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※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

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

動物と話せるドリトル先生は、名医だが
変わり者。世間から遠ざかり、様々な動

物たちとひっそりと暮らしていた。しかし、若き女王が重い病に倒れ
たと聞き、ドリトル先生は女王を救える唯一の治療法を求めて伝説の島へと冒険の旅に出発する。一緒に行く
仲間は助手のスタビンズ少年と、ドリトル先生が最も信頼する親友である頑固なオウム、臆病なゴリラ、とぼ
けたアヒル、陽気なシロクマ、皮肉屋のダチョウなど個性豊かな動物たち。ほかにもメガネをかけた忠実な
犬や、おしゃべりなキリン、賢くて勇敢なキツネ、昆虫など数多くの生き物が登場！旅の中で明らかとなって
いく、ドリトル先生の過去、国を揺るがす陰謀……物語はめまぐるしく動き出す。

スト ーリー
日本語吹替え版

ドリトル先生と仲間たちが大海原に乗り出す
壮大なアクション・アドベンチャー！!

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　ドームホールシネマ係
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

◆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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◦締　切 ：
◦応募方法 ：

７月31日（土）必着
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。

※1通のご応募で4名様までお申込みいただけます。
※応募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7日（土）までに、はがきにて 

ご連絡いたします。

◦日　時  ： 
 

◦会　場 ：
◦料　金 ： 
 
◦定　員 ：

８月21日（土） ２回上映　上映時間101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）
無料（全席自由）
※一部見えにくいお席がございます。
各回50名（先着順入場）
※ 状況により、定員を制限させていただく場合が

あります。

ドクター・ドリトルドームホールシネマ

◉日　時　：  ９月25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）
◉料　金　：　 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（できれば大・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北とぴあで用意いたします。

◉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　：　９月３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９月10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」に挑戦してみ
ませんか。

和に親しむ「水墨画体験」
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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。

◆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

新しい講座がスタートします！



Papa+Mama’s スクールパパ ママ

※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。

◉日　時　：　７月31日(土)　14:00～16:00
◉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。 

※ 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。
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　：　 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　：　 7月17日（土）必着 

※ご応募の結果は7月24日（土）までにご連絡いたします。

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。

◉日　時　： 9月4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） 

※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　：　 8月13日（金）必着 

※ ご応募の結果は8月20日（金）までにご連絡いたします。
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1.　７月31日（土）　坐禅体験参加希望
または ９月４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　坐禅体験係
または北とぴあ管理事務所　写経体験係
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

写 経体験坐 禅体験

赤ちゃんと遊ぼう
自分を信じ・
人を信じる力を育む
ことばと心のやりとり
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1. Papa+Mama’sスクール参加希望
2. ３人のお名前
3. ３人のお名前のふりがな
4. お子さんの性別
5. お父さんとお母さんの年齢・
　 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/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
Papa+Mama'sスクール係
メール：event@hokutopia.jp

♥日　時　：
♥会　場　：
♥定　員　： 
 

♥講　師　：
 
♥対　象　：
♥参加費　：
♥内　容　：
♥締　切　： 

♥応募方法　：

9月11日（土）　10：00～11：30
第1和室「せきれい」（北とぴあ9階）
８組24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。
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
生後3ヵ月から1歳6ヵ月の乳幼児とその両親（3名1組）
500円　当日会場にて受付時にお支払ください。
講義30分　ワークショップ60分
8月13日（金）必着 
※ ご応募の結果は8月20日（金）までにご連絡いたします。
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。 
※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

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。お父さん、お母さん、赤ちゃんの３人で参加してください。

乳幼児期の
子育てが
大切？

意欲的な
子どもに
育って
欲しいな！

和
に

親
し
む

◆ストレス解消
◆ �集中力を�
鍛える

◆脳の活性化
◆デトックス

★日　時　：  8月9日（月・祝） 
 ①10：30～11：15（小学校低学年以下向け）（10：00受付開始） 
 ②14：00～15：00（小学校高学年以上向け）（13：30受付開始） 
 ※②は２歳以下入場不可。２歳以下のお子様は①にご参加ください。

★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有料。

　　　　　  ※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　：　7月7日（水）　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　：　 ※7/12（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、北区の夏の空を映し出します。
星にまつわるお話しを聞きながら、満天の星のもと、
ゆったりした時間を過ごしませんか。

星空投影会
～北区の夏の空～

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。

◆日　時　：　 ①８月19日（木） ②８月26日（木） 
③９月２日（木） ④９月９日（木） 
全４回　10：00～11：30

◆会　場　：　 多目的ルーム（北とぴあ地下１階）
◆講　師　：　 國枝 優子（弥生会指導員）
◆参加費　：　 2,500円（１人／４回分） 

※ 初回講座の当日会場にて受付時にお支払
いください。

◆内　容　：　 初心者向け。基本的動作を中心に学ん
でいただきます。

◆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） 

※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　：　 ７月30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8月5日（木）までにはがきにてご連絡

いたします。

1.　 「太極拳」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

1.　 ご希望の日時（ひとつだけ） 
記載例：７月31日（土）11時～ 
身体作り運動教室参加希望

2.　お名前（ふりがな）
3.　性別
4.　年齢

※ 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。

5.　 郵便番号、ご住所、必ず連絡がとれる
電話番号

※ 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。

◆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

応募必要事項応募必要事項

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

　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

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

チケット販売窓口については最終面をご確認ください。

♣日時： ７月20日（火） 
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
♣料金： 全席指定：一般3,700円 

