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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/

ピエール・コフィン、カイル・バルダ
スティーブ・カレル　ほか
8月24日（土）
【1回目】10：00開演
【2回目】14：00開演
※開場は開演時間の30分前からとなります。
　上映時間：91分
ドームホール（北とぴあ6階）
無料（全席自由）
※�一部見えにくいお席がございます。

◦監　督：
◦キャスト：
◦日　時：

◦会　場：
◦料　金：

各回100名（先着順入場）
8月9日（金）必着締切
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。

◦定　員：
◦締　切：
◦応募方法：

Ⓒ 2015 Universal Studios. All Rights Reserved.

ム ホ ネ マド ー ー ル シ

　黄色い謎の生物ミニオンは、人類が誕生する遥か昔から存在した!?�彼らの生きがいは、そ
の時代の最強で最悪なボスの仲間になること。しかし、そのボスたちの命はなぜか長続きしな
い。いつしかそんなボスはいなくなり、ミニオンたちは生きる目的を失いつつあった。ミニオ
ンたちの滅亡の危機が迫る1968年（怪盗グルーに出会うまであと42年！）、3人のミニオン�―
ケビン、スチュアート、ボブが仲間たちを救うべく立ち上がった。

地球史上“最強最悪”のボスを探す旅が今、始まる!!スト ーリー

★日　時：8月5日（月）�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：40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）
★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。

※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29日（月）までに
はがきまた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！

作って学ぶ！星空ワークショップ
～天体望遠鏡を作ろう！～

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。
※�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

◆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/

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）
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。
※�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

◆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/

ミニオンズ
ミニオンの正体が明らかに！～どのようにして、彼らは怪盗グルーの仲間になったのか!?

ところで
、ミニオン

て

ナニモノ？

※�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16日（金）までにはがきま
た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：�7月16日（火）
14：30（開場14：00）

◆会場：北とぴあ　つつじホール
◆出演：石原詢子、多岐川舞子、

大石まどか
◆料金：�指定席：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）

　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 : https : //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。

チケット販売窓口については最終面をご確認ください。

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. お名前のふりがな
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：https://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

　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、保育もお申込いた
だけるので安心です。

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　：�9月14日(土)　10:00〜11:30
♣会　場　：　第1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4ヵ月〜3歳未満の乳幼児と父親（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。

※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30日（金）までにはがきまたはメールにてご連絡いたします。

３人の歌仲間２４
石原詢子・多岐川舞子・大石まどか

◆日時：�7月27日（土）
19：00（開場18：30）

◆会場：北とぴあ　つつじホール
◆出演：桃月庵白酒、柳家三三
◆料金：�指定席：3,600円

ほくとぴあメンバーズ割引㊒
◆お問合せ：エイフル企画

03-6240-1052

特撰落語会
桃月庵白酒・柳家三三

二人会

◆日時：�8月8日（木）
19：00（開場18：30）

◆会場：北とぴあ　つつじホール
◆出演：柳家権太楼、三遊亭兼好、

桂宮治
◆料金：�指定席：3,600円

ほくとぴあメンバーズ割引㊒
◆お問合せ：エイフル企画

03-6240-1052

特撰落語名人会
権太楼・兼好・宮治

◆日時：�10月1日（火）
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

撮影：阿久津知宏

松元ヒロ ソロライブ

多岐川舞子石原詢子

大石まどか



7・8・9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。

問合せ

応
募
必
要
事
項

1.　10月5日（土）　写経体験参加希望　
又は 10月12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。

◉日　時　：　10月12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　：　9月13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9月20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　：�10月5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　：　9月13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9月20日
（金）までにはがき又はメールにてご連絡いたします。

