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10,11月の催し物 Event Information in October & November

入場方法・開演時間等に変更がある場合もありますので、ご了承願います。この情報は8/25（月）現在の情報です。

北とぴあ［さくらホール／つつじホール／飛鳥ホール／カナリアホール］
北区民舞協会大会

4

月

月

11

舞踊大会

（日） 【開演】11：00 入場無料
さくら
北区民舞協会 角田千鶴子

21

詩吟暁風流創流65周年記念大会

4

6

高橋エミ コンサート

（火）
さくら 【開演】18:30 全席指定4,000円

高橋エミ公演実行委員会 ☎ 03-3927-8909

よしもと爆笑ステージDoon!! in 北とぴあ

（日） 【開演】13：00 全席指定3,300円 北区民2,970円
さくら
サンライズプロモーション東京 ☎ 0570-00-3337

12

（火） 【開演】①13：00②17：00 全席指定
さくら
アイエス ☎ 03-3355-3553

メナジェリー・ブラス・クインテット２ndコンサート

24

渡辺えり ろまんちっくコンサート〜歌とおしゃべりをあなたとともに〜

24

第３回藤延会 舞踊の会

☎ 03-3909-8215

25

入場無料

25（日）▶ 北区文化芸術祭 ※北とぴあ さくら・つつじ・展示ホールなどで開催
11/29（日） ※詳しくは５面
北区文化振興財団 ☎ 03-6338-5711

全国大衆音楽家協会東京大会

30

三遊亭圓馬独演会

月

オペラ・カッフェ・マッキアート５８コンサート
月夜のちいさな物語

2

（月）
18:30 全席自由3,000円
つつじ 【開演】
オペラ・カッフェ・マッキアート58

北区民6,000円

17

パイプオルガン演奏会（北とぴあ1階 区民プラザ）

03-5390-1221 ※やむを得ない事情により演奏者・曲目が変更となる場合がございます。

10/25（日）

11/22（日）

10/3(土)〜7(水)
「このために生きている」PAPALUWA
10/10(土)〜12(月) 「鼎王子」禄×留×晴
10/16(金)〜19(月) 「こんなにもお茶が美味い」
ニットキャップシアター
10/22(木)〜26(月) 「あのこそのことはないちもんめ」カミグセ
10/30(金)〜11/3(火)「わたし（仮）」劇団晴天
11/6(金)〜8(日)
「タイトル未定」試験管ベビー
11/10(火)〜15(日) 「タイトル未定」GORE GORE GIRLS
11/18(水)〜29(日) 「義経ギャラクシー〜銀河鉄道と五条大橋の999〜」

越後屋別館
王子本町1-21-4

神谷駅

11月12日（木）柳家さん生の越後屋寄席 【開 演】19：00【料 金】3,000円

田端文士村記念館
田端6-1-2

03-5685-5171

田端アスカタワー

バス停 豊島五丁目団地

日本出版販売
王子日版センター

マクドナルド

至：早稲田

赤羽会館

西ケ原1-23-3

橋

JR上中里駅
至：大宮
南北線
西ケ原駅

至：上野
城官寺

滝野川福祉
保健センター

←王子方面
滝野川
消防署

防災
センター

交番

駅
駒込 端
JR 至：田

至：池袋

※駐車場はございません

□JR王子駅北口より 徒歩2分
□都電荒川線王子駅前より 徒歩4分
□南北線王子駅 5番出口より直結
□北区コミュニティバス
王子・駒込ルート停留所①より 徒歩1分

滝野川会館
03-3910-1651

JR
田端駅

至：西新井
→

□JR・南北線王子駅より 徒歩20分
□南北線王子神谷駅より 徒歩17分
□都電荒川線王子駅前より 徒歩21分
□都バス
「豊島五丁目団地行・
宮城循環・西新井駅行」
豊島五丁目団地下車 徒歩3分

