
ケルティック クリスマス2016
～シャロン・シャノン来日公演～

白石加代子「百物語」シリーズ 
アンコール上演

アイルランド・クレア州出身の国民的ケルトミュージシャンで、人気・実力と
もにナンバーワンアコーディオン奏者のシャロン・シャノン。今回、単独で
見ることができるのは練馬文化センターだけ。華やかなステップダンサー
も登場し、にぎやかに盛り上げます。ロビーでのケーリーもお楽しみに！

人気・実力ともNo.1アコーディオンは必聴!!
単独公演は練馬だけ！

再演を望む熱烈なラブコールに応えて、白石加代子「百物語」シリーズが復
活します。今回上演するのは、抱腹絶倒の名作・筒井康隆「五郎八航空」
と、百物語史上最も恐怖心を煽ると評判の南條範夫「燈台鬼」。22年かけ
て上演してきた99本の中から、大いに笑って大いに恐怖を味わえる大満足
の2本立てでお届けいたします。朗読という枠を超えた立体的な語りと動
きで人気を博した、伝説の舞台をお見逃しなく。

白石加代子　
全席指定 5,000円

大人気シリーズ「百物語」が帰ってくる！
涙と笑いの豪華二本立て

練馬文化センター 小ホール

6月19日（日） 10:00～ 予約受付開始6月24日（金） 10:00～ 予約受付開始

9/29（木） 19:00開演

練馬文化センター 小ホール
12/2（金） 19:00開演

割  引 小学生割  引 小学生

New! New!

出演：
料金：

シャロン・シャノン（アコーディオン）、アラン・コナー（ギター・ピアノ・
ヴォーカル）、ジム・マレイ（ギター）、ショーン・リーガン（フィドル）、
ジュリー・フィッツジェラルド（ステップダンス）
全席指定 5,000円

出演：

料金：

2 0 16 . 6  /  Vol .375

アンコール

練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホール （公財）練馬区文化振興協会月刊情報誌

優 先



第31回練馬区新人演奏会
出演者選考オーディション 二次審査

11月29日の「練馬区新人演奏会」で、東京フィルハーモニー交響楽団と共演するソリスト
を選出するオーディション。声楽・木管楽器・弦楽器3部門の最優秀賞・優秀賞がいよいよ
決定します！二次審査を客席前方でご観覧いただけます。輝く才能を見つけに、ぜひお越
しください。

いよいよソリスト決定！一次審査を突破した先鋭たちの
白熱した演奏をお楽しみください。

6/24（金）
6/25（土）
6/26（日）

声楽部門

木管楽器部門

弦楽器部門  

練馬文化センター 小ホール13:00開始予定

太鼓集団 天邪鬼30周年記念公演　
ひとすじの道

伝統と創造の中で音楽的挑戦を続ける「太鼓集団天邪鬼」。練馬
を拠点に、国内での公演、50数ヵ国に及ぶ海外公演などで、圧倒
的な支持を得ています。彼らの一打に込められた魂の音圧が観る
者の心を熱くします。今回、和太鼓演奏に加え、水墨画、篠笛、津
軽三味線、尺八との特別共演の舞台。全身でそのリズム、熱量、美
を感じてください！

魂を呼び覚ます和太鼓と水墨画、篠笛、
津軽三味線、尺八による日本伝統美の共演！

9/3（土） 19:00開演 練馬文化センター 小ホール

大谷康子練馬区文化振興協会理事長就任記念
みどりの風吹くまちに
～トーク＆スイーツコンサート～

ヴァイオリニスト・大谷康子氏の理事長就任記念！
対談と、楽しいコンサートをお届けします。

6/15（水） 19 :00開演 練馬文化センター 小ホール

小学生

小学生

New!

New!

New!

