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応
募
必
要
事
項

1.�バックヤードツアー参加希望
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下さい。
※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。

◆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
メール：event@hokutopia.jp

　国内外のコンサートで活動さ
れている伊賀あゆみさんによる
楽しいお話と、素晴らしい演奏を
お楽しみください！
曲目 ショパン：小犬のワルツ、ベートーヴェ
ン：月光ソナタ、ドビュッシー：月の光　他

　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/

　真面目で、理屈っぽく
て、おっちょこちょい、そ

んな典子（黒木華）は母からお茶を習うことを勧められ、
気のない返事をしていたが、お茶を習うことに乗り気
になったいとこの美智子（多部未華子）に誘われるがま
ま、「タダモノじゃない」と噂の武田のおばさん（樹木希
林）のもとでお茶を習うことになった。20歳の春だった。
　見たことも聞いたこともない「決まりごと」だらけのお
茶の世界に触れた典子は、それから20年以上にわたり
武田先生のもとに通うこととなり、就職の挫折、失恋、
大切な人との別れ、そんな経験の中でお茶や人生にお
ける大事なことに気がついていく。

スト ーリー日
にち

日
にち

是
これ

好
こう

日
じつ

© 2018「日日是好日」製作委員会

◆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

◦原　作 ：
◦監督・脚本 ：
◦出　演 ：
◦日　時  ：

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

森下典子
大森立嗣
黒木華、樹木希林、多部未華子、原田麻由、川村紗也、滝沢恵、山下美月 他
2月29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：100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

1月11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）
※ 1/20（月・臨時休館日）は10：00～18：00

　北区の産業の発展と区民の文化水準の高揚を目的として建設
され、北区のシンボルとしても親しまれている「北とぴあ」。館内
には多彩な施設を持ち1300席のさくらホール、402席のつつじ
ホール、平床で多目的スペースの飛鳥ホールや展示ホール、各
種会議室、研修室、音楽スタジオ、多目的ルーム等があります。
　普段はなかなか知ることができない北とぴあの「裏側」を北とぴ
あスタッフがご案内いたします！また、ホールでの影アナウンス（場
内アナウンス）も体験できます ！

知られざる北とぴあの裏側！
北とぴあバックヤードツアー！

◆日　時�： 2月8日（土）10：00～12：00
◆会　場�：�北とぴあ
◆定　員�：�10名（お申込み多数の場合は抽選となります）
◆講　師�： 北とぴあマネジメント共同事業体 スタッフ
◆参加費：　�無料（当日は歩きやすい服装でお越しくださ

い。）
◆締　切�： 1月17日（金）必着
◆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。
※1通で2名様までご応募いただけます。
※ご応募の結果は1月24日(金)までにご連絡いたします。

♬日　時�： 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
♬演　奏�： 伊賀あゆみ
♬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

◆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

第 1 部出演者決定 !

　「世界のピアノ御三家」と言われる「スタイン
ウェイ」と「ベーゼンドルファー」を自由に弾き比
べ・聴き比べしていただくコンサートです！

響き体験
コンサート 

 ～ピアノの弾き比べ・聴き比べ～

観覧
無料

第 5 回

ドームホールシネマ

伊賀あゆみ



　 