03-3900-5904

王子駅北口7分

□JR田端駅北口より徒歩2分
□北区コミュニティバス
田端循環ルート停留所⑥すぐ

□JR上中里駅より 徒歩7分
□JR駒込駅東口より 徒歩10分
□南北線西ケ原駅より 徒歩7分
□北区コミュニティバス
王子・駒込ルート停留所⑪・⑰
田端循環ルート停留所⑪
各停留所より徒歩1分

赤羽南1-13-1

03-3901-8121

至：大宮
みずほ銀行

東本通り
り
ス ズラン通

三井住友銀行

東口

駅

←至：王子

11月 劇団天華 ［座長］澤村 千夜

羽

飛鳥山

10月 章劇 ［座長］澤村 蓮

赤

至：上野

03-3908-1874

十条駅・東十条駅5分

西友

JR

JR王子駅

中十条2-17-6

あい
ふれ
田端
北口

豊島北
コミュニティ
アリーナ

03-3911-8259

王子駅北口5分

篠原演芸場

としま若葉小

豊島
六丁目

地下1階

旧古河
庭園

※北とぴあ以外の会館等ではお取扱いしておりません。

北区役所

王子1-14-4

平塚神社

ご入会・お問合せ先《平日10：00〜17：00》
ほくとぴあメンバーズ事務局(北とぴあ10階）

北口バス
ターミナル

王子
駅↓

チケット代が
10％割引！

03-3913-8363

至

安

チケットの先行予約！

ココキタ

北区豊島5-3-13

至 三ノ輪

早

東京都北区
文化芸術活動拠点

サンスクエア
都電荒川線

至：大宮

王子小劇場

ダブル・オルガンの
ための
ヴォランタリー
ほか

03-5390-1100

電話1本でチケットが
自宅に届く！

9/29(火)〜10/4(日)
宮澤信子フランス刺繍作品展「糸で遊ぶ」
10/6(火)〜10/11(日) 「青陽会」作品展
10/12(月)〜10/18(日) 「楽陶会」作品展
10/20(火)〜10/25(日)「俳画 仲間展」
10/27(火)〜11/1(日) アトリエ遊「秋の文化祭」
11/3(火)〜11/8(日)
「2000年前の古代ガラスを使ったジュエリー展」
11/10(火)〜11/15(日) いい夫婦企画展No.1「佐藤宏ご夫婦」
11/17(火)〜11/22(日) 「マチエル油絵の会」
11/23(月)〜11/27(金) アーティスト応援団「ポストカード展」ワークショップ年賀状

演 奏 山田 由希子
曲 目 H. パーセル：

ギ・ボヴェ:
赤とんぼに
よる瞑想曲
ほか

03-3913-0161

03-6808-7575

赤羽西1-35-8 レッドウイングビル １Ｆ 赤羽駅西口２分

15：00〜

王子1-11-1

明治通り

楽

赤羽ぎゃらりー遊【11：00〜18：00】休・月曜

無料

北区文化振興財団

演 奏 浅尾 直子
曲 目 山田耕筰/

北区男女共同参画センター「スペースゆう」
（北とぴあ5階）

休館日：月曜日・祝日・10/13(火)・11/24(火)

03-5390-1223

北とぴあ
り
通
本
北

年会費：2,000円

②3,500円

9/30(水)〜10/15(木) 『 ふぁんたこりあ な世界』絵画展
10/17(土)〜11/1(日) 第3回写団「光」写真展
11/5(木)〜12 /6(日) 女性に対する暴力をなくすための特集展示