出演：前川 燿男練馬区長、大谷 康子理事長、藤井 一興（ピ
アノ）、鎧塚 俊彦（ゲスト・オーナーシェフ）、司会：森中 慎也
（日本大学芸術学部放送学科教授）　曲目：クライスラー／
愛の喜び ほか　料金：全席指定 2,000円 ※本公演の収益の
一部は練馬区文化芸術振興基金へ寄付します。

出演：太鼓集団天邪鬼 ほか　演目・曲目：武人、怒濤 ほか
料金：練馬文化センター先行割引3,500円（全席指定・先着250名）

／障害者手帳提示で半額（先着50名） ※一般4,500円(全席自由)

出演：劇団M.M.C、ワークショップに参加した小・中学生
料金：全席自由 大人1,000円、3歳～中学生500円 

※3歳未満は無料。（座席が必要な場合は有料。）
※演出の都合上、場内が消灯することがありますので、あらかじめご了承ください。

料金：自由入場 無料

©尾形正茂©尾形正茂

劇団M.M.Cミュージカル
「ピーターパン」小・中学生参加公演

ネバーランドの不思議をたどる、心おどる冒険の旅！
ワークショップに参加した小・中学生が、劇団員と一緒に舞台で活躍します。
家族と、お友達と、みんなで楽しめるミュージカルです！

夏休みは、ピーターパンと冒険の旅に出かけよう！

身体まで振動が
響く和太鼓は耳の
不自由な方にもお
楽しみいただけま
す。公演当日、手
話や振動が伝わり
やすいボールをご
用意します。

8/7（日） 15:00開演 練馬文化センター 小ホール

歌舞伎プレセミナー

歌舞伎初心者からツウまで、歌舞伎のことが良くわかると
大好評。葛西先生の軽妙でリズミカルなトークに年々ファ
ンが増加中。お見逃しなく。

6/22（水） 19:00開始 練馬文化センター 小ホール

葛西 聖司
全席自由 500円

講師：
料金：

割  引 乳幼児

割 引 小学生割 引 小学生

6月18日（土）10:00～ 予約受付開始

6月17日（金）10:00～ 販売開始

※変更になる場合があります。
詳細はお問合せください。



ローマ・イタリア歌劇団
オペラ「ラ・ボエーム」 原語上演

日本語字幕付

スカラ座が使用したセット、衣装－豪華絢爛な舞台！
7/1（金） 18:30開演 練馬文化センター 大ホール

練馬交響楽団 第63回定期演奏会

7/10（日） 14:00開演 練馬文化センター 大ホール

平成28年度 全国公文協 東コース

松竹大歌舞伎 

今年の松竹大歌舞伎は、市川染五郎が９年ぶりに登場！

今年もやってきましたこの季節。
夏にヒヤッ！怪談噺で暑さ対策。

7/29（金）昼の部 13:30開演
夜の部 18:00開演 練馬文化センター 大ホール

練馬文化センター友の会会員へ優先予約受付を行います。 練馬文化センター友の会会員は1割引きで購入できます。

未就学児はご入場できません。 乳幼児もご入場いただけます。 学生証等の提示で半額で購入できます。

市川 染五郎、市川 高麗蔵、中村 歌昇、中村 壱太郎、
嵐 橘三郎 ほか
晒三番叟、松浦の太鼓、粟餅
全席指定 一等席5,500円／二等席4,500円／三
等席3,500円
※昼の部 残席僅少

出演：

演目：
料金：

カルロ・パッレスキ（指揮）
ローマ・イタリア歌劇団、ローマ・イタリア歌劇団
管弦楽団／合唱団 ほか
ジャコモ・プッチーニ／ラ・ボエーム
全席指定 S席14,000円／A席11,000円／
B席7,000円

出演：

演目：
料金：

©松竹

無 料

小中学生のための歌舞伎塾～入門編～

5月27日（金）10:00～ 販売開始

5月29日（日）10:00～ 予約受付開始

楽しく優しい葛西先生の
“学校じゃ教えてくれない歌舞伎のおはなし”
知れば知るほど面白い！夏休みの自由研究にも！！

7/21（木） 15:30開始 練馬文化センター
第2リハーサル室

葛西 聖司
全席自由 300円（資料代込） 
※保護者も同一料金で参加できます。

講師：
料金：

金 洪才（指揮）、練馬交響楽団
リヒャルト・シュトラウス／交響詩「ドン・ファン」 
作品20、ヨハネス・ブラームス／ハイドンの主題に
よる変奏曲 作品56a、ヨハネス・ブラームス／
交響曲第3番ヘ長調 作品90
全席自由 1,000円

