
https://www.hokutopia.jp

19

2019

10 12

　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

※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 : https : //www.hokutopia.jp/

◦監　督 ：
◦出　演 ：
◦日　時  ：

◦会　場 ：
◦料　金 ：
◦定　員 ：
◦チケット
   発売日 ：
◦チケット
   取扱い ：

◆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　WEB：https://www.hokutopia.jp

ウィル・グラック
クワベンジャネ・ウォレス　他
11月30日（土）【1回目】10：00開演　【2回目】14：00開演
※開場は上映時間の30分前からとなります　上映時間：118分
ドームホール（北とぴあ6階）
500円（全席自由） ※一部見えにくいお席がございます。
各回100名（先着順入場）  ※未就学児入場不可

10月12日（土）10：00～　※ 席に余裕が出た場合、当日券を
販売する場合があります。

北とぴあ1階チケット販売窓口（10：00～20：00）
※ 11/11（月・臨時休館日）は10：00～18：00

　ニューヨーク、マンハッタン。携帯電話会社のCEOでNY
市長候補のスタックス（ジェイミー・フォックス）は選挙キャン

ペーン中、車にはねられそうになった少女を偶然助ける。その少女の名前はアニー。4
歳の頃、レストランに置き去りにされ、今は、横暴なハニガン（キャメロン・ディアス）が
営む施設で暮らしている。10歳になるアニーは、毎週金曜日の夜、そのレストランの前
で迎えにくるはずのない両親を待ち続けていた。スタックスはそんなアニーの境遇を選
挙戦に利用しよう考え、彼女を引き取り、超高層ビルのペントハウスで一緒に暮らし始め
る。アニーも自分が有名になれば両親が名乗り出てくるかも知れないと考え、スタックス
の選挙戦を利用し、協力するが、次第にふたりの心に絆がめばえていき・・・。
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ANNIE /アニー
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ドームホールシネマ

♬日　時 ： 2020年1月25日（土）
11：00～17：00（10：30開場）

♬会　場 ： さくらホール（北とぴあ2階）
♬入場料 ： 無料・全席自由（1階席のみ）・出入り自由
♬第1部 ： 11：00～12：30

実演！弾き比べ・聴き比べコンサート
♬休　憩 ： 12：30～13：00
♬第2部：　13：00～17：00

みんなでつなぐ！弾き比べ・聴き比べリレーコンサート
　当日は一般参加の演奏者の皆さんが、下記のよう
に15分ずつの出演時間内でミニコンサートを行う、リ
レースタイルのコンサート。

　※お一人で2台の弾き比べをされる方、連弾をされる方
等さまざまなリレーコンサートをお楽しみください。

（1番目の演奏者） ▶13：00～13：15
（2番目の演奏者） ▶13：15～13：30
　　　　　　　　 　 …

（最終演奏者）　　▶16：45～17：00（予定）

 　「世界のピアノ御三家」と言われるピアノのうち「スタインウェイ」と「ベーゼンド
ルファー」の2台のグランドピアノを所有する北とぴあを、より身近に感じていた
だく機会として2台のピアノを自由に弾き比べ・聴き比べしていただき、ご好評
をいただいたコンサートを今年度も開催することとなりました！

響き体験コンサート  第5 回

 ～ピアノの弾き比べ・聴き比べ～ 観覧
無料

　第5回響き体験コンサート～ピアノの弾き比べ・聴き比べ～第
2部『みんなでつなぐ！　弾き比べ・聴き比べリレーコンサート』
の出演者を募集いたします！
　2台の音色の違いや響きを堪能するとともに、日頃の皆さん
の演奏活動の成果を北とぴあさくらホールのステージでミニコ
ンサートとして発表するチャンス！　演奏曲はクラシック、ジャ
ズ、ポップスなどジャンルは問いません。

▼▼▼ 演奏者募集のお知らせ ▼▼▼

◆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
WEB：https://www.hokutopia.jp

