
　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

応募
必要事項

1.　『CGアニメーション』参加希望又は
　　『４足歩行ロボット』参加希望
※�1枚のハガキで複数の講座のお申込みはでき
ません。
2.　保護者氏名
3.　お子さまの氏名
4.　ふりがな

5.　性別
6.　お子さまの学年
7.　郵便番号、ご住所、必ず連絡がとれる
　　電話番号
8.　�スマートフォンまたはタブレット端末(CGア
ニメーションで使用)、ノートパソコン(４足
歩行ロボットで使用)の持参　有無

◆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　
ワークショップ事務局

※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 : http : //www.hokutopia.jp/

夏休みは北とぴあに行こう！！

■日　時　：　8月26日（土）10:30～12:00
■会　場　：　ドームホール（北とぴあ6階）
■定　員　：　20組（40名※応募多数の場合は抽選といたします）
■講　師　：　赤塚 大典（電楽倶楽部）
■対　象　：　区内在住・在学の小学生（1年～6年生）とその保護者
■持ち物　：　スマートフォンまたはタブレット端末をお持ちの方はご持参ください。
　　　　　　※持っていなくても参加できます。
■参加費　：　1,500円 ※当日お支払いください
■締　切　：　７月25日(火)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。※ご応

募の結果は8月3日(木)までにはがきにてご連絡いたします。

　コンピュータを使って、自分だけのオリジナルアニメーションをつくろ
う！出来上がったアニメーションはドームホールで上映。作品はインター
ネット上に公開して、自宅でも楽しむことができます。

■講師紹介　：　赤塚 大典（電楽倶楽部）
都立航空工業高等専門学校在籍中から 4輪レーサーを目指すも
断念。蕎麦屋、溶接屋を経てプログラマになる。
2003年IPA未踏ユース (スーパークリエイタ)、2006年IPA未踏
ソフトウェア創造事業に採択。2011年慶應義塾大学大学院政策・
メディア研究科修了
2008年度グッドデザイン賞 (新領域)、2011年慶應義塾大学政
策・メディア研究科磯賞受賞。

■日　時　：　8月26日（土）14：00～16：30
■会　場　：　ドームホール（北とぴあ6階）
■定　員　：　15組（30名※応募多数の場合は抽選といたします）
■講　師　：　山岡 潤一（電楽倶楽部）
■対　象　：　区内在住・在学の小学生（1年～6年生）とその保護者
■持ち物　：　ノートパソコンをお持ちの方はご持参ください
　　　　　　※持っていなくても参加できます。
■参加費　：　5,000円（材料費込） ※当日お支払いください
  　　　　　※当日制作したロボットはお持ち帰りいただけます。
■締　切　：　７月25日(火)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。※ご応

募の結果は8月3日(木)までにはがきにてご連絡いたします。

　ペンやほうきなど、取り付ける足によって歩き方がデザインできるロボッ
トキットを組み立て、プログラミングで自由に動かそう。出来上がったロ
ボットをドームホールの天井に映し出せば、巨大化したロボットの不思議
な空間が広がるよ。

■講師紹介　：　山岡 潤一（電楽倶楽部）
1988年生まれ。研究者、メディアアーティスト
慶應義塾大学特任助教、同大学非常勤講師。
手作業などの創造活動を支援するファブリケーションツールの
開発や、バーチャルリアリティなどに関する研究に従事。
WIRED CREATIVE HACK AWARD2014グランプリ受賞、
TOKYO DESIGNERS WEEK ASIA AWARD2014デザイン部
門準グランプリなど

4足歩行ロボットをプログラミングしよう

電楽倶楽部とは 2016年より活動開始。テクノロジーを使った表現を楽しむためのツールをつくったり、ワークショップなどを行っています。 http://dengaku.club

CGアニメーションをつくろう
夏休み！わくわくワークショップ 

夏休み！わくわくワークショップ 



ドームホール

シネマ

お子様や親子で楽しめるイベントを開催します

　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

応募
必要事項

1.　郵便番号、ご住所
2.　お名前
3.　ふりがな
4.　学校名

5.　学年
6.　�必ず連絡がとれる電話番号
7.　応募のきっかけ

◆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　子ども館長係　

北とぴあ 子ども館長体験夏休み

チャレンジ企画

『北とぴあ』って、どんなところ？
『北とぴあ』の館長って、どんなことをしているのかな？
館長って、大変なの？
夏休み、館長の体験をしてみたい
小学生、集まれ～！

■日　時　：　8月21日（月）9：00～12：00
■場　所　：　北とぴあ管理事務所（北とぴあ10階）
■定　員　：　4名（応募多数の場合は抽選といたします）
■対　象　：　区内在住・在学の小学生（1年～6年生）
■締　切　：　７月28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。　※ご応募の結果は8月3日(木)までにはがきにてご連絡いたします。

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 : http : //www.hokutopia.jp/

