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ドームホールシネマ

グリンチ
日本語吹替え版

『ミニオンズ』『ペット』『SING/ シング』など数々の大ヒット作を作り続けてきたイルミネーション作品の
ひとつ、 世界中で愛されている物語 「グリンチ」。
世代を超えて楽しめるキャラクターとストーリー、 ちょっぴり皮肉もあり、 最後に心がほっこりあったかく
なるのがイルミネーション作品の特徴！
つぶらな瞳がキュート
なグリンチはいつもひと
りぼっち。 そのまま大人になったものだから、すっ
かりひねくれ者になってしまった。そんなグリンチが
一番嫌いなもの、それは村中が幸せな気持ちに包ま
れるクリスマス。グリンチは、村の人たちが心待ち
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豪華吹替
キャストにも
注目！

にしているクリスマスを盗んでやろうと、とんでもな
い計画を立ててしまう。 一方、村に暮らす心優しい
少女シンディ・ルーは、仕事や家事に忙しいお母さ
んを助けるために、サンタクロースにある願い事を
叶えてもらおうとしていた。

吹替には、映画にテレビドラマに舞台にと大活躍の大泉洋が大抜擢！
杏、ロバート秋山竜次や、イルミネーション作品に欠かせない宮野真守など
豪華キャストが揃っている。

◦日 時 ： 12月12日
（土）
2回上映 上映時間86分 ◦料 金 ： 500円
（全席指定）
※一部見えにくいお席がございます。
【1回目】10：00開演
（9時30分開場）
【2回目】14：00開演
（13時30分開場） ◦チケット 10月3日
（土）
10：00～
： ※席に余裕が出た場合、当日券を販売する
発売日
（北とぴあ6階）
◦会 場 ：ドームホール
◦定

場合があります。

員 ： 各回60名

※状況により、定員を制限させていただく
場合があります。

北とぴあ
ドームホール
鑑賞公演

◦チケット 北とぴあ1階チケット販売窓口
：
取扱い （10：00～20：00）

◆

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

※10/11
（日・全館休館日）
は休業。
※11/9
（月・臨時休館日）
は
10：00～18：00。

WEB：https://www.hokutopia.jp

天文トークとハープ × 歌 × ピアノでつづる星空コンサート

ステラ・マリーノの星空ショータイム
北とぴあで好評の星と音楽のコラボレーションイベントを開催します！

プラネタリウム解説員による星や宇宙のお話と、星にまつわる音楽や神話で織り成す星空コンサート。
今回はアイリッシュハープとピアノをゲストに迎え、星空の伝説をロマンティックにお届けします。
★日 時 ： 11月14日
（土）14:00～16:00
（13：30開場）
★会 場 ：ドームホール
（北とぴあ6階）
★定 員 ： 60名
★出

※状況により、定員を制限させていただく場合があります。

演 ： 坪内重樹
（星空トーク）
、おのまり
（歌と朗読）
ＡＹＡ
（アイリッシュハープ）
、里紗 -risa（ピアノ）
★料 金 ： 一般1，
000円 高校生以下500円
（全席指定）
★チケット
（土）
10：00～
： 10月3日
発売日
※席に余裕が出た場合、当日券を販売する場合が
あります。

★チケット
： 北とぴあ1階チケット販売窓口
（10：00～20：00）
取扱い

※10/11
（日・全館休館日）
は休業。
※11/9
（月・臨時休館日）
は10：00～18：00。
※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。
※一部見えにくいお席がございます。

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/

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。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。

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。

乳幼児期の子育てが思春期に現れるの？

Papa ＋
Mama's
スクール

子どもに大切な基本的信頼感・
自己肯定感を育てる

パ パ + ママ

自分が大好き、 人が大好き、 意欲的な子どもに育つには言葉と心のやりと
りが必要です。 身体と心の発達を踏まえた親子の関わりを学ぶ参加型のワーク
ショップです。 赤ちゃんと一緒に参加してください。
♥日

時 ： 12月5日
（土） 10:00～11:30

♥会

場 ： 第1和室
「せきれい」
（北とぴあ9階）

♥定

員 ： 15組30名

♥講

師 ： NPO法人東京都北区子ども感動コミュニティ機構

♥対

象 ： 生後4ヵ月から3歳未満の乳幼児とその父親か母親
（2名1組）

♥ 参 加 費 ： 500円
♥締

乳幼児期の
子育てが大切？

※状況により、
定員を制限させていただく場合があります。
理事

米本昌子
意欲的な子どもに
育って欲しいな！

当日会場にて受付時にお支払ください。

切 ： 11月6日
（金）
必着

♥ 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。
※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11月13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.
2.
3.
4.
5.

Papa+Mama’
sスクール参加希望 6. 郵便番号、住所、必ず連絡が取れる
お二人のお名前
電話番号
お二人のお名前のふりがな
7. 保育希望の有無
お子さんの性別
※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。
お父さんまたはお母さんの年齢・
お子さんの月齢

◆宛先◆ 往復はがき/メール

◆主催◆

〒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
Papa+Mama'sスクール係
メール：event@hokutopia.jp

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/

施設利用にあたってのお願い

パイプオルガン演奏会

スポーツ施設受付

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、
【施設利
用にあたっての遵守事項】
を遵守し、ご利用施設の定員の概
ね50％以下にてご利用いただきますようお願いいたします。

「パイプオルガン演奏会」
につきまして、現状に鑑み、
10月の公演につきましても中止とさせていただくことと

◆施設のご利用にあたってお守りいただく事項

いたしました。

9：00～20：00

（登録は9：00～19：00、18：30最終受付
時間）
※各休館日は受付しておりません。

〇体調がすぐれない場合
（例：37.5℃以上の発熱、咳・のどの
痛みなどの症状がある場合等）
はご利用をご遠慮ください。
〇マスクの着用。
〇施設の利用にあたっては、三つの密
（密閉、密集、密接）
を
避ける。
〇感染防止のため、施設管理者の指示に従ってください。

公演を楽しみにされていた皆様には、ご迷惑をおか
けすることになり申し訳ありません。
11月以降の公演につきましては、
（公財）
北区文化振
興財団のホームページにてご案内させていただきます。
WEB：https://kitabunka.or.jp

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

上記以外の詳細、及び最新の情報につきましては、当館
掲示物、ホームページ等をご確認ください。

ご理解のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

北とぴあ1階 体育施設受付
TEL 03-5390-1140
（9：00～20：00）

施 設 受 付・チケット販 売

北とぴあでは各施設のご利用申し込み受
▶施設受付
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 ◦受付場所 北とぴあ1階 施設予約受付窓口
を行っております。また北とぴあの施設の ◦受付時間 9：00～20：00
※各休館日は受付しておりません。
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 ◦申込受付 TEL:03-5390-1105
ご利用をお待ちしております。

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。

03-5390-1100
FAX 03-5390-1409
WEB https://www.hokutopia.jp
MAIL support@hokutopia.jp
開館時間 8：30〜22：00
TEL

〒114-8503

東京都北区王子1丁目11−1

交通のご案内

◆JR京浜東北線／王子駅北口より徒歩２分
◆都電荒川線／王子駅前駅より徒歩5分

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。

区民の皆さまを対象に通常毎月1日
（区民以外の方の抽選は通常
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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【臨 時 休 館 日】11月9日
（月） 12月28日
（月）
【全 館 休 館 日】10月11日
（日） 12月29日
（火）
～1月3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。

◦販売場所

通り
明治

休館日の
ご案内

◆東京メトロ南北線／王子駅５番出口直結

▶チケット販売

※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。

駐車場入口↑