【募集要項】
◉参加費 ： 無料
◉参加条件等
・ コンサート当日及び、以下の日程にご参加いただける方

リハーサル・個別説明（さくらホール）
12月14日（土）または　2020年1月18日（土）　※時間未定

・出演者各自の出演時間は、セッティングから撤収まで15分以内とし
ます。

・出演者の責任において、必要な搬出入／セッティング／撤収までを行
なっていただきます。

・出演順は北とぴあ側で決定させていただきます。
・18歳未満の方のご出演には、保護者の同意が必要となります。
・未就学児の方が出演を希望される場合は、保護者の同伴が必須と

なります。
◉締切 ： 11月22日（金）必着締切。ご応募の結果は11月29日（金）まで

にご連絡いたします。
◉応募方法

専用申込用紙にてご応募ください。
専用申込用紙は北とぴあホームページ（https://www.hokutopia.
jp/）からダウンロードいただけます。また北とぴあ1階フロントでも
専用申込用紙をご用意しております。

◉宛先 〒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

 FAX：03-5390-1409　メール：event@hokutopia.jp



３人の歌仲間２７
門倉有希・大城バネサ・おかゆ

　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

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　： 12月14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（お申込み多数の場合は抽選となります）
♥講　師　：　米本　昌子（東京都北区子ども感動コミュニティ機構  理事）
♥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　当日会場にて受付時にお支払ください。
♥締　切　：　11月22日（金）必着締切
♥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29日（金）までにはがきにてご連絡いたします。

 柳家さん喬

チケット販売窓口については最終面をご確認ください。

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

◆日時： 11月7日（木）
19：00（開場18：30）

◆会場：北とぴあ　つつじホール
◆出演： 柳家さん喬
◆料金： 指定席：3,500円

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： 12月2日（月）
14：30（開場14：00）

◆会場：北とぴあ　つつじホール
◆出演：川野夏美、椎名佐千子、

森山愛子
◆料金： 指定席：5,200円

ほくとぴあメンバーズ割引㊒
北区民割引㊒

◆お問合せ：エフ・エー・ブイ
03-3263-6612

（平日11：00～17：00）

◆日時： 10月23日（水）
18：30（開場18：00）

◆会場：北とぴあ　つつじホール
◆出演： 高橋エミ、

古都清乃（友情出演）
◆料金： 指定席：4,000円

ほくとぴあメンバーズ割引㊒
◆お問合せ：高橋エミ

公演実行委員会
03-3927-8909

◆日時： 10月29日（火）
14：30（開場14：00）

◆会場：北とぴあ　つつじホール
◆出演：門倉有希、大城バネサ、

おかゆ
◆料金： 指定席：5,200円

ほくとぴあメンバーズ割引㊒
北区民割引㊒

◆お問合せ：エフ・エー・ブイ
03-3263-6612

（平日11：00～17：00）

乳幼児期の子育てが思春期に現れるの？
子どもに大切な基本的信頼感・
自己肯定感を育てる

　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。

Papa ＋
Mama's
スクール

パパ＋ママ

意欲的な
子どもに
育って欲しいな！

乳幼児期の子
育てが大切？

高橋エミ
コンサート

特撰落語会
柳家さん喬独演会

３人の歌仲間２8
川野夏美・椎名佐千子・森山愛子

高橋エミ

おかゆ

門倉有希 大城バネサ

森山愛子

川野夏美 椎名佐千子

応
募
必
要
事
項

1. Papa+Mama’sスクール参加希望
2. お二人のお名前
3. お二人のふりがな
4. お子さんの性別
5. お父さんまたはお母さんの年齢・
　 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
〒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
メール：event@hokutopia.jp



10・11・12月の催し物カレンダー
期日 催し物 問合せ

11
月

11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）

11月16日（土）
女性の活躍推進応援塾　キャリアアップ支援セミナー　第2回

北区スペースゆう
【時間】9:45～11:45　【会場】スペースゆう多目的室AB（北とぴあ5階）

11月16日（土）
ぷらざ劇場　津軽三味線他 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】14:00～15:00　【会場】ぷらざサロンコーナー（北とぴあ４階）