◦監督・脚本　：シモーネ・ファン・デュッセルドープ
◦出　演　：ニーノ・デン・ブレイヴ／ホイットニー・フランカー
◦日　時　：9月16日（土）10：30～
　　　　　　※開場は上映時間の30分前からとなります
◦会　場　：ドームホール（北とぴあ６階）
◦料　金　：無料（全席自由）
◦定　員　：�100名（先着順入場）
　　　　　　※一部見えにくいお席がございます。
◦締　切　：8月15日（火）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。
※応募者多数の場合は抽選となります。※1枚のご
応募で4名様までお申込みいただけます。※参加者
のみなさまには8月31日（木）までにはがきにてご
連絡いたします。

かえるくんとマックス
　マックスは６歳。兄のヤーヌスが扁桃腺の手術で入院するため、田舎のおばあちゃんに預けられた。おばあちゃんは病気や怪我した動物
たちの世話をし、特大のパンケーキを焼いてくれる。翌日ヤーヌスを見舞ったマックスは、カエルの卵を持ち帰ることを約束する。カエルの
卵を見つけないとヤーヌスは二度と口がきけなくなると信じて。
途中で知り合った少女ジェシとともに卵探しの冒険に出たマック
ス。原っぱで豚と遊んだり、孤児の少年に牛の乳搾りを教えて
もらったり、森ではキツネやシカと目が合ったり──わくわくす
る出来事の連続。でもいったい、カエルの卵はどこにある？ ふ
たりは見つけることができるのだろうか。

ⓒ Lemming Films B.V.

1.　�9月16日（土）『映画-かえる
くんとマックス』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、返信が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 ドームホールシネマ　係

応募
必要事項

約束を守るための小さな冒険の旅。それは、友情の絆に支えられた最高の夏！



7・8・9月の催し物カレンダー

男女いきいき推進課・スペースゆう：03-3913-0161
北区NPO・ボランティアぷらざ：03-5390-1771
公益社団法人北区シルバー人材センター：03-3908-8400
北区総務課：03-3908-8623　北区防災課：03-3908-8194
北区産業振興課：03-5390-1235

　　期日 催し物 問合せ

８
月

8月20日（日）
イクメン講演会「知っておこう！ パパを楽しむための極意」

男女いきいき推進課
【時間】10：30～12：30【会場】ドームホール（北とぴあ6階）

8月24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】14：30～16：00【会場】901会議室（北とぴあ9階）

8月26日（土）
女性の活躍推進応援塾「ちょこっと起業」（全３回　①）

スペースゆう
【時間】１３：30～１６：30【会場】多目的室AB（北とぴあ5階）

９
月

9月1日（金）、
9月4日（月）～
9月5日（火）、
9月25日（月）～
9月27日（水）

防災体験 in 北とぴあ
北区防災課

【時間】9：30～16：00【会場】区民プラザ（北とぴあ1階）等

9月2日（土）
女性の活躍推進応援塾「ちょこっと起業」（全３回　②）

スペースゆう
【時間】13：30～16：30【会場】多目的室AB（北とぴあ5階）

9月3日（日）
パートナーシップ事業「つなげたい、つづりたい北区の男女共同参画―今に
活かす条例」［参画ネット・ノースヴィレッジゆう］（全２回　①） スペースゆう

【時間】13：30～16：00【会場】多目的室AB（北とぴあ5階）

9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）

9月10日（日）
パートナーシップ事業「つなげたい、つづりたい北区の男女共同参画―今に
活かす条例」［参画ネット・ノースヴィレッジゆう］（全２回　②） スペースゆう

【時間】13：30～16：00【会場】多目的室AB（北とぴあ5階）

9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）

9月16日（土）
女性の活躍推進応援塾「ちょこっと起業」（全３回　③）

スペースゆう
【時間】13：30～16：30【会場】多目的室AB（北とぴあ5階）

9月22日（金）
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23日（土）～
9月24日（日）

第25回北区伝統工芸展（PR展示；凧等の展示）
北区産業振興課

【時間】8：30～22：00【会場】区民プラザ（北とぴあ1階）

　　期日 催し物 問合せ

７
月

7月１日（土）
パートナーシップ事業「わが子と一緒に私も育つ アドラー心理学に学ぶ　ほ
めない、怒らない、勇気づけの子育て法［てとての会］（全２回　①） スペースゆう

【時間】13：00～15：00【会場】多目的室AB（北とぴあ5階）

7月2日（日）
「夏！体験ボランティア2017」参加者説明会

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5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5日（水）～
7月6日（木）

包丁研ぎ 公益社団法人
北区シルバー人材センター【時間】9：00～14：00【会場】東玄関前

7月８日（土）
パートナーシップ事業「わが子と一緒に私も育つ アドラー心理学に学ぶ　ほ
めない、怒らない、勇気づけの子育て法［てとての会］（全２回　②） スペースゆう

【時間】13：00～15：00【会場】多目的室AB（北とぴあ5階）

7月13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15日（土）
ＮＰＯ法人入門講座 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）

