
北とぴあ演劇祭は、区民が主役のアマチュア演劇祭です。
「みる」「でる」「つくる」をキーワードに、（公財）北区文化振興財団
と、ボランティアで構成する「北とぴあ演劇祭実行委員会」が共同主
催しています。
●今年は29劇団が参加
　演劇祭がスタートした
2000年の参加団体は8劇
団でしたが、16回目を迎
える今年は29劇団が参加
するほどの賑やかな演劇
祭となっています。区内高校演劇部、社会人劇団、高校OBOG劇団、
知的障がいを持つ子どもと親の劇団など、様々な劇団が北とぴあ演劇
祭での公演を目指して日々稽古しています。観客も年々増えて、今や
3000人を超える方々にご来場いただいています。
●個人でも参加できる企画が盛りだくさん！
　劇団に所属していないけれども演
劇祭に関心のある方のために、個人
で参加できるワークショップや講座
もあります。中高生による「中高生
劇団」、8回のワークショップで公演
を行う「北区・演技塾」ほか、照明や
舞台美術を学ぶ講座や、大衆演劇、
ダンス、アクションのワークショップ
など、演劇を楽しむ企画満載です。
●北とぴあが演劇に染まる1カ月
　観客としてお芝居を「みる」もよし、
出演者として舞台に「でる」もよし、
実行委員やボランティアスタッフとして演劇祭を「つくる」もよし。様々な
かたちで参加できる間口の広さが北とぴあ演劇祭の魅力です。今年の
会期は、9月11日（金）から10月12日（月・祝）までの1カ月間。詳しい情報は、
北とぴあ演劇祭公式サイトをご覧ください！
http://www.hokutopiaengekisai.com/

公演ピックアップ

財団について
公益財団法人北区文化振興財団は、1988年に北区における地域文化の振興を目的に北区によって設立された団体です。
区民の芸術活動の支援や育成、また気軽に質の高い芸術に触れることのできる事業や、北区らしさにこだわった公演の企画
運営を行っています。

2・3面で「北とぴあ」の施設を紹介しております。

区内新聞折込のほか、北とぴあ及び北区内公共施設、
区内各駅で無料で配布しています。

このほかの公演や、チケット情報等の詳細は下記でご確認いただけます

http://www.kitabunka.or.jp財団公式ホームページ

「enjoy北区」年６回・奇数月発行。北区文化情報紙

チケット先行発売や割引など特典がいっぱいの
「ほくとぴあメンバーズ」（友の会）に入りませんか？
詳しくはほくとぴあメンバーズ事務局 
03-5390-1121（平日10：00～17：00）まで

8/20（木）
子どものための
雅楽コンサート

9/13（日）
きたく子ども劇場
「ロミオとジュリエット」

9/12（土）
第26回 

北とぴあ若手落語家
競演会

ゲスト：笑福亭鶴光

北とぴあのホールでは、心躍る公演が盛りだくさん！
（公財）北区文化振興財団から、北とぴあの文化情報をお届けします！

北とぴあ演劇祭
渡辺えり ろまんちっくコンサート

 　～歌とおしゃべりをあなたとともに～
　実力派女優として、また演出家、劇
作家として多方面で活躍する一方、演
劇界屈指の美声の持ち主でもある渡辺
えりさん。出演作・ＮＨＫ「あまちゃん」
では劇中で披露したシャンソンが話題
となりました。
　北とぴあのステージでは、想いを
込めた情熱的な歌の数々を彼女なら
ではの楽しいお喋りとともにお届け
します。笑いと感動の詰まったえり
ワールドに酔いしれて、素敵な一夜を過ごしませんか。
【予定曲目】　バラ色の人生、ミロール、百万本のバラ、アコーディオン弾き、
ロコへのバラード、ボンボヤージュ、ローズ、ろくでなし、ほか

在日ファンク・アワー 2015 in 北区
　映画やドラマ、CM、バラエティ等
で幅広く活躍中の浜野謙太（愛称ハ
マケン）が、ボーカル兼リーダーを務
める7人組バンド・在日ファンクをご
存知ですか？ ジェームス・ブラウン
に流れを汲む日本式ソウル・ミュー
ジックを掲げ、見た人を虜にする話
題のディープ・ファンクバンドです。
　彼らの記念すべき初のホール公演
を、北とぴあで開催！ 迫力の演奏に、
ハマケンが魅せるダンスやシャウトな
ど、彼らのパフォーマンスは生ライブでぜひ体感したいもの！ 
“在日ファンク×北区”をお見逃しなく！

※ 当財団のホームページ、情報紙enjoy北区8-9月号
に渡辺えりさん、浜野謙太さんインタビューを掲載！
併せてご覧ください。北とぴあ演劇祭

9/23
（水・祝）

10/24
（土）

北とぴあ1階チケット売場（窓口のみ10：00～20：00）チケットのお求めは

今後のラインナップ

公益財団法人北区文化振興財団

03-5390-1221（平日8：30～17：15）
〒114-8503　北区王子1-11-1 北とぴあ10階

問い合わせ

TEL



2F

3F

北区の産業の発展と区民の文化振興・交流を
目的とした北区のシンボル「北とぴあ」

展望ロビーは三方に窓があり、関東平野の眺めは格別。
眼下の飛鳥山公園から、さいたま新都心、秩父連山、赤
城山、筑波の峰などが見え、王子駅側の窓からは新幹線
等の電車が見られる、北区自慢の展望スポットです。