　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。

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： 1月11日（土）13：30
（開場13：00）

♥会場：北とぴあ　ドームホール
♥語り：北原久仁香、白石瑞子
♥料金： 自由席：2,800円　高校生以

下：500円
ほくとぴあメンバーズ割引㊒
北区民割引㊒

♥お問合せ：北原久仁香
090-4433-5434
katarito_wagaku@
yahoo.co.jp

♥日時： 3月21日（土）
15：00（開場14：10）

♥会場：北とぴあ　さくらホール
♥出演： 三澤洋史（指揮）、畑儀文（福

音史家）、小森輝彦（イエス）、
國光ともこ（Sop.）、清水華
澄（Alt.）、鈴木准（Ten.）、萩
原潤（Bas.）

♥料金： 自由席：4,000円
♥お問合せ：東京バロック・

スコラーズ
090-6034-2138

♥日時： 1月14日（火）
14：30（開場14：00）

♥会場：北とぴあ　つつじホール
♥出演：中西りえ、水城なつみ、

徳永ゆうき
♥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）

２１世紀のバッハ
東京バロック・スコラーズ

徳永ゆうき

中西りえ 水城なつみ

かつてのプラネタリウムで浸る
日本近代文学二大巨星の魅力

～伝統的な技術を現代に活かす工夫～
北区伝統工芸 江戸表具の世界

北 区 の 魅 力 再 発 見！

　北区浮間で江戸表具の作品作りに取り組む我妻雅之さんにその魅力を紹
介いただき、実際にL判写真を飾る「からくり屏風」を製作します。

1.　「江戸表具の世界」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。

◆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
メール：event@hokutopia.jp

応募必要事項

◆日　時　： 2月22日（土）10：00～11：30
◆会　場　：　601会議室（北とぴあ6階）
◆定　員　：　�10名（お申込み多数の場合は

抽選となります）
◆講　師　：　�我妻雅之　東京都伝統工芸

士、東京マイスター、北区伝
統工芸保存会会員

◆参加費　：　�500円　当日会場にて受付
時にお支払いください。

◆締　切　：　1月31日（金）必着
◆応募方法　：　�往復はがき又はメールに必要

事項（下記参照）を明記のうえ
ご応募ください。

※ ご応募の結果は2月7日（金）までに、はが
きにてご連絡いたします。

３人の歌仲間２9
中西りえ・水城なつみ・徳永ゆうき

星になった二人
－語り＜芥川龍之介＆太宰治作品＞－

第１６回
演奏会

♥日時： 2月26日（水）
14：00（開場13：30）

♥会場：北とぴあ　つつじホール
♥出演： 藤原歌劇団、二期会所属の

若手オペラ歌手
※客席参加型コンサート

♥料金： 自由席：1,000円
（初回特別料金）

♥お問合せ：（株）ミラーコロ
音楽事務所
042-201-3325

楽しく歌おう！
日本の歌in王子

歌とサイエンストークで
つづる星空コンサート

ステラ・マリーノの星空ショータイム

　北とぴあで好評の星と音
楽のコラボレーションイベ
ントを開催します！
　プラネタリウム解説員に
よる星や宇宙のお話と、星
にまつわる音楽や星のもの
がたりで織りなす星空コン
サートをお楽しみください。

北 と ぴ あ ド ー ム ホ ー ル 鑑 賞 公 演

◆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/

★日　時　： 3月8日（日）14:00～16:00
（13：30開場）

★会　場　：　ドームホール（北とぴあ6階）
★定　員　：　�120名（全席自由・先着順入場）
★出　演　：　�坪内重樹（ステラ・マリーノ／サイエンストーク）、おのまり（ステラ・マ

リーノ／歌と朗読）、他
★料　金　：　�一般1,000円　高校生以下500円
★チケット
　発売日　：　1月19日（日）10：00～

※当日、席に余裕が出た場合、当日券を販売する場合があります。
★チケット
　取扱い　：　�北とぴあ1階チケット販売窓口（10：00～20：00）

※1/20（月・臨時休館日）は10：00～18：00
※高校生以下の方は年齢のわかるものをお持ちください。　※当日は先着順にご
入場いただきます。　※一部見えにくいお席がございます。

我妻雅之

「からくり屏風」



1・2・3月の催し物カレンダー
期日 催し物 問合せ

3
月

3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）

3月6日（金）
いきいきサポーターの集い

北区NPO・
ボランティアぷらざ

【時間】13:30～15:30　【会場】飛鳥ホール

3月7日（土）
連続講座「ラグビーW杯大会ボランティア経験者の声」

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）

3月7日（土）

スペースゆうパートナーシップ事業　
未来を拓くことば　晶子もみすゞ もらいてうも
～大正琴の演奏を交えて～パートⅢ

スペースゆう
【時間】14:00～15:30　
【会場】スペースゆう多目的室AB（北とぴあ5階）

3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）

3月21日（土）
ぷらざ劇場「元気deおわん猫」

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）

3月28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）

期日 催し物 問合せ

1
・
2
月

1月8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

1月9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）

1月11日（土）
ぷらざ劇場「新春寄席」 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）

1月22日（水）
NPO法人入門講座 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）

1月31日（金）

～

2月7日（金）

北区立小学校児童科学展優秀作品展示 北区教育振興部
教育指導課【時間】8：30～22：00　【会場】区民プラザ（北とぴあ1階）

2
月

2月1日（土）
連続講座「グローバルマナーとおもてなしの心」 北区NPO・

ボランティアぷらざ【時間】14:00～16:00　【会場】第1研修室

2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）

2月7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

2月8日（土）
ぷらざ劇場「ねこの手によるおはなしと音楽のコラボライブ」 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）

2月12日（水）
パートタイマーの働き方はどう変わる？
～働き方改革時代に自分らしく働くためのヒント 北区総務部多様性

社会推進課
【時間】14:00～16:00　【会場】第2研修室（北とぴあ7階）

2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）

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。

スペースゆう：TEL 03-3913-0161
北区NPO・ボランティアぷらざ：TEL 03-5390-1771
北区教育振興部教育指導課：TEL 03-3908-9287
北区総務部多様性社会推進課：TEL 03-3913-0161

問合せ

応
募
必
要
事
項

1.　避難訓練コンサート参加希望
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　
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/

