
令和元年度　新潟北区文化会館指定管理文化事業計画

1
北区ジュニア吹奏楽団
スプリングコンサート

北区文化会館 4月14日（日）
毎年春に開催される北区ジュニア吹奏楽団のスプリングコンサート。さ
わやかで元気いっぱいの子どもたちの演奏をお楽しみください。

2
映画：「ティファニーで昼食を」
名女優オードリヘップバーン

北区文化会館 5月12日（日）
ニューヨークを舞台にした、オードリー演じる自由奔放な女性ホリーと作
家ポールのラブストーリー。不朽の名作です。

3
稲穂VOL.5　「市原多朗が語る世界
のオペラ劇場と音楽の世界」

北区文化会館 5月25日（土）
世界的テノール歌手・市原さんによるオペラの講演会。世界のオペラ劇
場や音楽について語ります。

4
稲穂コンサートVOL.6
五十嵐尚子・宮嶋明香コンサート

北区文化会館 6月16日（日）
北区出身のお二人によるソプラノデュオコンサート。世界の名曲を美し
い歌声で響かせます。

5
劇団プーク　「八郎」
大型公演＋ワークショップ

北区文化会館
7月27日（土）
＆28日（日）

絵本「八郎」を題材に、山男・八郎の心温まる物語と、日本の伝統芸能
を人形劇でお届けします。

6
稲穂コンサートVOL.7　ヴァイオリン・ピ
アノ・オーボエ　トリオコンサート

北区文化会館 7月30日（火）
新潟出身のヴァイオリニスト・奥村さんとピアノ、オーボエ奏者によるトリ
オコンサート。「シネマクラシック」としてチャップリンの無声映画に合わ
せて生演奏を披露します。

7
第10回北区　夏季落語まつり
「春風亭昇太」

北区文化会館 9月15日（日）
人気番組「笑点」やドラマなど、引っ張りだこの昇太さん。今年は秋の季
節に北区へやってきます。

8 岩崎宏美コンサート 北区文化会館 10月27日（日）
「聖母たちのララバイ」のヒット曲でおなじみの岩崎宏美さん。変わらな
い歌声をぜひお楽しみください。

9

北区音楽文化の祭典Ⅲ北区音楽文
化の祭典Ⅳ「大谷康子とアンサンブ
ルＮＯＲＴＨ」第３回定期演奏会　稲
穂コンサートVOL.8

北区文化会館 11月30日（土）
国内外で活躍中の大谷さんと新進気鋭なアーティストたちによる会館座
付きのプロアンサンブルの演奏会。大谷さんの明るいトークを交えなが
ら上質な音楽をお届けします。

10
落語シリーズ昇太さん門下生1
新春落語まつり

北区文化会館 1月12日（日）
落語家 春風亭昇太さんの門下生による落語会。フレッシュな若手落語
家さんの高座をお楽しみください。

11 映画：上映作品未定 北区文化会館 ２月 詳細未定

映画：上映作品未定 北区文化会館 3月調整可否 詳細未定

落語シリーズ昇太さん門下生2
○○落語まつり

北区文化会館 日程調整可否 詳細未定

1
次世代を担う舞台創造事業　劇
団北極星活動　朗読劇

北区文化会館 通年 昨年度立ち上がった市民劇団「劇団北極星」活動。

2
北区ジュニア吹奏楽団
第5回定期演奏会

北区文化会館 10月6日（日）
ジュニア吹奏楽団の5回目となる定期演奏会。一年間の練習の成果を
ぜひお聴きください。

3 第７回北区うたの祭典 北区文化会館 12月22日（日）
団員を公募し、北区うたの祭典合唱団を結成。北区少年少女合唱団と
オーケストラとの合同演奏が見どころです。

4
第３回北区少年少女合唱団
定期演奏会

北区文化会館 3月
歌うことが大好きな子どもたちが集まっている北区少年少女合唱団の3
回目の定期演奏会。笑顔で楽しく歌います。

1
アウトリーチ
尺八と箏　　3会場

北区文化会館 ５月１４日～１８日

 鯨岡 徹（尺八）　藤崎浩子（箏）　アウトリーチとは、アーティストを招聘
し区内の学校や保育園、老人施設などに出向き、演奏などを 披露する
出張コンサートです。地域の皆様に音楽や伝統芸能をより親しんでもら
うために様々な プログラムをご用意しました。

2 同上親子ワンコインコンサート 北区文化会館 未定
鯨岡 徹（尺八）　藤崎浩子（箏）　アウトリーチアーティストによるワンコイ
ンご縁コンサートを北区文化会館のホールにて開催！ ５００円で上質な
音楽を気軽に楽しめる１時間。未就学児入場ＯＫ

3
アウトリーチ
チェロとピアノ　3会場

北区文化会館 ５月１４日～１８日

片野大輔（チェロ）　清水美香（ピアノ）　アウトリーチとは、アーティストを
招聘し区内の学校や保育園、老人施設などに出向き、演奏などを 披露
する出張コンサートです。地域の皆様に音楽や伝統芸能をより親しんで
もらうために様々な プログラムをご用意しました。