定　員：  138名（椅子のみの場合） 
面　積：  184m2

舞　台：  可動式舞台　幅3.6m／奥行2.4m／ステージ高
0.3m

定　員：  12名～54名（12室） 定　員：  60名～120名（椅子のみの場合）
講師控室あり

定　員：  173名（椅子のみの場合）
面　積：  232m2（目的に応じ、2分割使用が可能です）
舞　台：  可動式舞台　幅3.6m／奥行2.4ｍ／ステージ高

0.3m

定　員：  110名（椅子のみの場合）
面　積：  約148m2

舞　台：  可動式舞台　幅3.6m／奥行2.4m／ステージ高
0.3m

●展望ロビー

●スカイホール

定　員：  384名（椅子のみの場合） 
288名（机使用時）

面　積：  513m2（目的に応じ、2分割
使用が可能です）

舞　台：  間口7.0m／ 奥行2.65m／
床面から高さ2.76m

●飛鳥ホール●会議室 ●研修室

●ペガサスホール

●カナリアホール

17F 15F

14F 14F

13F

定　員：  150名
●ドームホール

6F

8F 7F

●和室・茶室・ 
　幼児室（9F）
●  多目的ルーム 
（B1F）

B1F

●さくらホール

●展示ホール

●音楽スタジオ

さくらホールは、ハイグレードな音響効果を誇る大ホールで
す。本格的なオーケストラ演奏やオペラ、歌舞伎、能、狂言、
演劇、バレエなどの芸能活動の催しにご利用いただき、幅広
い年齢層の方々に楽しんでいただいています。

客　席：  1300席（1階806席、2階494席）  
※車椅子席使用時：1階席30席減

舞　台：  プロセニアム形式／最大間口18m／高さ9m／奥行17m
／オーケストラピット68m2

絵画、陶芸、書道などの文化展示をはじめ、企業の製品を展
示するショールームにもご活用いただけます。

定　員：  360名
面　積：  549m2（分割利用可）

施設の受付・受付時間について 

北とぴあ1階施設予約受付　TEL:03-5390-1105
（申込受付専用） 
午前9時～午後8時
（使用料の納入、返還についても午後8時まで） 
休館日は受付しておりません。

施設の使用時間案内
音楽スタジオの使用時間案内全日 9：00～22：00

午前 9：00～12：00 午後 13：00～17：00 夜間 18：00～22：00
※ただし、ドームホール、601会議室は夜間21時まで

1回帯   9：00～11：30 2回帯 12：00～14：00 3回帯 14：30～16：30
4回帯 17：00～19：00 5回帯 19：30～21：30

第1スタジオ　定　員：  20名
面　積：  33m2（構成  床面カーペット張り）

第2スタジオ　定　員：  15名
面　積：  21m2（構成  床面カーペット張り）

第3スタジオ　定　員：  15名
面　積：  22m2（構成  床面カーペット張り）

●つつじホール
演劇や講演会、コーラス、各種発表会などに最適な小ホール
です。

客　席：  402席
舞　台：  間口9m／高さ4.5m／奥行7m

●第1・第2和室　  定員9名～48名
●茶　室　定員18名　広さ16畳

●幼児室　定員30名
●多目的ルーム　定員44名

多目的ルーム茶室

第1和室

幼児室

第2和室

805会議室 第２研修室

B1F

第１スタジオ

1F

●施設受付

17F 展望ロビー、山海亭

16F 東武サロン宴会場

15F ペガサスホール

14F
スカイホール、
カナリアホール

13F 飛鳥ホール

12F 産業系入居団体

11F

産業振興課、
東京城北勤労者
サービスセンター、
消費生活センター

10F

地域振興課、
北区文化振興財団、
北とぴあ管理事務所

  9F

901・902会議室、
第1・第2和室、茶室、
幼児室

  8F 801～808会議室

  7F
第1・第2研修室、
701会議室

  6F

ドームホール、
601会議室、
連絡通路（スターロード）

  5F

男女共同参画推進課、
アストロプラザ（屋上庭園）、
男女共同参画センター
「スペースゆう」（喫茶ゆう）

  4F
北区NPO・
ボランティアぷらざ

  3F つつじホール

  2F

さくらホール、
つつじホール入口、
グッド タイムテラス

  1F

フロント、施設受付、
チケット売場、
赤ちゃん休憩室、
JTB、キリンシティ、
コピー機

B1F

地下鉄南北線連絡口、
展示ホール、
多目的ルーム、
音楽スタジオ

B2F

B3F 駐車場
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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（フロント）　 FAX  03-5390-1409
MALL  info@hokutopia.jp