出演：
曲目：

料金：

第234回アトリウムミニステージ
6/15（水） 12:15-12:45 区役所1階アトリウム

若林 毅（テューバ） ほか
T.スティーブンス／古風な様式による変奏曲
C.サン=サーンス／動物の謝肉祭より｢白鳥｣
E.モリコーネ／ニュー･シネマ･パラダイスより｢愛のテーマ｣ ほか
無料

※申込みは不要です。 ※車でのご来場はご遠慮ください。

コンサートホールに足を運ぶことが難しい方が音楽鑑賞を楽しめるよう、練馬区演
奏家協会会員や練馬交響楽団団員（アマチュア）を福祉施設や病院等などで行われ
る催しに無料で派遣します。
対象：平成28年10月1日～平成29年3月31日に外出が困難な方を対象とした催しを

練馬区内で行う施設・団体。
■申込方法：練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホール、協会HPで配布する要領を
ご確認の上、所定の申込書を持参または郵送ください。　申込締切：7月22日(金)必着
◇問合せ先：(公財)練馬区文化振興協会 ☎ 03-3993-3311

出演：
曲目：

料金：

外出が困難な方を対象とした催しに
演奏家を派遣します

学生券乳幼児

割 引優 先

小学生

第3水曜日に開催しているお昼休みコンサート。
今回は昨年の練馬区新人演奏会最優秀賞受賞者の登場です！！

武蔵野音楽大学管・打楽器専攻学生より選抜編成されたウィンドアン
サンブルのコンサートに、練馬区民の方（在勤・在学を含む）100名を
抽選で特別価格にてご案内します。

乳幼児

さらしさんばそう まつうらのたいこ あわもち

学生券割 引 小学生

割 引 小学生割 引 小学生

栗コーダー＆フレンズ 
ファミリーコンサート2016
special guest 劇団カオニャオ from ラオス

栗コーダーカルテットが不思議な劇団を連れてやってくる！
8/5（金） 19 :00開演 練馬文化センター 小ホール

第７回ゆめりあ若手寄席
～怪談ナイト～
8/19（金） 19 :00開演 大泉学園ゆめりあホール

対象期間：平成28年10月1日（土）～平成29年3月31日（金）

募 集

演奏家派遣事業（平成28年度後期）

出演：武蔵野音楽大学ウィンドアンサンブル、指揮：リチャード・メイン
（武蔵野音楽大学客員教授） 

曲目：八木澤教司／太陽への讃歌-大地の鼓動（2016年改訂版・初演）、
2016年度 全日本吹奏楽コンクール課題曲 より ほか

料金：ご優待料金 800円（全席指定）※一般料金 1,500円

■申込方法：往復はがき往信面に ①演奏会名 ②代表者の住所（勤務・在
学先）・氏名（ふりがな）・電話番号 ③希望人数（2名まで）をご記入の上、
〒176-0001練馬区練馬1-17-37（公財）練馬区文化振興協会「武蔵野音楽大
学コンサート」係宛 ※必ず往復はがきでお申し込みください。申込は1公演につ
き1通、１通につき2名まで ※座席の希望にはそえませんのでご了承ください。
締切：6月29日（水）必着 ※結果は7月上旬頃、通知いたします。
◇申込についての問合せ：（公財）練馬区文化振興協会☎03-3993-3311
◇コンサートについての問合せ：武蔵野音楽大学演奏部☎04-2932-3108

武蔵野音楽大学連携事業 武蔵野音楽大学ウィンドアンサンブル演奏会
7/15（金） 18 :30開演 東京芸術劇場 コンサートホール（豊島区西池袋1-8-1）

音楽が好き、ダンスが好き、練馬が好き、公演運営
に興味がある方、人と関わるのが好きという方！
約400人の若手パフォーマー、約1500人の観客が
参加する一大イベントに運営スタッフとして参加し
てみませんか？
『ねりパフォ2017』は練馬区内で活躍するダンス・軽
音楽などの若手パフォーマーが練馬文化センター大
ホールに一堂に集まり、発表・交流するイベントです。