4 同上親子ワンコインコンサート 北区文化会館 未定
片野大輔（チェロ）　清水美香（ピアノ）　アウトリーチアーティストによる
ワンコインご縁コンサートを北区文化会館のホールにて開催！ ５００円
で上質な音楽を気軽に楽しめる１時間。未就学児入場ＯＫ

5
アウトリーチ
ヴァイオリンとマリンバ　3会場

北区文化会館 10月1日～5日

佐々木友子（ヴァイオリン）　倉澤桃子（マリンバ）　 アウトリーチとは、
アーティストを招聘し区内の学校や保育園、老人施設などに出向き、演
奏などを 披露する出張コンサートです。地域の皆様に音楽や伝統芸能
をより親しんでもらうために様々な プログラムをご用意しました。

6 同上親子ワンコインコンサート 北区文化会館 未定
佐々木友子（ヴァイオリン）　倉澤桃子（マリンバ）　 アウトリーチアーティ
ストによるワンコインご縁コンサートを北区文化会館のホールにて開
催！ ５００円で上質な音楽を気軽に楽しめる１時間。未就学児入場ＯＫ

7
アウトリーチ
吹奏楽（調整中）　3会場

北区文化会館
１０月１５日～１９

日

北区ジュニア吹奏楽団講師陣によるアウトリーチ。アウトリーチとは、
アーティストを招聘し区内の学校や保育園、老人施設などに出向き、演
奏などを 披露する出張コンサートです。地域の皆様に音楽や伝統芸能
をより親しんでもらうために様々な プログラムをご用意しました。

8 同上親子ワンコインコンサート 北区文化会館 未定
北区ジュニア吹奏楽団講師陣 アウトリーチアーティストによるワンコイ
ンご縁コンサートを北区文化会館のホールにて開催！ ５００円で上質な
音楽を気軽に楽しめる１時間。未就学児入場ＯＫ

9 「コンサートホールへようこそ」
北区文化会館＆新潟市北
区役所（産振課）共同主催

9月11日（水）
北区産業振興課と共催で、区内の小学生を対象として、クラシックコン
サートを開催。

1
新潟県立がんセンター緩和ケア
新病棟開館記念コンサート
（社会貢献・社会包摂／活動）

北区文化会館＆がんセン
ター新潟病院共同主催

4月2日（火）
ヴァイオリニスト：大谷康子さんによるアウトりーり型ミニコンサートを社
会貢献・社会包摂活動の一環として実施します。

2
北区音楽文化の祭典Ⅰ
北区音楽祭2019

豊栄地区公民館・北区文化
会館

1１月１０日
（日）

北区内で活動している諸団体が集まっての発表会。ダンスや歌、合奏な
ど様々なジャンルが楽しめる一日。

3
北区音楽文化の祭典Ⅱ　第9回
北区フィルハーモニ管弦楽団
ファミリーコンサート

北区文化会館・北区フィル
ハーモニー管弦楽団

1１月１７日
（日）

すっかりお馴染みの北フィルによるファミリーコンサート。見て聴いて楽
しい、アットホームな演奏会です。

4
第8回ハピスカとよさか・北区文化会
館チャリティイベント「みんなでつくる
楽しい文化・スポーツ発表会」

北区文化会館・ハピスカと
よさか

２月２日（日）
北区内外で活動中の団体・サークル ピップホップやクラシックバレエ、
演武にフラダンス ピップホップやクラシックバレエ、演武にフラダンス な
どの団体が集まって日頃の成果を発表します。

5
にいがたジュニアコーラスフェス
ティバルJCF（りゅーとぴあ）

ＪＣＦ実行委員会→総括/改正/
新組織検討

２月
市内外で活動する、子どもたちによる合唱団が一堂に会して歌声を披
露。

6 私もピアニスト&アーティスト 北区文化会館 通年（24回）

1人４回まで参加可能　体験料１回300円 「ピアノ体験コース」または「ピ
アノ＋楽器・声楽コース」 ホールのグランドピアノを一日一時間自由に
弾く事ができる演奏体験の日、ピアノの個人練習やピアノとの合奏練習
等に最適です。

7 北区少年少女合唱団 北区文化会館 通年 通年で活動している、北区少年少女合唱団活動。

8 北区ジュニア吹奏楽団 北区文化会館 通年 通年で活動している、北区ジュニア吹奏楽団活動。

9 バックステージツアー 北区文化会館
未定：年1～2

回
夏休み特別企画、普段観たり、さわったりできない舞台の裏側をご案
内。

10 センターコモンの活用 北区文化会館 未定：年1回
センターコモンや駐車場等を利用、地域連携を図りながら文化を創造発
信・交流する事業を展開。

11 新潟市文化創造部共同企画 北区文化会館
未定：9月～11
月希望
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