
別表１　　　　　北とぴあホール事業実施状況内訳

公演名 公演日 入場料（円） 販売数（枚） 入場者（名） 　　　　　　　　内　　　　　　容　　　　　　等

北区民オーケストラ 平成20年5月18日（日） 自由　1,000 915 661 ＜出演＞ 指揮　迫昭嘉、管弦楽　北区民オーケストラ

第22回定期演奏会 北とぴあさくらホール ＜曲目＞ ドビュッシー　牧神の午後への前奏曲

プーランク　　バレエ組曲「牝鹿」、ベルリオーズ　幻想交響曲

第17回北とぴあ能 平成20年5月31日（土） 一般　3,000 430 463 ＜出演＞ 櫻間金記、粟谷能夫、野村万蔵、浅井文義、鈴木諷矢、殿田謙吉　ほか

北とぴあさくらホール 小学生1,500 ＜演目＞ 仕舞「二人静」、狂言「仏師」、能「鞍馬天狗」

セット券

4,000

北区民混声合唱団 平成20年6月15日（日） 自由　1,000 480 388 ＜出演＞ 指揮　名島啓太、ピアノ　高橋典子　合唱　北区民混声合唱団

第18回定期演奏会 北とぴあさくらホール ＜曲目＞ 「翼をください」「いつも何度でも」「島唄」「方舟」　

混声合唱とピアノのためのなぎさ道（北区文化振興財団委嘱作品集）  ほか

第20回 平成20年6月21日（土） 指定　3,000 390 374 ＜出演・ 鈴々舎馬風「男の井戸端会議～峠の唄」、毒蝮三太夫、柳亭市馬「片棒」、

きたくなるまち区民寄席 北とぴあつつじホール 演目＞ 東京ボーイズ、五街道弥助「鮑のし」、昔々亭Ａ太郎「子ほめ」

松竹大歌舞伎 平成20年7月2日（水） Ｓ席　5,000 737 764 ＜出演＞ 中村錦之助、中村梅玉、中村東蔵、中村松江、中村梅枝

（２回公演） 北とぴあさくらホール Ａ席　4,000 ＜演目＞ 一、橋弁慶

二、二代目中村錦之助襲名披露　口上

三、彦山権現誓助剱　毛谷村

四、神田祭　清元連中

中国雑技団～ｽｰﾊﾟｰ雑技～ 平成20年7月19日（土） 一般　4,000 760 770 ＜出演＞ 中国雑技団

北とぴあさくらホール ﾍﾟｱ券 7,000

音楽の絵本 平成20年8月14日（木） 一般　1,500 1,187 1,137 ＜出演＞ ズーラシアンブラス、弦(つる)うさぎ、ことふえパピヨン

親子のためのｸﾗｼｯｸｺﾝｻｰﾄ 北とぴあさくらホール 子供　　500 ＜曲目＞ 剣の舞、踊り明かそう、花のワルツ、ロンドンデリーの歌、魔女の宅急便

静かな湖畔、ルパン三世　ほか

フォーク･ジャンボリー･ 平成20年12月6日（土） 指定　5,000 747 738 ＜出演＞ ばんばひろふみ、杉田二郎、因幡晃

スペシャル2008 北とぴあさくらホール ＜曲目＞ 「いちご白書」をもう一度、戦争を知らない子供たち、わかって下さい、

SACHIKO、ANAK(息子)、忍冬（すいかずら)　　ほか

クリスマス・サロンコンサート 平成20年12月21日（日） 自由　3,500 146 145 ＜出演＞ ｿﾌﾟﾗﾉ　宇佐美瑠璃、針生美智子、北條聖子　　ｱﾙﾄ　木月京子　　

オペレッタ・ファンタジー 北とぴあ飛鳥ホール ﾃﾉｰﾙ　平田孝二、武井基治　ﾋﾟｱﾉ　柳津昇子　ｳﾞｧｲｵﾘﾝ　和田歌子

北区下町モダアン ＜曲目＞ 恋はやさしい野辺の花よ、月のお城、ヴォルフガング湖畔の白馬亭　　ほか
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公演名 公演日 入場料（円） 販売数（枚） 入場者（名） 　　　　　　　　内　　　　　　容　　　　　　等

北とぴあクラシックス「虹色の瞬間」 平成21年1月28日（水） Ｓ席　4,000 1,222 1,204 ＜出演＞ ｳﾞｧｲｵﾘﾝ　高嶋ちさ子、12人のヴァイオリニスト　　尺八　藤原道山