10：00〜18：00（最終日は17：00まで） 入場無料
北区教育委員会事務局生涯学習・スポーツ振興課 生涯学習係 ☎03-3908-9323

13：00〜

☎03-3913-8277

銀行

全席自由（庭園入園料込）①2,500円
ムジカテミス ☎03-5316-7161

王子1-11-1

王子カルチャーロードギャラリー（王子駅北口ガード下）

第４８回コール・シャンティー定期演奏会

うれしい特典がいっぱい！

①バッハ家の芸術 ②バロック音楽ヨーロッパ諸国巡り

北とぴあ６階ギャラリー【（火）〜（土）9：00〜20：30】【（日）9：00〜16：30】

第30回北区小・中学生アイディア工夫展

北区文化振興財団

（火） 【開演】19：00 全席自由1,500円
さくら
犬山 文子 ☎ 090-2906-9083

ほくとぴあ
メンバーズ

（土）

11/20(金)〜11/29(日) 第6回税に関する絵はがきコンクール（王子法人会女性部会）

15 「竹の会」オペラと歌曲のアフタヌーンコンサート
「竹の会」竹田 千津子

2回通し券3,500円 学生1回券1,000円
☎03-5902-7281

富岳流日本吟詠会 山崎道子 ☎03-3901-3628

入場無料

11/3(火)〜11/12(木) 都立王子総合高等学校生徒作品展示会（都立王子総合高等学校）

第１０６回立教大学グリークラブ女声定期演奏会

入場無料

26

11/14(土)〜11/26(木) 北区シルバー人材センター写真作品展（北区シルバー人材センター）

（日） 【開演】17:00 全席自由1,000円
さくら
立教大学グリークラブ 大戸 ☎ 090-4538-6022
（日）
つつじ 【開演】13:30

【開演】①12：00②14：30 ※①と②で内容は異なります。

（木）【開演】
①11：30（約60分・ミニコンサート）②14：00

11/3(火)〜11/12(木) 平成27年度中学生薬物乱用防止ポスター・標語作品展（北区保健所生活衛生課）

（土） 【開演】19:15 全席自由 大人前売2,000円 当日2,500円
4歳〜高校生以下前売1,000円 当日1,500円
つつじ
おとのいづみ(嘉山) ☎070-5562-2604

15

☎03-5944-6187

25（水） 全席自由（庭園入園料込）1回券2,000円 北区民1,800円

10/17(土)〜10/29(木) オイルパステル画展
（オイルパステル同好会）

Joint Concert 〜ピアノで奏でる銀盤のクラシック〜

7

☎03-3940-0202

笙 独奏への30年の軌跡 真鍋尚之リサイタル

武蔵野楽器

10/17(土)〜10/29(木) やなぎだくらぶ展
（やなぎだくらぶ）

宝塚OGによるドラマチックレビュー
3.11を忘れない さくら 美しき日本

（金）
15：00 18：30 全席指定6,700円
さくら 【開演】
Nassco. ☎03-3499-1556

11

10/3(土)〜10/14(水) ごみ減量キャンペーンポスター展
（北区清掃事務所）

加藤 ☎090-5867-7816

（火・祝） 第６回 輝け音楽まつり東京 全国大会
つつじ 【開演】
10:00 入場無料
北区音楽祭事務局 ☎03-3927-7091

6

サラウンドシアター
プロコフィエフ「冬のかがり火」〜汽車にのって冬の遠足に出発！〜

THE MUSIC PLANT

10/2(金)〜10/14(水) かたつむりの会絵手紙展
（かたつむりの会）

カラオケと踊りの祭典・・・ 北とぴあ に集まれ！！

3

29

関 隆次

10 29（木） ハラール・ハウゴー来日公演
【開演】14：00 全席自由（庭園入園料込）5,500円（北区民4,000円・販売終了）

30▼（金） 北区文化芸術祭 ※北とぴあ さくら・つつじ・展示ホールなどで開催
11/29（日） 入場無料 ※詳しくは5面 北区文化振興財団 ☎03-6338-5711

甲斐 みよこ ☎090-3909-9471

全席指定3,000円

TABLATURA 時空を超える旅芸人《タブラトゥーラ》がやってくる！！

入場無料

旧古河庭園［洋館］北区西ヶ原1-27-39

17▼（土） 第38回シニア作品展
（最終日は16:00迄） 入場無料
18（日）10:00〜16:30
北区健康いきがい課健康いきがい係 ☎03-3908-9068