11月17日（日）
DV理解基礎講座

北区スペースゆう
【時間】14:00～16:00　【会場】スペースゆう多目的室AB（北とぴあ5階）

11月19日（火）
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）

12
月

12月1日（日）
男性の立場から取り組むDVのない地域づくり

北区スペースゆう
【時間】13:30～15:30　【会場】スペースゆう多目的室AB（北とぴあ5階）

12月4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）

12月5日（木）
ワーク・ライフ・バランス講演会

北区スペースゆう
【時間】14:00～15:30　【会場】ドームホール（北とぴあ6階）

12月9日（月）

～

12月20日（金）

第10回税に関する絵はがきコンクール展示（表彰作品20点） 公益社団法人
王子法人会【時間】8：30～22：00　【会場】区民プラザ（北とぴあ1階）

12月12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）

12月21日（土）
ぷらざ劇場「昭和歌謡コンサート」（仮題） 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】14：00～16：00　【会場】ぷらざサロンコーナー（北とぴあ4階）

12月24日（火）
人権講演会

多様性社会推進課
【時間】14:00～15:30　【会場】つつじホール（北とぴあ2階）

期日 催し物 問合せ

10
月

10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）

10月9日（水）
女性の活躍推進応援塾　再就職支援セミナー　第1日目

北区スペースゆう
【時間】10：00～12：00　【会場】スペースゆう多目的室AB（北とぴあ5階）

10月10日（木）
女性の活躍推進応援塾　再就職支援セミナー　第2日目

北区スペースゆう
【時間】10:00～12:00　【会場】スペースゆう多目的室AB（北とぴあ5階）

10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）

10月10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）

10月12日（土）
さんかく大学（全5回）　第3回　

「都合のいい女」にならない働き方とは 北区スペースゆう
【時間】14:00～16:00　【会場】スペースゆう多目的室AB（北とぴあ5階）

10月19日（土）
さんかく大学（全5回）　第4回　妊娠、出産を考える

北区スペースゆう
【時間】14:00～16:00　【会場】スペースゆう多目的室AB（北とぴあ5階）

10月26日（土）
さんかく大学（全5回）　第5回　“私の幸せ”を考えてみませんか

北区スペースゆう
【時間】14：00～16：00　【会場】スペースゆう多目的室AB（北とぴあ5階）

10月30日（水）
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】19：00～21：00　【会場】ぷらざ会議室（北とぴあ4階）

11
月

11月3日（日）
パートナーシップ事業（企画・運営：NPO法人ジェンダーイコール）

北区スペースゆう
【時間】14:00～16:00　【会場】スペースゆう多目的室AB（北とぴあ5階）

11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）

11月9日（土）
女性の活躍推進応援塾　キャリアアップ支援セミナー　第1回

北区スペースゆう
【時間】9:45～11:45　【会場】スペースゆう多目的室AB（北とぴあ5階）

11月10日（日）
パートナーシップ事業（企画・運営：Rainbow Tokyo 北区）

北区スペースゆう
【時間】14:30～16:30　【会場】ドームホール（北とぴあ6階）

北区・北区NPO・ボランティアぷらざが北とぴあで実施するイベントとなります。

北区スペースゆう：TEL 03-3913-0161
北区総務部多様性社会推進課：TEL 03-3913-0161
北区NPO・ボランティアぷらざ：TEL 03-5390-1771
公益社団法人王子法人会：TEL 03-5390-1112

問合せ

　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ている坐禅。講座で
は講義や30分程度の坐禅を2回行います。ご参加いただいた方からも、「坐禅
入門として非常にわかりやすかった」「痛いかと思ったけど、意外と坐れてよかった
です」「普段持てない時を過ごせた」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　：　2020年2月1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。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　：　28名（応募多数の場合は抽選となります）
◉締　切　：　2019年12月27日（金）必着締切
◉応募方法　：　往復はがき又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2020年1
月10日（金）までにはがき又はメールにてご連絡いたします。