活動期間：企画ミーティング（平成28年7月から平成29年2月に月1回2～4時間程度）、
平成29年2月4日（土）リハーサル、2月5日（日）本番

活動内容：①イベント内容の検討 ②PR活動 ③当日運営（司会アシスタント、出演者サポート、舞台転換、会場整理など）
対　　象：①16歳以上30歳以下 ②上記活動期間に概ね出席でき、リハーサル・本番に必ず参加できる方
場　　所：練馬文化センターまたは練馬区役所
募集人員：10名程度
■申込方法： ①「運営スタッフ応募」 ②氏名（ふりがな）③年齢 ④住所 ⑤電話番号 ⑥メールアドレス（PDFデータ
が受信できるアドレス） ⑦自己PRを下記へお送りください。 〈往復はがきの場合〉〒176-0001 練馬区練馬
1-17-37（公財）練馬区文化振興協会「ねりパフォ係」宛 〈Ｅメールの場合〉ypf-staff@neribun.or.jp　
応募締切：6月20日（月）（必着）または24:00受信分まで 
◇問合せ：（公財）練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311 ※第1回ミーティングは7月12日(火)19：00～を予定しています。

ねりパフォ2017
運営スタッフを募集します

栗コーダー&フレンズ〈栗コーダーカルテット（栗原 正
己、川口 義之、関島 岳郎）、ビューティフルハミングバー
ド（小池 光子、タバティ）〉、劇団カオニャオ from ラオス
ピタゴラスイッチオープニングテーマ ほか
全席指定 一般3,000円／こども（小学生～高校
生）1,500円 ※当日券各500円増

出演：

演目：
料金：

蜃気楼 龍玉（真打）、柳家 花ん謝（二ツ目）、翁家 
和助（太神楽曲芸）
全席自由 1,500円
（一社）落語協会

出演：

料金：
協力：

割 引 小学生割 引 小学生

小学生

劇団カオニャオ劇団カオニャオ

栗コーダーカルテット・
ビューティフルハミングバード

栗コーダーカルテット・
ビューティフルハミングバード

翁家 和助蜃気楼 龍玉柳家 花ん謝

©Shigeto imura©Shigeto imura

募 集

募 集

ねりま若者文化祭ライブパフォーマンス



6 月
弦楽グループ“ひととき” 「弦楽の名曲と
イギリスのしらべⅡ」 バロックから現代へ 
2日（木） 19:00～20:45 
全席自由 500円
【問】ひととき　☎ 03-3924-2114

6/2
THU

ラファエル・ゲーラピアノリサイタル
３日（金） 19：00～21：00 
全席自由 前売3,000円 当日3,500円
【問】ジー・クレフ　☎ 04-7133-5275

6/3
FRI

コンセール・プティ Vol．12 ～花から花へ～
4日（土） 14:00～16:00 
全席自由 2,500円
【問】NC企画　☎ 03-3978-7915

6/4
SAT

小

小

「日本と原発 ４年後」 ねりま上映会
4日（土） 18：40～21：30 
全席自由 前売800円 当日1,000円
【問】核・原発ない未来　☎ 03-6760-9719

6/4
SAT

小

第17回（2016）
シルバー フェスタ オン ステージ
5日（日） 11:00～13:00 
自由入場 無料   
【問】シルバーヴィラ向山　☎ 03-3999-5416

6/5
SUN

小

雅扇会一門の集い
9日（木） 11:00～18:00 
自由入場 無料   
【問】千葉　☎ 03-3970-6527

6/9
THU

小

命をささえ 平和をつむぐ ～アフガンからの
メッセージ～ 中村哲医師講演会
10日（金） 18：45～21：30 
全席自由 前売 一般800円 他 高校生以下500円
【問】市民の声ねりま　☎ 03-6806-6312