エイミ・ミュージックカンパニー 丹生詠未 ☎090-3591-8304

カルチャースペースμ開設10周年記念
甲斐みよこフラメンコ教室ＦＥＲＩＡ第３回発表会

つつじ 【開演】
18:30

27

10 10▼

（金） 【開演】18：30 全席自由2,000円 当日2,500円
つつじ
オフィスえんば FAX050-3328-7918

1
11 （日）

ジャパンポンポン２０周年記念チャリティショー

月

29

27

11（日）

（水） 【開演】19:00 全席自由 前売7,000円
つつじ
オフィスKS ☎ 03-3845-6234
（木）
つつじ 【開演】10:00 入場無料

輝く☆未来の星アカンサスコンサート

全席自由 前売、当日2,500円
☎03-3598-0998

飛鳥山マンドリンクラブ第１８回定期演奏会

北とぴあ［展示ホール］

清水健太郎コンサートin王子

Kentaro Special Present

26

（日）
つつじ 【開演】10:30

北区文化振興財団 ☎03-5390-1221 ※詳しくは1,5面

28

トイピアノでコンサート♪オモチャだけど、オモチャじゃない？！

音楽劇・わが町

3（火・祝）【開演】13：00

29 第７９回富岳流吟剣詩舞道大会

区民コンサートｉｎ北とぴあ

（日）
さくら 【開演】14:30 入場無料

25

入場無料
島村楽器赤羽アピレ店 ☎03-3900-6999

28（土）【開演】13：30

（日）
14：30 16：00 全席自由2,800円 小学生以下1,500円
さくら 【開演】
北区民2,500円 小学生以下1,300円
K Producｔions ☎03-5309-2558

☎ 03-3900-4275

守屋 志保

☎03-3900-1723

アンサンブルコンサート２０１５

ＴＢスタジオ

（金） 【開演】19：00 全席指定3,300円 当日3,800円 北区民 2,900円
つつじ
ダウランド アンド カンパニイ ☎042-390-6430

24 リトルピアノコンサート（ピアノフォルテ）

（土）
つつじ 【開演】19：00

ザッツ！エンターテインメント！ナカハチ・オン・タイム！

（金） 【開演】17：30 全席自由７００円
さくら
ジャパンポンポン山口美智子 ☎ 03-3996-3696

（土） 【開演】14：30 全席指定3,800円 北区民3,300円 （残少）
さくら
北区文化振興財団 ☎ 03-5390-1221 ※詳しくは4面
（土） 【開演】10:30 入場無料
つつじ
藤延会（藤延紫寿賀）西山多賀子