高嶋ちさ子 北とぴあさくらホール Ａ席　3,000 チェロ　古川展生、ピアノ　藤満健、ｳﾞｫｰｶﾙ　中西圭三

　　　12人のｳﾞｧｲｵﾘﾆｽﾄ ＜曲目＞　島田歌穂マスネ：タイスの瞑想曲、モンティ：チャルダーシュ　ほか

第19回 平成21年2月7日（土） 指定　2,000 380 376 落語家（二ッ目）による競演会、来場者が審査員。

北とぴあ若手落語家競演会 北とぴあつつじホール ＜出演・ 林家きく麿「陳宝軒」、春風亭一之輔「鈴ヶ森」、三遊亭金翔「紙入れ」、

　演目＞ 春風亭鹿の子「厩火事」、昔々亭慎太郎「家族旅行作文」、笑福亭里光「時うどん」

＜ｹﾞｽﾄ＞ 三遊亭金馬「試し酒」

北とぴあｼﾈﾏ･ｺﾝｻｰﾄ 平成21年3月6日（金） 指定　2,000 180 202 ＜監督＞ ルネ・クレール

無声映画 北とぴあつつじホール ＜出演＞ アコーディオン　かとうかなこ、弁士　佐々木亜希子、フィドル　大森ヒデノリ

「イタリアの麦藁帽子」
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公演名 公演日 入場料（円） 販売数（枚） 入場者（名） 　　　　　　　　内　　　　　　容　　　　　　等

新疆ウイグルのムカーム 平成20年10月4日（土） 指定  3,000 188 213 ＜出演＞ ﾗﾜﾌﾟ/お話　アブドセミ・アブドラフマン、ｷﾞｼﾞｬｸ　アイトラ・ウメル　

～ｼﾙｸﾛｰﾄﾞに響く旋律の魔術～ 北とぴあつつじホール ﾀﾞﾌﾟ　トルディアジ・ハビブラ、歌　グリメラ・アブレズ、アリムジャン・ウプル

踊り　アナルグリ・メフスム、ヌルメメト・レイム

＜曲目＞ チョン・ナグマ、ダスタン、メシュレプ　　ほか

芸大とあそぼうin北とぴあ 平成20年10月13日(月･祝) 指定　1,000 405 505 ＜出演＞ 指揮　直井大輔、歌　井上あずみ、斎藤志郎　ほか

オズ星の魔術師 北とぴあさくらホール 小･中学生500 演奏　東京芸術大学学生＆卒業生有志オーケストラ

＜曲目＞ 「となりのトトロ」､『オズの魔法使い』より「虹の彼方に」、

モーツァルト『魔笛』より「何という不思議な笛の音」　　ほか

名器で聴くマエストロ・シリーズⅢ 平成20年10月18日（土） 指定　3,500 353 363 ＜出演＞ 筑前琵琶　上原まり

上原まり＜筑前琵琶＞　 北とぴあつつじホール ＜曲目＞ 「耳なし芳一」「玉藻の前」『平家物語』より「壇の浦」　『中世女人抄』より

あやかしの響き 「静～舞扇鶴岡」　　ほか

プラネタリウム・コンサート 平成20年10月18日（土） 指定　　500 275 265 ＜出演＞ 加耒徹、松岡あさひ、岡本優一、信澤宣明、Lam Pui Kwan　　ほか

星空の音楽帳 プラネタリウム・ホール ＜内容＞ プラネタリウムの満天の星空のもと、天体にまつわる音楽の中から、歌曲を中心

に演奏する。

＜曲目＞ シューベルト：ガニュメデス、シューマン：美しい星よ　　ほか

ハイドン　オペラ 平成20年10月23日(木） SS席 15,000 1,173 1,611 ＜出演＞ 指揮　寺神戸亮、演出　粟國淳、管弦楽　レ・ボレアード　　

　騎士オルランド 平成20年10月25日(土) Ｓ席 11,000 　 フィリップ・シェフィールド、臼木あい、青戸知、櫻田亮、根岸一郎

北とぴあさくらホール Ａ席　7,000 高橋薫子、ルカ・ドルドーロ、波多野睦美、畠山茂

学生　3,000 ＜内容＞ オペラ《騎士オルランド》３幕の英雄喜劇［イタリア語上演　日本語字幕付］

魔法の宮殿ヴェルサイユ 平成20年10月8日(木） 自由　4,000 81 125 ＜出演＞ 演奏　カメラータ・アンティカ・ソウル

と魔法の海上都市ヴェニ 北とぴあつつじホール (前売 3,500) ＜曲目＞ ヴィヴァルディ　協奏曲変ホ長調「海の嵐」、リュリ　オペラ＜アルミード＞より

ス パッサカリア、ラモー　組曲＜優雅なインドの国々＞ほか　

18世紀、19世紀における 平成20年10月10日(金) 自由　6,000 47 51 ＜出演＞ 丹野めぐみ、アントニオ・ピリコーネ

鍵盤音楽の王国～「魔法」旧古河庭園・洋館 ＜曲目＞ ハイドン　先生と生徒、モーツァルト　幻想曲KV475､ソナタへ長調KV497

と「ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ」を中心に～ ベートーヴェン　ピアノ・ソナタニ短調作品31-2「テンペスト」　ほか