◉日　時　： 2020年1月25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　：　2019年12月27日（金）必着締切
◉応募方法　：　往復はがき又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2020年
1月10日（金）までにはがき又はメールにてご連絡いたします。

　脳の活性化、デトックスなど様々な効果があると言われている写経。初
めて体験される方も安心な、所作や写経の意義も丁寧に解説する体験講
座です。写経は続けることが理解を深める秘訣ですので、リピーターの方も
歓迎です。北とぴあで写経に挑戦してみませんか。

写経体験

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。

応
募
必
要
事
項

1.　2020年1月25日（土）　写経体験参加希望　
又は 2020年2月1日（土）　坐禅体験参加希望
※ 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　写経体験　係　
又は北とぴあ管理事務所　坐禅体験　係
メール ： event@hokutopia.jp

◆主催◆  北とぴあマネジメント共同事業体　お問い合わせ ： TEL  03-5390-1101　WEB ： https://www.hokutopia.jp/

坐禅体験和
に
親
し
む

◆脳の活性化
◆デトックス

◆ストレス解消
◆集中力を鍛える



北区産業振興課 消費生活センター☎03-5390-1239お問合せ

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30年4月1日より、スポーツ施設
の受付時間が変更となりました。

変更前　9：00～20：00
▼
変更後　9：00～19：00
（18：30が最終受付時間）

※予約・取消・支払は20：00まで
また一部スポーツ施設の施設利用料が
変更になります。
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
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

　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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〒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

※メールアドレスが変更になりました。
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】 11月11日（月）  12月28日（土）
【年末年始休館日】 12月29日（日）～2020年1月3日（金）
※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。

2020年（令和2年）1月の抽
選会は1月5日（日）となります。

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。
★10月27日（日）15：00～
演奏者　三上�郁代
曲　目　J.S.バッハ�：幻想曲とフーガ�ト短調�BWV542�ほか
※パイプオルガン演奏会に続けて音楽祭プレ・イベントがあります
★11月24日（日）15：00～ 
演奏者　 原田�真侑
曲　目　 A.�P.�F.�ボエリー：ファンタジーとフーガ�変ロ長調�ほか
★12月22日（日）15：00～
演奏者　野田�美香、柳澤�文子
曲　目　 未定

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

北とぴあ1階には、授乳やおむつ替えが
できる「赤ちゃん休憩室」があります。
8：30～22：00まで、無料でご利用いただ
けます。北とぴあへお越しの際は是非ご
利用ください。

赤ちゃん休憩室を
ご利用ください

消費者団体や協賛団体が、
日常生活に役立つ情報を展示し、

活動の成果を発表します。
ステージでは悪質商法の手口や対処方法を

漫才と落語で楽しくお伝えします。
おみやげ付きクイズスタンプラリーも

お楽しみください。

消費生活フェア
第47回北区消費生活展

～私たちのくらし inきたく～

▶実習コーナー
手すきはがきづくり、小物づくり（有料）
さき布機織体験、カーレット体験、
傘の修理（有料）、おもちゃの修理（一部実費あり）

▶販 売：手作り小物、杏、焼菓子、喫茶コーナー

　11：00～11：20　寄席（落語）【なるほど！これぞ「だまし」のテクニック】
　11：25～11：45　寄席（漫才）【「安心してください」には要注意！！】
　12：30～12：50　イスに座ってできるタオル体操
　13：00～13：20　北区ピアニカアンサンブル
　13：30～14：30　着物リフォームファッションショー
　14：40～15：10　南京玉すだれ

令 和 元 年 ！

ステージスケジュール
安心して
ください？

要注意！！

【日　 時】：11月30日(土)　10：00～15：30
【場　 所】：飛鳥ホール（北とぴあ13階）


