

・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。
・出演順は北とぴあ側で決定させていただきます。
・18歳未満の方のご出演には、保護者の同意が必要となります。
・未就学児の方が出演を希望される場合は、保護者の同伴が必須となります。
・16組（予定）を超える場合は抽選となります。
●締切 ： 1月28日（月）必着締切。ご応募の結果は2月1日（金）までにご連絡いたします。
●応募方法

専用申込用紙にてご応募ください。
専用申込用紙は北とぴあホームページ（https://www.hokutopia.jp/）からダウンロー
ドいただけます。また北とぴあ1階フロントでも専用申込用紙をご用意しております。
●宛先 〒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
 FAX：03-5390-1409　メール：event@hokutopia.jp

演奏者募集のお知らせ



　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
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　美術家、鈴木諒一さんを講師に迎え、小・中学生を対象にしたワーク
ショップを開催します。 
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をみつけてあそんでみよう！」

★日　時 ： 2月11日（月・祝）13：00～16：30
★会　場 ： ドームホール（北とぴあ6階）、第1研修室（北とぴあ7階）
★定　員 ： 20名

（お申込み多数の場合は抽選となります）
★講　師 ： 鈴木　諒一（美術家）
★対　象 ： 小学1年生～中学生

（小学1年生～3年生は保護者同伴が必須）
当日は汚れても良い服装でご参加ください。

★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 ： 1月25日（金）必着締切

　文章を書くことに苦手意識を持つ方は少なくありませんが、いくつかの技術を知ってい
れば、誰でも短時間で「伝わる文章」が書けるようになります。ところが、実践的な文章
技術は教育機関であまり教えてくれません。本講座では、ひょんなことから編集者／ライ
ターになった講師が、先輩の教えや新旧の名著から学んだ、すぐに真似できる文章技術
を紹介。文章構成といった基本をはじめ、取材&執筆体験のワークショップも行います。

◦日　時 ： 3月2日（土）10：00～12：00
◦会　場 ： 701会議室（北とぴあ7階）
◦定　員 ： 30名（お申込み多数の場合は抽選となります）
◦講　師 ： 鈴木さや香（ライター・編集者）
◦対　象 ： 一般
◦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 ： 2月11日（月・祝）必着締切
◦応募方法 ： 往復はがき又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2名様までお申込みいただけます。
※ ご応募の結果は2月18日（月）までにはがき又はメールにてご連絡いたします。

～光のカーテンをつくろう！～

文章が苦手だった
現役ライターが教える明日から使える文章技術

鈴木さや香

★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。
※一通で2名様までご応募いただけます。
※ ご応募の結果は2月1日（金）までにはがきにてご連絡いたし

ます。

応
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必
要
事
項

1. 「明日から使える文章技術」 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▶〒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
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募
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要
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項

1. 「アート体験」 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）

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▶〒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

ドームホールでアート体験！

鈴木諒一



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
北区生活環境部環境課：TEL 03-3908-8611
北区教育振興部教育指導課：TEL 03-3908-9287
北区政策経営部広報課：TEL 03-3908-1102

問合せ

　　期日 催し物 問合せ

2
月

2月13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）

2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）

2月20日（水）
傾聴講演会 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）

2月27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）

3
月

3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）

3月8日（金）
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】13:30～15:30　【会場】飛鳥ホール（北とぴあ13階）

3月13日（水）～
3月31日（日）

野想忌　追悼特別企画展『思い出の内田康夫～北区～』
北区政策経営部
広報課【時間】9：00～20：00　※最終日は9：00～16：00

【会場】北とぴあ地下1階展示ホール前

3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）

3月16日（土）
傾聴講演会 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）

3月28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）

　　期日 催し物 問合せ

1
月

1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）

1月10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】10:00～12:00　【会場】901会議室（北とぴあ9階）

1月11日（金）～
1月18日（金）

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※　
※1/11は12：00～19：00、1/18は10：00～15：00

【会場】区民プラザ（北とぴあ1階）

1月12日（土）
ぷらざ劇場「寄席日和」 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18日（金）～
1月25日（金）

北区立小学校児童科学展優秀作品展示 北区教育振興部
教育指導課【時間】8：30～22：00　【会場】区民プラザ（北とぴあ1階）

1月19日（土）
NPO法人入門講座（700円） 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）

1月23日（水）
男性向け講座「家族介護は『頼り方』と『任せ方』～仕事を続けることこそ
親孝行～」 北区スペースゆう

【時間】19:00～20:30　【会場】多目的室AB（北とぴあ5階）

1月30日（水）
NPO法人専門講座「ボランティア活動時の責任について考える①」 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】19:00～21:00　【会場】902会議室（北とぴあ9階）

2
月

2月2日（土）
啓発講座「漂流する少女たち～ＪＫビジネスの背景～」

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）

2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）

2月7日（木）
NPO法人専門講座「ボランティア活動時の責任について考える②」 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】19:00～21:00　【会場】901会議室（北とぴあ9階）