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽｸﾜｲﾔ第34回 平成20年10月12日（日） 自由　2,000 319 573 ＜出演＞ 指揮　中島良史、櫻屋敷滋人　合唱　ガーデンプレイスクワイヤ

定期演奏会 歌声の魔法 北とぴあさくらホール ＜曲目＞ 第１部　「キリストの生誕の秘蹟」ﾛｰﾘｾﾞﾝ　O Magnum Mysterium 　ほか

～Ｏ Ｍagnum Ｍysterium～ 第２部　「多声合唱の魅力」ﾀﾘｽ　Spem in Alium nunquam  ほか

愛の魔法～イタリアン・ 平成20年10月14日（火） 自由　4,500 79 82 ＜出演＞ ソプラノ　鈴木美登里　リュート/テオルボ　今村泰典

モノディーの世界～ 旧古河庭園・洋館 ＜曲目＞ カッチーニ　麗しのアマリッリ　甘いため息、モンテヴェルディ　主を賛美せよ
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フレスコバルディ　そよ風吹けば　　ほか

熱狂と諧謔、そしてメラ 平成20年10月19日（日） 自由　3,500 84 84 ＜出演＞ チェンバロ　平井み帆

ンコリー ～Ｄ．スカルラ 旧古河庭園・洋館 ＜曲目＞ スカルラッティ　ソナタ　ヘ短調K.69、204ａ、セイシャス　ソナタ　ハ短調

ッティとその時代～ ヘンデル　エアと５つの変奏　ニ短調　　ほか

公演名 公演日 入場料（円） 販売数（枚） 入場者（名） 　　　　　　　　内　　　　　　容　　　　　　等

長谷川景光公演 平成20年10月19日（日） 自由　2,000 193 193 ＜出演＞ 龍笛･大篳篥　長谷川景光、笙　橋本薫明、楽箏　米澤茉莉佳、

「平安朝雅楽の魔曲」 北とぴあつつじホール 楽琵琶　常法寺美和、大篳篥　長沢徳之　植田勝己、

打物　船橋珠絵　三浦孝康　山　実予子　吉原克　

＜曲目＞ 平調　越殿楽、平調　裏頭楽、平調　廻忽、平調　倍臚、平調　萬歳楽

九声平調　黒方、大食調　感恩多　　ほか

北とぴあ国際音楽祭2008 平成20年9月27日（土） 無料 690 ＜出演＞ ヴァイオリン/お話　寺神戸亮、ヴィオラ･ダ･ガンバ　福沢宏

ﾌﾟﾚ･ｲﾍﾞﾝﾄ　ﾚｸﾁｬｰｺﾝｻｰﾄ 北とぴあさくらホール 鍵盤楽器　上尾直毅、ソプラノ　広瀬奈緒

～古楽への扉 ＜曲目＞ ﾊﾟｰｾﾙ　そなたの手を、ベリンダ(ﾀﾞｲﾄﾞｰのﾗﾒﾝﾄ）～オペラ<ﾀﾞｲﾄﾞｰとｴﾈｱｽ>より

ｺﾚｯﾘ　ラ・フォリア～ヴァイオリン・ソナタ作品5より　　　ほか

パイプオルガン 平成20年9月28日（日） 無料 150 ＜出演＞ オルガン　吉田恵、ソプラノ　高橋節子

　　　　コンサート 北とぴあ区民プラザ ＜曲目＞ ﾊﾟｰｾﾙ　オペラ<ダイドーとエネアス>より<大地に横たえられるとき>　　ほか

区民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ企画 平成20年10月4日（土） 無料 240 ＜出演＞ 演奏　エグシムホール

草原の響き！ 北とぴあ区民プラザ ＜曲目＞ 草原の夢、スーホの白い馬、天馬　　ほか

参

加

公

演

※参加公演における販売数は、（財）北区文化振興財団で販売したチケット売上枚数を表示。
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