　脳の活性化、デトックス
など様々な効果があると言
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。

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。

◆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/

写経体験

期日 催し物 問合せ

8
月

8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）

8月25日（日）
パパ講演会

北区総務部多様性
社会推進課

【時間】10:30〜12:30　【会場】ペガサスホール（北とぴあ15階）

9
月

9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）

9月5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）

9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）

9月21日（土）
さんかく大学（全5回）　第1回

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

9月28日（土）

～

9月29日（日）

第27回北区伝統工芸展
北区地域振興部
産業振興課【時間】28日（土）10:00〜18:00　29日（日）10:00〜17:00

【会場】展示ホール（地下1階）

9月28日（土）
さんかく大学（全5回）　第2回

北区スペースゆう
【時間】14:00〜17:00　
【会場】スペースゆう多目的室ＡＢ（北とぴあ5階）

期日 催し物 問合せ

7
月

7月3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4日（木）
NPO法人入門講座

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）

7月7日（日）
夏！体験ボランティア2019説明会

北区NPO・
ボランティアぷらざ【時間】11:00〜12:30　14:30〜16:00

【会場】第二研修室（北とぴあ7階）

7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）

7月13日（土）
健康チェック

健康福祉部
健康推進課

【時間】10：00〜16：00　【会場】区民プラザ（北とぴあ1階）

7月18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22日（月）

～

7月25日（木）

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】10:00〜17:00　【会場】区民プラザ（北とぴあ1階）

7月30日（火）

～

8月15日（木）

平和祈念モニュメント
北区総務部総務課

【時間】8:30〜22:00　【会場】区民プラザ（北とぴあ1階）

8
月

8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）

8月7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）

北区スペースゆう  TEL 03-3913-0161
北区総務部多様性社会推進課 TEL 03-3913-0161
北区NPO・ボランティアぷらざ TEL 03-5390-1771
健康福祉部健康推進課 　TEL 03-3908-9068
北区生活環境部環境課  TEL 03-3908-8611
北区総務部総務課  TEL 03-3908-8623
北区地域振興部産業振興課 TEL 03-5390-1235

坐禅体験和に親しむ



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階には、授乳やおむつ替えが
できる「赤ちゃん休憩室」があります。
8：30～22：00まで、無料でご利用いただ
けます。北とぴあへお越しの際は是非ご
利用ください。

　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  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

【全 館 休 館 日】 8月18日（日）
【臨 時 休 館 日】 7月8日（月）　9月9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。

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。

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

赤ちゃん休憩室を
ご利用ください

北とぴあ　和室・茶室のご紹介

第1和室
せきれい

第2和室
かわせみ

茶　室
致祥軒

　いつも北とぴあをご利用いただきましてありがとうございます。
　北とぴあには、会議室のほかに落ち着いた雰囲気のある和茶と茶室がご
ざいます。
くつろいだ趣の集会には落ち着いた和室が最適です。第１和室・第２和室と
２種類の広さの和室があり、どちらの和室も２分割してご利用頂く事ができ
ます。
　また、風雅な佇まいの前庭、入側４畳、水屋３畳の格式高い茶室ではお
茶会を開くことができます。

　北とぴあではこれまでに脳の活性化、デトックスなど様々な効果があると
いわれている写経体験、ストレス解消や集中力を鍛えることに効果がある
といわれている座禅体験、ママも赤ちゃんも一緒に楽しむことが出来る子
育て支援講座等、様々な使い方でイベントを開催してまいりました。
　もちろん、北とぴあの他施設同様、お客様がお使いいただける施設となっ
ておりますので、お友達とのちょっとした座談会、初窯などのお茶会、書道、
その他会議・会合等、様々な方法で是非ご利用いただければと思います。
　詳細は、北とぴあホームページの「施設案内」をご覧ください。

★7月28日（日）15：00～
演奏者　荻野�由美子
曲　目　�J.S.バッハ：コラール変奏曲�「汝明るき日

なるキリスト」BWV766�ほか
★8月25日（日）15：00～ 
演奏者　�山司�恵莉子
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�ほか
★9月22日（日）15：00～
演奏者　小野田�良子(オルガン)、渡辺�淳(尺八)
曲　目　�J.S.バッハ：協奏曲�イ短調�BWV593より�第1楽章�ほか