6/10
FRI

小

7 月

TICKET

TICKET

TICKET

TICKET

TICKET

TICKET

TEL

大

フェンスター管弦楽団 第3回定期演奏会 
 11日（土） 14:00～16:00 
全席自由 500円
【問】団長 南波　☎ 090-2308-7689

第8回 氷川台フラウエンコール コンサート
11日（土） 14:00～16:00  
要整理券 無料   
【問】事務局　☎ 090-6516-7222

6/11
SAT

6/11
SAT

大

大

第9回 ひびきの森コンサート
12日（日） 14:00～16:00  
自由入場 無料
【問】ひびきの森　☎ 03-5984-1516

6/12
SUN

日本大学管弦楽団 第89回定期演奏会
17日（金） 18:30～20:30 
全席自由 500円
【問】広報　☎ 080-1089-6580

6/17
FRI

第136回 練馬区民寄席
～三遊亭 金馬・桂 歌丸～ 
17日（金） 18:30～20:30 
完売御礼
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

6/17
FRI

大

Harmonica Society 
第57回 四大学ジョイントコンサート
18日（土） 17:30～20:40  
自由入場 無料
【問】明治大学ハモソ m.hamoso@gmail.com

6/18
SAT

小

みどりの風吹くまちに
～トーク＆スイーツコンサート～
15日（水） 19：00～21：00
全席指定 2,000円
【問】練馬区文化センター　☎ 03-3948-9000

6/15
WED

小

小

小

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

6/18
SAT

19
SUN
ギ

大

大

大

大

大

大

第20回 光風松乃會書展（かな書道）
18日（土）・19日（日）  
自由入場 無料
【問】光風松乃會　☎ 090-1810-3691

6/23
THU

26
SUN
ギ

長谷川青峯茶陶展
23日（木）～26日（日）  
自由入場 無料（呈茶席 要案内状）
【問】長谷川青峯　☎ 0283-25-0259

梅雨の晴れ間に 2016
19日（日） 14:00～16:30  
全席自由 1,500円
【問】東北大男声ＯＢ会　☎ 090-9102-1926

6/19
SUN

歌舞伎プレセミナ－
22日（水） 19:00～20:30  
全席自由 500円
【問】練馬区文化センター　☎ 03-3948-9000

6/22
WED

小

小

小

第31回練馬区新人演奏会出演者選考オー
ディション 二次審査 弦楽器部門
26日（日） 13:00～開始予定 
入場自由 無料
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

6/26
SUN

大

練馬混声合唱団 第47回定期演奏会
25日（土） 14:00～16:00 
全席自由 500円
【問】田村　☎ 080-1155-0860

6/25
SAT

第31回練馬区新人演奏会出演者選考オー
ディション 二次審査 木管楽器部門
25日（土） 13:00～開始予定 
入場自由 無料
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

6/25
SAT

小

第31回練馬区新人演奏会出演者選考オー
ディション 二次審査 声楽部門
24日（金） 13:00～開始予定 
入場自由 無料
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

6/24
FRI

ジョイ・バレエストゥーディオ
The21st Performance
26日（日） 13:30～15:30
全席自由 3,000円
【問】ジョイ・バレエ　☎ 03-3950-5039

6/26
SUN

You遊モデル ジョイントコンサート  
  30日（木） 11:30～19:40  
自由席2,500円 指定席3,800円
【問】You遊モデル　☎ 03-5912-2600   

6/30
THU

小

ローマ・イタリア歌劇団 ラ・ボエーム
1日（金） 18:30～21:30
全席指定S席14,000円、A席11,000円、B席7,000円
【問】練馬区文化センター　☎ 03-3948-9000

7/1
FRI

芸能大会
4日（月） 10:30～15:30
自由入場 無料
【問】練老連芸能大会　☎ 03-6914-5125

7/4
MON

小

IL DOLCE CANTO 青盛のぼる リサイタル
9日（土） 14:00～16:00  
一般4,000円　中学生以下2,000円
【問】ドルチェカント　☎ 03-3825-2048