7月20日（木）
ワーク・ライフ・バランス実践セミナー「中小企業の現場で生かす『働き方
改革』～仕事と生活の両立にどう取り組むか～」 スペースゆう

【時間】13：30～16：30【会場】多目的室AB（北とぴあ5階）

7月23日（日）
男性のためのコミュニケーション力アップ講座（全２回　①）

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）

7月26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）

７月30日（日）
男性のためのコミュニケーション力アップ講座（全２回　②）

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）

８
月

8月1日（火）～
8月15日（火）

平和祈念モニュメント（平和を願い、鶴を折ってください。）
北区総務課

【時間】8：30～22：00【会場】区民プラザ（北とぴあ1階）

8月2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5日（土）
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】14：00～16：00【会場】ぷらざ会議室（北とぴあ4階）

8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）

　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

応
募
必
要
事
項

1.　  9月16日（土）　坐禅体験参加希望　
又は 10月21日（土）　写経体験参加希望
※�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　坐禅体験　係　
又は北とぴあ管理事務所　写経体験　係
※各講座締切日が異なり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 : http : //www.hokutopia.jp/

北とぴあで“和に親しむ”
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◆日　時　：　9月16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。
◆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　：　8月21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。※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8月31日（木）までにはがきにてご連絡い
たします。

　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る坐禅。ご参
加いただいた方からも、「初めてでも集中できました」「痛いかと思ったけど、意
外と坐れてよかったです」「楽しかった」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21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25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。
　　　　　　※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10月6日（金）までにはがきにてご連絡いたします。

　脳の活性化、デトックスなど様 な々効果があると言われている写経。所
作や写経の意義も丁寧に解説する体験講座です。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。

問合せ

坐禅体験 写経体験



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。

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。

　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　午前9時～午後8時　
※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　午前10時～午後8時　※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28年4月1日より滝野川分庁舎
体育施設受付窓口が北とぴあへ移転
いたしました。
・新規利用登録、登録更新手続き
・体育施設の申込予約、支払
・空開放抽選会
など、体育施設利用のお手続きがで
きるようになりました。ぜひご利用く
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
今年度に実施いたします「さくらホール」の修
繕工事に続きまして、下記の日程で「つつじ
ホール」の修繕工事を行います。引き続きの
工事で、ご利用の皆さまにはご不便をおか
けいたしますが、何卒ご理解のほど、よろ
しくお願い申し上げます。

期間：�平成30年7月1日（日）～
　　　9月30日（日）

注意事項：上記期間中はつつじホールの貸
出し及び使用はできません。詳
しくは北とぴあ施設受付窓口へ
お問い合わせください。

施設受付窓口　TEL�03-5390-1105

つつじホール修繕工事のお知らせ

　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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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
WEB  http://www.hokutopia.jp
MAIL  info@hokutopia.jp

◆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：7/10（月）・9/11（月）　全館休館日：8/13（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1階チケット売り場にてお取扱い中のチケットの一部をご紹介

ドームホールシネマ ３人の歌仲間特撰花形落語会

◦日　時　：�7月17日（月・祝）
　　　　　　【1回目】10:00【2回目】13:30
　　　　　　※開場は各回とも30分前からと
　　　　　　なります
◦会　場　：ドームホール（北とぴあ６階）
◦監督・脚本　：是枝裕和
◦出　演　：�阿部寛／真木よう子／小林聡美

／リリー・フランキー／池松壮亮
／吉澤太陽／橋爪功／樹木希林
　ほか

◦料　金　：全席自由　500円（税込）
　　　　　　※未就学児不可
◦定　員　：�各回 100名（先着順入場）
　　　　　　※一部見えにくいお席がございます
◦お問合せ　：�北とぴあマネジメント共同事業体 

TEL03-5390-1101

海よりもまだ深く

ⓒ 2016 フジテレビジョン バンダイビジュアル AOI Pro. ギャガ

◦日　時　：7月18日（火）
　　　　　　19：00（開場18：30）
◦会　場　：つつじホール（北とぴあ3階）
◦出　演　：�古今亭菊之丞／桃月庵白酒／
　　　　　　桂宮治
◦料　金　：全席指定　3,200円（税込）

（ほくとぴあメンバーズ　2，880円）
　　　　　　※未就学児不可
◦お問合せ　：�エイフル企画株式会社

TEL03-6240-1052

古今亭菊之丞・桃月庵白酒・桂宮治

◦日　時　：8月23日（水）
　　　　　　15:00（開場14：30）
◦会　場　：つつじホール（北とぴあ3階）
◦出　演　：�内藤やす子／クミコ／日野美歌
◦料　金　：全席指定　4,200円（税込）

（区民・ほくとぴあメンバーズ
3，780円）

　　　　　　※未就学児不可
◦お問合せ　：�エフ・エー・ブイ 
　　　　　　TEL03-3263-6612

★7/23（日）15：00～
演奏者　鈴木　由帆
曲　目　 C.サン＝サーンス作曲（Ｅ.メルニコヴァ編曲）：

組曲〈動物の謝肉祭〉より「象」「化石」「白鳥」ほか
★8/27（日）12：30～
演奏者　野田　美香
曲　目　 Ｊ.Ｓ.バッハ：前奏曲とフーガニ短調ＢＷＶ

539ほか
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