25

（木） 【開演】16:00 入場無料
（要事前申込・10/30締切）
つつじ
北区文化振興財団 ☎03-6338-5711 ※詳しくは4面

（火） 【開演】19：00 全席自由 前売2,000円 当日2,500円
つつじ
メナジェリー・ブラス・クインテット 重井 ☎ 080-5219-4165

北区マジック友の会

4（日） 【開演】14：00予定

月

20

前売4,800円

入場無料

北区民無料 区民外の中学生以上1,500円
グループ・メール 宮田タマ恵 ☎080-6546-4394

11

（水） 【開演】19：00 全席自由2,000円 当日2,500円 北区民 1,800円
カナリア
トイピアネット事務局 ☎090-8812-7314

若手人気座長夢の競演「大衆演劇祭り」

北区吟剣詩舞道連盟（高橋） ☎03-3900-2407

月

20

日本大学芸術学部音楽学科 ☎03-5995-8240

【開演】9：30 入場無料

皆さまと楽しもう世界の歌を

（水） 【開演】18：30 全席指定4,000円
つつじ
ナカハチ友の会 ☎03-3901-3171 ※詳しくは3面

19 日本大学芸術学部音楽学科 第１１７回定期演奏会

☎090-4958-5448

25（日）【開演】13：30

あの日・あの時思い出が蘇る昭和の流行歌〜共に楽しむ集い〜

（火） 【開演】13：00 全席指定1,500円
つつじ
懐かしい歌を歌う会 神尾善子 ☎03-3901-7447

※完売

（月・祝）【開演】16：00 入場無料（要事前申込・10/1締切）
さくら
北区文化振興財団 ☎ 03-6338-5711

入場無料

フロッグとトート

24

輝く☆未来の星コンサート

（月）
さくら 【開演】18:30

10

月

11

石島

吟剣詩舞大会

北区マジック友の会 第32回奇術発表会

（火） 【開演】18:30 ※会員制（月会費2,200円、入会時は1,000円+2ヶ月分の会費）
さくら
城北演劇を観る会 ☎ 03-5390-3155

☎ 042-485-5181

☎090-4420-2366

滝野川会館［大ホール］

全席自由 一般2,000円 小学生500円
北区民 一般1,800円 小学生450円
パラグナ事務局 村上 ☎03-3767-7146

24

10（土） 石原プロモーション「希望のホシ」
▶18（日） 全席指定 4,900円 北区民・学生・70歳以上2,900円
石原プロモーション

11 3

パラグナ・グループ結成30周年記念
南の風に吹かれて〜ガムラン・ドゥグンの響き

23

根本

全席指定1,000円

北区文化芸術祭
（火・祝）

15（日）【開演】13：00

（月・祝）【開演】
15：00
飛鳥

（土） 【開演】11：30 全席指定4,800円 北区民4,300円
さくら
松山バレエ団 ☎ 03-3408-7939

つつじ

18（日）【開演】10：30

（月・祝）【開演】14：00 全席指定2,000円 北区民1,500円
つつじ
北区文化振興財団 ☎03-5390-1221

松山バレエ団「眠れる森の美女」スペシャルハイライト

入場無料

第2回復興支援唄と踊りの会

月

10

音の蒔絵〜吉野直子ハープリサイタルwith宮田まゆみ（笙）〜

23

（日） 【開演】19：00 全席指定 一般４,０００円
学生２,０００円
つつじ
コンセール・プルミエ ☎ 042-662-6203

荒川ウインドアンサンブル（吹奏楽）演奏会

月

カルテット・プラチナム第２回定期演奏会

北区民1,800円

入場無料
グリーンアイズ企画(池田） ☎090-3313-0758

12（月・祝）【開演】14：00

平家物語の雅楽〜由緒ある北区の歴史と平氏を偲ぶ〜

21

第4回 歌と踊りの祭典

11（日）【開演】10：00

【開演】
午前の部11：00 午後の部14：00
全席指定1階席（残少）2,000円 2階席1,500円 北区民1階席（残少）1,500円 2階席1,000円
北区文化振興財団 ☎ 03-5390-1221

（土） 【開演】17：00 全席自由2,000円
つつじ
平安楽舎 ☎045-542-0702

☎ 090-9838-1311

4

ブラック福田タップ教室 ☎090-9643-6413

入場無料

芸大とあそぼう in 北とぴあ
「むかし、むかし、夢のなかで…」

（土）
さくら

☎ 03-6676-1740

（日） 【開演】10:30 入場無料
つつじ
詩吟暁風流総本部 高橋 暁煌

20 タップダンスの夕べ 主催〜ブラック福田タップ教室 10

（金）
つつじ 【開演】17:50

月

（金）▶ （土） 北とぴあ演劇祭2015
10 2つつじ3 ※詳細は5面に掲載

赤羽会館［講堂］

消防署
南口

赤羽
公園

至：上野
□JR赤羽駅より 徒歩5分
□南北線赤羽岩淵駅より 徒歩10分