休館日のご案内

◆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

〈平成27年〉  8/9（日）、9/14（月）、11/9（月）、
 12/28（月）・29（火）・30（水）・31（木）

〈平成28年〉 1/1（金）・2（土）・3（日）、1/18（月）、2/14（日）、3/14（月）

打ち水体験2015
 in 北とぴあ

●実 施 日：8月22日（土）午後1時～4時
※雨天時は8月27日（木）に延期

●参 加 費：無料

●会　　 場：「北とぴあ」正面入り口

●イベント内容：昔から涼気をとるために行われる打
ち水。今年は「北とぴあ」でも実施
します。「打ち水」効果をぜひ体験し
てみてください。暑い夏を少し
でも涼しくするため、
皆さんのご参加をお
待ちしています。

　ご参加の方、先着300名に「水ヨーヨー」
のプレゼントをご用意してお待ちしています。

昔から涼気をとるために行われる打
ち水。今年は「北とぴあ」でも実施
します。「打ち水」効果をぜひ体験し
てみてください。暑い夏を少し

　ご参加の方、先着300名に「水ヨーヨー」
のプレゼントをご用意してお待ちしています。

イベント情報等随時更新中！！
ホームページアドレス：http.//www.hokutopia.jp

4月1日より、北とぴあの運営が北とぴあマネジメント共同事業体に変わると同時に、新たなホー
ムページとFacebookページをオープンしました。これまでの北区のホームページと同様に、施
設案内、入居団体紹介、利用案内、施設ご予約方法をご案内しています。また、新しく、北とぴあ
内で催されるコンサート情報、講座情報、イベントカレンダーも更新してまいりますので、「お気に
入り」「いいね！」をお願いいたします！

ホームページ Facebookページ
http://www.hokutopia.jp https://www.facebook.com/hokutopia.kitaku

ホームページとFacebookも新しくオープン！

公演ピックアップ

　毎月１回、北とぴあでは誰もが無料で楽しめるパイプオルガン演奏会
を開催しています。
　申込みやチケットは不要。パイプオルガンの優雅な音色でちょっぴり
ぜいたくなひとときをお楽しみください。
8/23（日） 【演奏】鷺 晶子
 【曲目】Ｊ. Ｓ. バッハ：パッサカリア ハ短調 ＢＷＶ582 他
9/27（日） 【演奏】オルガン：坂戸真美 トロンボーン：井口有里
 【曲目】 Ｊ. Ｓ. バッハ：目覚めよと呼ぶ声が聞こえ BWV 645/

A. ギルマン：交響的小品 Op. 88 他
　いずれも午後3時より　北とぴあ１階区民プラザ
やむを得ない事情により演奏者・曲目が変更となる場合がございます。

開演中、２階の喫茶コーナーGood Time Terraceでは、演奏の音色が楽し
めます。お茶と素敵な音楽が同時に楽しめる穴場です♪

みみより情報

■パイプオルガン 演奏会

「北とぴあタイムス」に
皆さまの催し物情報を掲載できます！

　次号（10月末発行予定）より「北とぴあタイムス」に
北とぴあで行われる催し物の情報を掲載できるようになります。

より多くの区民の皆さまに
催し物の情報をお届けするために是非ご活用ください。

◆ 催し物情報掲載について（掲載ルー
ルより抜粋）

● 施設の設置目的に沿った催し物であ
り、広く一般利用者・北区民を対象
としているものに限ります。
● 基本的に北とぴあの各ホールで開催
される催し物に限ります。
● 1ヶ月以内に複数回主催する催し物に
ついては、1主催者につき1件の掲載
とします。
（※ただし、同一人が同一の活動で複
数の主催者団体の代表者又は連絡
担当者となっている場合の申込につ
いては、当該複数の主催者を１主催
者とみなします。）

◆掲載できないもの
● 営利を目的とするものの中で、北とぴ
あにおいて販売を行うもの、もしくは
契約行為を行うもの。若しくはこれに
類すると認められるもの、又は当該主
催者団体への加入を強制し今後営利
を目的とする活動につながるおそれの
あるもの
● 個人の活動、又は個人の売名行為と
認められるもの

● 政治若しくは宗教活動に関するもの、

若しくはこれらの活動に類すると認め
られるもの、又は今後政治若しくは宗
教活動につながるおそれのあるもの
● 個人又は団体を誹謗又は中傷するもの
● 特定の個人又は団体の相互連絡の
ためのもの
● 会費、入場料等が他の催し物に比し
て明らかに高額と判断されるもの
● 事実を偽ったもの
● 活動において苦情などのトラブルを生
じたもの
● 別途定める「北とぴあタイムス催し物
情報掲載申込書」（別記第１号様式）
（以下、「申込書」という。）に記載さ
れた代表者又は連絡担当者の電話番
号に電話による連絡が取れないもの
● その他、掲載が妥当でないと北とぴ
あマネジメント共同事業体が判断した
もの

　掲載手続きやご不明な点につきまして
は下記までお気軽に問い合わせください。

北とぴあマネジメント共同事業体
管理事務所　（北とぴあ10階）
TEL 03-5390-1101


