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星空投影会
～北区の冬の空～

※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。

　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。

個人情報の取扱い・
参加者の方へのご連絡について

北とぴあではコロナウイルス感染症対策を十分に行ったうえで講座等の開催を予定していますが、感染状況等により、講座等の開催を延期や中止、または内容変更をさせてい
ただく場合もございますのでご了承ください。随時北とぴあのホームページでご案内しておりますのでご確認をお願いいたします。

粋なコアラのバスター・ムーンが所有する劇場は、その活況も今は昔、客足は遠のき借金
の返済も滞り、今や差し押さえの危機に瀕していた。そんな状態でもあくまで楽天的なバス

ターは、劇場にかつての栄光を取り戻すため世界最高の歌唱コンテストを開催するという最後の賭けに出る。
欲張りで自己チューなネズミ、歌唱力抜群だが超絶シャイな10代のゾウ、25匹の子ブタの世話に追われる母親、ギャン

グから抜け出して歌手になりたいゴリラ、浮気な彼氏を捨ててソロになるか葛藤するパンク・ロッカーのヤマアラシ、常に
超ハイテンションなシンガー兼ダンサーのブタなど、多数の応募者がオーディションに集まってくる。皆、自らの未来を変
える機会となることを信じて…。

スト ーリー

日本語吹替え版

ユニバーサル・スタジオが贈る 『ミニオンズ』『ペット』に続く
大ヒットアニメ！
歌のチカラで元気になれる、新しいエナジームービーがやってきた！
それは、人生を変える最高のステージ！

◆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
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◦ チケット 
発売日 ： 

◦ チケット 
取扱い ：

2022年１月12日（水）10：00～ 
※ 席に余裕がある場合、当日券を

販売いたします。
北とぴあ１階チケット販売窓口 

（10：00～20：00） 
※ 2022年１月17日（月・臨時休館

日）は10：00～18：00
※ 2022年２月13日（日・全館休館

日）は休業

◦日　時  ： 
 

◦会　場 ：
◦定　員 ： 
 
 

◦料　金 ：

2022年３月12日（土）２回上映　上映時間108分 
【１回目】10：00開演（９：30開場） 
【２回目】14：00開演（13：30開場）
ドームホール（北とぴあ6階）
各回60名 ※２歳以下入場不可 
※状況により定員を制限させていただく場合があります。 
※ 小学生以下のお子様は、必ず保護者の方と一緒に鑑賞し

ていただくようお願いいたします。
500円（全席指定）※一部見えにくいお席がございます。

ドームホールシネマ

◉日　時 ：  2022年２月19日（土）10：00～12：00
◉会　場 ：　第一和室「せきれい」（北とぴあ９階）
◉講　師 ：　 陳珂（水墨画家）
◉参加費 ：　 1,300円（１人／材料費込、当日会場にて

受付時にお支払いください）
◉持ち物 ：　 筆（出来れば大・中・小の３種以上） 

※書道用のもので可 
汚れても良いタオル（筆拭き用） 
※ 画仙紙（練習用紙）等上記以外の道具はこちらで用意いたします。

◉対　象 ：　18歳以上
◉定　員 ：　 15名（応募多数の場合は抽選となります） 

※状況により、定員を制限させていただく場合があります。
◉締　切 ：　2022年１月28日（金）必着
◉応募方法 ：　 往復はがきまた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2022年２月４日（金）までにはがきにてご連絡いたします。

「和に親しむ」シリーズの第３弾として「水墨画体験」教室を開催します。
２時間の講座で美しい「水墨画」を書き上げていただきます。
見本から好きな題材を選び、講師の丁寧な指導のもと「水墨画」にチャレ
ンジしてみませんか。

和に親しむ「水墨画体験」

◆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　水墨画体験係　メール ： event@hokutopia.jp

応
募
必
要
事
項

1.　水墨画体験参加希望
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
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。

★日　時 ：  2022年２月12日（土） 
 ①10：30～11：15　上映時間45分（小学校低学年以下向け） 
 　対象：どなたでも。 
 　内容：小さいお子様にもわかりやすい言葉で説明をします。 
 ②14：00～15：00　上映時間60分（小学校高学年以上向け） 
 　対象：２歳以下入場不可。 
 　内容：小学校高学年から大人向けのプログラムです。 
 ※各回ともに開始の30分前より受付。