7/9
SAT

メルクルディ・フィルハーモニー管弦楽団
第７回定期演奏会
9日（土） 14:00～15:50
自由入場 無料
【問】広報担当　mercredi_phil2306@hotmail.co.jp

7/9
SAT

小

練馬交響楽団 第63回定期演奏会
10日（日） 14:00～16:00 
全席自由1,000円
【問】練馬区文化センター　☎ 03-3948-9000

7/10
SUN

小

楽団カーニバル混声合唱団
第13回定期演奏会
10日（日） 14:00～16:00 
自由入場 無料
【問】楽団カーニバル　☎ 080-4116-1169 

7/10
SUN

バレエ団ピッコロ５５周年記念発表会
16日（土） 15:30～20:00 
自由入場 無料
【問】バレエ団ピッコロ　☎ 03-3972-1476 

7/16
SAT

第38回 四葉会ピアノサマーコンサート
16日（土） 13:00～16:30
自由入場 無料
【問】奥田　☎ 03-3388-1675 

7/16
SAT

小

7/15
FRI

18
MON
ギ

7/23
SAT

26
TUE
ギ

7/22
FRI

24
SUN

大

大

大

大

大

大

第37回練馬児童合唱団演奏会
17日（日） 14:00～16:00 
要整理券 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

（公社）練馬区シルバー人材センター
ボトルシップ制作講座 作品展
15日（金）～18日（月）
自由入場 無料
【問】西村　☎ 03-3948-6947

7/17
SUN

東京農業大学ＯＢＯＧ管弦楽団
第７回定期演奏会
18日（月） 14:00～16:00 
全席自由 500円
【問】事務局　nodai.obog.orc@gmail.com

7/18
MON

小

小

小

第２２回全国プレコンクール
22日（金）～24日（日） 10:00～21:00
全席自由 999円
【問】プレコンクール　☎ 04-2924-7000

大

第６６回 社会を明るくする運動のつどい
21日（木） 13:30～16:00 
自由入場 無料
【問】青少年課青少年係　☎ 03-5984-4691

7/21
THU

吹奏楽コンサート
ＢＲＡＳＳ ＢＡＮｄＢＥ ２０１６
21日（木） 14:30～16:20 
自由入場 無料
【問】ＢＢ２０１６担当　bandbe.bandbe@gmail.com

7/21
THU

大

よしもとお笑いまつりin練馬！
20（水） 19:00～21:00
全席指定 前売3,500円 当日4,000円
【問】練馬区文化センター　☎ 03-3948-9000

7/20
WED

藤田舞踊研究所 第３５回 発表会
18日（月） 16:00～19:00  
自由入場 無料
【問】藤田舞踊研究所　☎ 03-3999-2975

7/18
MON

上野の森交響楽団 第７７回定期演奏会
23日（土） 19:00～21:00 
全席自由 1,000円
【問】広報担当　☎ 070-5563-3634

7/23
SAT

練馬稲門会・写真クラブ・展示会
23日（土）～26日（火）
自由入場 無料
【問】岡田　☎ 090-5777-9215

平多武於舞踊研究所 発表会
25日（月） 14:00～18:00 
自由入場 無料
【問】平多舞踊研究所　☎ 03-3381-2824

7/25
MON

小

小

飯塚モダンダンススタジオ発表会
26日（火） 18:30～20:00
自由入場　無料
【問】飯塚モダンダンス　☎ 03-3559-1957

7/26
TUE

松竹大歌舞伎 
～晒三番叟・松浦の太鼓・粟餅～
29日（金） 昼の部13:30、夜の部18:00(約3時間上演） 
全席指定一等席5,500円、二等席4,500円、三等席3,500円
【問】練馬区文化センター　☎ 03-3948-9000

7/29
FRI

畠山美由紀 
メモリアル・シンフォニック・コンサート
30日（土） 14:30～16:30  
全席指定 6,500円
【問】Ｒｏ-Ｏｎチケット　☎ 047-365-9960