1・2・3月の催し物カレンダー
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。 
    

私たちは、
舞台の上でなら
どこまでも行ける。

© 2015 O.H・K / F・T・R・D・K・P

　地区予選敗退。最後の大
会を終えた先輩たちに代わ

り、部長として富士ヶ丘高校の演劇部をまとめることに
なった高橋さおり（百田夏菜子）。「負けたらヤなの！」と部
員の前で意気込むさおりだが、悩める日々が続く。どう
やったら演技が上手くなれるの？演目は何にすればよい
の？「わからないー！」
　そんな時、学校に新任の吉岡先生（黒木華）がやって
きた。元学生演劇の女王だったらしい！美人だけどちょっ
と変わったその先生は、地区大会すら勝ったことのない
弱小演劇部の私たちに言った。
　「私は行きたいです。君たちと、全国に。行こうよ、全国！」
気迫に充ちたその一言で、彼女たちの人生は決まる。
演目は「銀河鉄道の夜」、演出は部長のさおり。演じる
のは、看板女優でお姫様キャラの“ユッコ”（玉井詩織）、
黙っていれば可愛い“がるる”（高城れに）、一年後輩で
しっかり者の“明美ちゃん”（佐々木彩夏）、そして演劇強
豪校からのスーパー転校生“中西さん”（有安杏果）らの
部員たち。吉岡先生と、頼りない顧問の溝口（ムロツヨシ）
と共に、富士ヶ丘高校演劇部は、見たことも行ったこと
もない、無限の可能性に挑もうとしていた。

スト ーリー

◆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：https://www.hokutopia.jp

◦監　督：本広克行
◦原　作：平田オリザ
◦脚　本：喜安浩平
◦出　演：百田夏菜子、玉井詩織、高城れに、有安杏果、佐々木彩夏　他
◦日　時 ： 3月30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。　上映時間119分
◦会　場：ドームホール（北とぴあ6階）
◦料　金：500円（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）　※未就学児入場不可

：1月19日（土）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）
　　　　　※1/21・3/11（月・臨時休館日）は10：00～18：00

◦チケット
   発売日 
◦チケット
   取扱い
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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
北とぴあ1階にある（一社）東京北区観光
協会では地域の観光に関する仕事を行っ
ているイベントコーディネーター、ベン
チャー企業など、共に北区を盛り上げてい
く事業者や、地域の方々が集まって仕事
や打ち合わせができるコワーキングスペー
スを設置しています。
Wi-Fiを使えるなどのサービスもあります
ので是非、ご利用してみてください。
詳しくは観光協会まで。

【お問い合わせ】
一般社団法人東京北区観光協会

TEL：03-5390-1166
※土日祝日を除く�9:00～17:00

北区観光協会
コワーキングスペースのお知らせ

　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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〒114-8503　東京都北区王子1丁目11−1

TEL  03-5390-1100
FAX  03-5390-1409
WEB  https://www.hokutopia.jp
MAIL  support@hokutopia.jp

※メールアドレスが変更になりました。
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月21日（月）  3月11日（月）
【全 館 休 館 日】 2月17日（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

※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。

2019年（平成31年）1月の抽
選会は1月5日（土）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。
★1月27日（日）12：30～
演奏者　田上�麻里
曲　目　J.S.バッハ：「主よ人の望みの喜びよ」　ほか
★2月24日（日）15：00～ 
演奏者　�小野�なおみ
曲　目　� J.ラインベルガー：オルガン・ソナタ�第4番�

イ短調�より第1楽章　ほか
★3月24日（日）15：00～
演奏者　�本田�ひまわり
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

◆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：https://www.hokutopia.jp

　日本の素晴らしい自然環境や、生産者の
方々による種類豊富な魚介類や野菜を用い
て、四季やフランス料理を大切にフランス料

理を提供されているレストランFurukawaya。北区の魅力再発見シ
リーズ第4弾では、Furukawayaオーナーシェフと“これからの食”に
ついて学び、考えるお茶会を開催します。
❖日　時 ： 時間は全て15：30～16：30

①1月23日（水）親子で学ぶ、“愛情ある食事”とは
②1月30日（水）今摂るべき食事とは？～10年後を生きる～
③2月9日（土）男の食育～エンジョイ食ライフ！～
④2月16日（土）10代で考える“学校で教えてくれない食の話”
⑤3月6日（水）親子で学ぶ、“愛情ある食事”とは
⑥3月13日（水）今摂るべき食事とは？～10年後を生きる～

❖会　場 ： フランス料理Furukawaya
（東京都北区王子1-2-2　第2幸栄ビル2階）

❖定　員 ： 各8名（お申込み多数の場合は抽選となります）
❖講　師 ： 古屋　耕平（フランス料理Furukawaya オーナーシェフ）
❖対　象 ： ①・⑤、②・⑥はそれぞれ同一内容となります。

③は男性、④は10代が対象です。
❖参加費 ： 各500円　当日会場にて受付時にお支払いください。

❖締　切
※ ご応募の結果は1週間以

内に、はがき又はメール
にてご連絡いたします。

①1月15日（火）必着
②1月22日（火）必着
③2月1日（金）必着
④2月8日（金）必着
⑤2月26日（火）必着
⑥3月5日（火）必着

❖応募方法
往復はがき又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2名様までお申込みいただけます。

❖応募必要事項
1.「Furukawayaお茶会」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

メール：event@hokutopia.jp

北区の魅力再発見！ フランス料理 Furukawaya
～ オーナーシェフと“これからの食”を考えるお茶会 ～