未就学児入場不可 
ほくとぴあメンバーズ割引㊒

♣お問合せ： エイフル企画（株） 
03-6240-1052

♣日時： ８月21日（土） 
13：00（開場12：30）

♣会場：北とぴあ　つつじホール
♣出演： 桃月庵白酒
♣料金： 全席指定：一般3,700円 

未就学児入場不可 
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

♣日時： ８月25日（水） 
19：00（開場18：30）

♣会場：北とぴあ　さくらホール
♣出演： 柳家権太楼・三遊亭白鳥・ 

桃月庵白酒
♣料金： 全席指定：一般3,900円 

未就学児入場不可 
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

♣日時： ８月21日（土） 
17：00（開場16：30）

♣会場：北とぴあ　つつじホール
♣出演： 柳家権太楼
♣料金： 全席指定：一般3,700円 

未就学児入場不可 
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　独演会 特撰落語会　桃月庵白酒　独演会

特撰落語会　柳家権太楼　独演会 特撰落語名人会
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健康講座子ども向け体育スクール

「太極拳」「身体作り運動教室（ミライク）」
多目的ルーム
スポーツ講座

この公演は2021年１月26日（火）の振替公演です。

この公演は2021年２月３日（水）の振替公演です。

◆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　多目的ルームスポーツ講座係 
メール：event@hokutopia.jp

★会　場　：　多目的ルーム（北とぴあ地下１階）
★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。
★講　師　：　メガロス インストラクター
★料　金　：　 1,000円（１人１講座）　※当日会場にてお支払いください。
★内　容　：　 こどものバランス、判断力、イメージ、瞬発力、柔軟性の５つの能

力の発達を促進。
★対象・日時　：　★ ３歳～未就学児向け講座　※１回ごとの申込みとなります。 

◦７月31日（土） 11：00～12：00 ※締切　７月19日（月） 
◦８月  ７日（土） 11：00～12：00 ※締切　７月19日（月） 
◦８月28日（土） 11：00～12：00 ※締切　８月  ９日（月）

　　　　　  ★ 小学１～３年生向け講座　※１回ごとの申込みとなります。 
◦７月31日（土） ９：30～10：30 ※締切　７月19日（月） 
◦８月  ７日（土） ９：30～10：30 ※締切　７月19日（月） 
◦８月28日（土） ９：30～10：30 ※締切　８月  ９日（月）

　　　　　  ※保護者のご見学は１名様でお願いいたします。
★応募方法　：　 往復はがきまたはメールで下記必要事項を明記のうえご応募く

ださい。 
※１通で１人、１回のみのお申込みとなります。 
※ご応募の結果は、締切り後１週間以内にはがきにてご連絡いたします。



※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。

〈定員〉　 全面（44名） 
分割利用Ａ面（26名）※壁鏡・手摺バーあり 
分割利用Ｂ面（18名）

〈面積〉　 全面　　　　　214㎡ 
分割利用Ａ面　125㎡ 
分割利用Ｂ面　  89㎡

〈施設備品〉
▪ 有料備品 

音響セット、音響セット追加用ワイヤ
レスマイク、電子ピアノ、 
持込器具電源使用料

▪ 無料備品 
長机８台、椅子28脚、譜面台10本、
卓球台１台

　 室内には男女ロッカールーム及びシャ
ワー室（無料）、飲料自販機、専用男
女トイレがあります。

令和３年４月より北とぴあ地下１階の多目的ルームが全面貸し施設としてご利用いただけるように
なりました。壁鏡や手摺バーが設置されており、バレエ・ダンス等の運動はもちろん、演劇・音楽の
リハーサルやワークショップ、会議等にもご使用いただけます。（一部利用制限があります。）

〈注意事項〉
　室内は土足禁止ですので、室内履きを持参いただくか、設置のスリッパをご使用ください。
　利用料金、利用制限等施設詳細についてはホームページ「施設案内」をご覧ください。
　 尚、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。

　見学希望の方は、事前に１階フロント（TEL03-5390-1100）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

「渋沢×北区　青天を衝け
� 大河ドラマ館」

区民割引入場券　好評発売中

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】 7月12日（月）　9月13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。

　２月20日（土）に北区飛鳥山博物館内にオープンし
た「渋沢×北区　青天を衝け　大河ドラマ館」の入場券を
北とぴあ１階チケット売場にて販売しています。ぜひ
お買い求めください。
※�区内在住の方は、２割引の価格でお買い求めいただ
けます。区内在住を証明できるもの（健康保険証等）
をお持ちください。ご購入は
　お一人様４枚までです。
※�北区以外にお住まいの方も「普通入場
券�大人800円、小人400円」で購入で
きます。

詳細は下記HPをご確認ください。
https://taiga-shibusawa.tokyo

北とぴあでは、北区方針に従い、コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、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。
◎こまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒。
◎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。
◎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や歌唱はご遠慮ください。
◎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。

施設のご利用にあたってお守りいただく事項

マスクの着用

施設利用にあたってのお願い

多目的ルームの貸室利用が
スタートしました！

分割利用も可能です。 ※分割利用時は１団体利用のみ

男性更衣室

屋外側の窓はブラインドを閉めて使用することができます

A面利用時 B面利用時

シャワー室