♥日　時　： 3月29日(日)14:00～16:00(13:30開場)　
※避難訓練含む

♥会　場　：　さくらホール（北とぴあ2階）
♥料　金　：　入場無料（要申込）定員200名　※3歳以下入場不可
♥出　演　：　伊賀あゆみ＆山口雅敏デュオ
♥演　奏
　予定曲　：　

ハチャトゥリアン:剣の舞　ブラームス:ハンガリー舞曲第5番
ファリャ:火祭りの踊り  他

♥締　切　：　2月28日（金）必着
♥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。
※1通で4名様までご応募いただけます。
※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3月6日（金）までに、はがき又はメールにてご連絡いたします。

▲伊賀あゆみ&山口雅敏デュオ
超絶技巧を駆使したオリジナル編曲や、手の
交差や体の動きも楽しめる作品、世界初演曲
を中心に演奏し、“進化系デュオ”と呼ばれる。
国内のみならず、モスクワやポーランドでも
公演を行う。これまでに、世界初演を多数含
む3枚のCDをリリース。

第3回避難訓練コンサート
もしもコンサート中に地震が発生したら…！？
　昨年度大変好評をいただいた、避難訓練コンサート
を今年度も実施いたします！
　コンサート中の地震を想定し、出演者やお客様にも
ご参加いただき避難訓練を行います。
　いつ襲ってくるかわからない、いざという時に備え
て楽しみながら防災意識を高めることができる、参加
型の避難訓練コンサートを体験してみませんか？
　コンサート中に地震による火災が発生したと想定し、
職員の指示に従い、実際にお客様に避難をしていただ
きます。避難訓練終了後はお席にお戻りいただき、コ
ンサートの続きをお楽しみいただきます。

避難訓練コンサートを
体験してみませんか？

楽しみながら防災意識を
高めることができます。



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。

◦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】 1月20日（月）  3月9日（月）
【全 館 休 館 日】 2月9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。

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。

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。
★1月26日（日）15：00～
演奏者　花澤　絢子
曲　目　J.�パッヘルベル：シャコンヌ�ヘ短調　他
★2月23日（日）15：00～ 
演奏者　 長田　真実
曲　目　 J.S.�バッハ：協奏曲�ニ長調�BWV972　他
★3月22日（日）15：00～
演奏者　東方　理紗
曲　目　 J.S.�バッハ：前奏曲とフーガ�ト長調

BWＶ541　他
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

北とぴあ館内トイレ洋式化工事中です。
ベビーチェアや便座クリーナーも設置さ
れ快適なトイレにリニューアルします。

館内トイレリニューアル中です！

応
募
必
要
事
項

1.　�北とぴあカラダづくり講座参加希望 又は  
北とぴあ美術体験講座参加希望

※ 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 北とぴあカラダづくり講座参加希望 係　
又は北とぴあ管理事務所 美術体験講座参加希望 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/

北とぴあ カラダづくり講座

◆日　時　： ①3月12日（木）　②3月19日（木）
全2回　10:00～11:00

◆会　場　：　北とぴあ 地下1階　多目的ルーム
◆講　師　：　�國枝 優子（弥生会指導員）
◆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）
◆服　装　：　�上下共に体をしめつけない服装で

ご参加ください。
◆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　：　�2月17日（月）必着
◆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通で2名様までご応募いただけます。 ※ご応募の結果は2月25日(火)までに 

はがきにてご連絡いたします。

　太極拳はそのゆっくりとした動作や体重移動により、足腰の筋力や体幹を鍛
えるのに非常に優れた健康運動で、転倒防止に繋がる効果が期待できます。
　初めて太極拳に触れる方はもちろん、介護予防に興味のある方、どなたで
もご参加いただけます。
　北とぴあで太極拳に挑戦して、血の巡りや気の巡りをよくして心身を整えて
みませんか？

介護予防のためのやさしい健康太極拳

◆日　時　： 3月15日(日)　10:00～11:30
◆会　場　：　北とぴあ 6階　ドームホール
◆講　師　：　�いのうえ くみ
◆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）
◆対　象　：　�小学生以上
◆定　員　：　�20名（応募多数の場合は抽選と

なります）
◆締　切　：　�2月21日(金)必着
◆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通で2名様までご応募いただけます。 ※ご応募の結果は2月28日(金)までに 

はがきにてご連絡いたします。

 サンキャッチャーとは、先端のクリスタルガラスが太陽の光をプリズムのよう
に反射することで虹色の光の粒をキラキラとお部屋に運んでくれる、今SNS
等でも話題の虹と光のインテリアグッズです。
　自分で選んだビーズを組み合わせて世界に一つだけのサンキャッチャーをつ
くった後、暗くしたドームホールにサンキャッチャーのきらめきで虹のプラネタ
リウムをつくってみませんか？

北とぴあ 美術体験講座

サンキャッチャーで
虹のプラネタリウムをつくろう！

講座内で
作成した

サンキャ
ッチャー

は

お持ち帰
りいただ

けます。