★会　場 ：　ドームホール（北とぴあ６階）
★星空トーク ：　 坪内 重樹
★料　金 ：　 500円（全席指定）※一部見えにくいお席がございます。
★定　員 ：　 各回60名 

※３歳以上有料。２歳以下の膝上鑑賞無料。 
　但し座席が必要な場合は有料。 
※小学生以下のお子様は、必ず保護者の方と一緒に鑑賞していただ
　くようお願いします。 
※状況により定員を制限させていただく場合があります。

★チケット ：　2022年１月４日（火）10：00～ 
　発売日 　※席に余裕がある場合、当日券を販売いたします。
★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 　 ※2022年１月17日（月・臨時休館日）は10：00～18：00

北とぴあのドームホールに星空を投影できる機材を持ち込み、北区の冬
の夜空を映し出します。オリオン座をはじめとする冬の星座をたっぷりと
ご案内いたします。

ドームホールプ
ラネタリウム

◆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

北とぴあマネジメント共同事業体　お問合せ：TEL 03-5390-1101　WEB：https://www.hokutopia.jp◆　主　催　◆

SING/シング



※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。

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、お電話にてお問合せください。

◦お問合せ受付　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

　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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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
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17日（月）  3月14日（月）
【全館休館日】 12月29日（水）～1月3日（月）  2月13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。

北とぴあご利用の際は、新型コロナウイルス感染症再拡大防止のため、東京都が新型コロナウイルス感染症対策分科会の11月８日付提言に
よる「レベル１」の状況にある間は、北区方針に従い、下記の施設利用にあたっての遵守事項を守ってご利用いただきますようお願いいたします。

◉以下の事項に該当する場合は、施設の利用をご遠慮ください。
　◦ 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
◉マスクの着用をお願いします。
◉こまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒をお願いします。
◉施設の利用にあたっては、三つの密（密閉、密集、密接）を避けてください。
◉水分補給以外のご飲食はご遠慮ください。
◉施設利用中に大きな声での会話はご遠慮ください。
◉感染防止のため、施設管理者の指示に従ってください。
◉施設利用終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、

施設管理者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について連絡してください。
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。

三つの密を避ける

施設のご利用にあたってお守りいただく事項

こまめな手洗い

感染防止の
ため

施 設 利 用 に あ たって の お 願 い

密集密閉 密接

マスクの着用

2022年（令和4年）1月の抽選
会は1月5日（水）となります。

〈施設備品〉　▪�専用備品（有料・1601のみ）�
音響セット、音響セット追加用ワイヤレスマイク、�
スクリーン、持込器具使用電源設備

　　　　　　▪�無料備品�
長机、椅子、ホワイトボード

〈利用制限〉　・�防音設備がないため太鼓などの打楽器利用や、�
大音量の音楽利用は不可。

　　　　　　・音響機器の持ち込みは不可。
　　　　　　・ダンス利用は不可。

　詳細につきましてはホームページ「施設案内」をご覧いただくか、
北とぴあ施設予約受付窓口までお問合せください。
　なお、新型コロナウイルス感染状況等により変更が生じる場合が
ありますので予めご了承ください。

北とぴあ16階に新しく1601会議室、1602会議室が誕生しました。
2022年１月４日からご利用いただけます。
ご予約は北とぴあ１階施設受付で承っております。電話、インターネット
の施設予約システムからも空き状況のご確認、仮予約が可能です。
※照明がシャンデリアのため、他の会議室と比べ明るさは若干落ちます。
※床はカーペットとなっています。

施設名 面積 定員 区分 午前
9：00～12：00

午後
13：00～17：00

夜間
18：00～22：00

全日
9：00～22：00

1601
会議室 219㎡ 84名

北区民 7,160 12,460 16,080 35,700

北区民外 10,740 18,680 24,100 53,520

1602
会議室 81㎡ 36名

北区民 2,560 4,600 5,900 13,060

北区民外 3,840 6,900 8,860 19,600

� （単位：円）

新しく会議室が誕生しました!!

1602会議室1601会議室

見学希望の方は、事前に１階フロント（TEL�03-5390-1100）までご連絡ください。
お問合せ：１階施設予約受付窓口　TEL�03-5390-1105