7/30
SAT

小

ｂｅｌｌｅ 第10回コンサート
30日（土） 17:30～20:00  
全席自由 無料
【問】ｂｅｌｌｅ　☎ 090-3497-1804

7/30
SAT

高田馬場管弦楽団第８８回定期演奏会
31日（日） 14:00～16:00   
全席自由 1,000円
【問】高田馬場管弦楽団　http://www.babakan.com/

7/31
SUN

アロアロフラスタジオ15周年記念
第6回ホイケ
18日（土） 15:00～17:00  
全席指定 S席4,500円 A席3,500円
【問】アロアロフラスタジオ　☎ 090-9303-5280

6/18
SAT

小

音楽の花束 Rivaty
10日（金） 19:00～21:20
全席自由 4,000円
【問】Ａプロジェクト　☎ 080-3122-0835

6/10
FRI

小

練馬文化センター イベントスケジュール 6・7月 大ホール 小ホール ギャラリー大 ギ小



ホ

ホ

ホ

ホ

6 月

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

中山みどり推薦演奏家シリーズⅢ
大井手慶ピアノリサイタル
２日（木） 19：00～20：45  
全席自由 前売2,000円 当日2,200円
【問】アートハウス　☎ 042-398-3283

6/2
THU

０歳からのコンサート～親子でクラシック！～
５日（日） 10：30～11：20  
全席自由 おとな前売900円 他 こども前売450円 他
【問】Pont de l'Avenir　pontdelavenir@gmail.com

6/5
SUN

ホ

笹嶋眞夫主催のCANTIAMO・女声合唱と
オペラ・歌曲のソロ・ピアノソロ
4日(土) 13：00～16：00
自由入場 無料
【問】CANTIAMO笹嶋　☎ 03-3996-6251

6/4
SAT

大泉落語研究会第15回落語発表会
５日（日） 13：45～16：30 
自由入場 無料
【問】寝てま亭歌凰　☎ 090-4535-2114

6/5
SUN

水城ゆき 愛と歌の夕べ
６日（月） 17：20～18：00  
自由入場 無料   
【問】水城歌謡教室　☎ 03-3978-0831

6/6
MON

第7回 フォトクラブ大泉 写真展 
6日（月）～12日（日）
自由入場 無料  
【問】フォトクラブ大泉　☎ 090-5750-6816

第9回 ワコ歌謡フェスタ 
７日（火） 11：30～18：30  
自由入場 無料  
【問】Studio-J　☎ 090-8337-5073

6/7
TUE

7 月

闇に浮かぶ花明かり その二 ～語りの世界～ 
８日（水） 14：00～16：00/19：00～21：00
全席自由 一般前売3,000円 他 学生・シニア前売1,500円 他
【問】千夜一夜座　☎ 070-6406-1018

6/8
WED

6/6
MON

12
SUN
ギ

6/30
7/3
THU

SUN
ギ

石川佳秀・岩澤佳祐 
テューバ・デュオ・リサイタル vol.4
9日（木） 19：00～21：00 
全席自由 一般3,000円 学生1,500円
【問】事務局　☎ 080-5061-4041

6/9
THU

ＣＯＣＯＲＯ※ＣＯ ゴスペルコンサート
10日（金） 19：00～21：00 
全席自由 前売3,000円 当日3,500円
【問】ピースフル事務局　VZR10273@nifty.ne.jp

ステラの会コンサート
12日（日） 13：30～16：00
自由入場 無料   
【問】ステラ音楽教室　☎ 03-3557-9016

6/12
SUN

6/10
FRI

ホ

第46回ゆめりあワンコイン・コンサート
11日(土) 14：00～16：00 
完売御礼
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

6/11
SAT

東京男声合唱団 第29回定期演奏会
19日（日） 14：00～15：45  
全席自由 1,000円
【問】東京男声合唱団　☎ 090-1120-9033

6/19
SUN

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホホ

ホ

桐朋学園大学卒業生による 室内楽コンサート 
オルタンシア・クインテット
12日（日） 19：00～21：00
全席自由 一般3,000円 高校生以下1,500円
【問】オルタンシア　ortensia.quintette@gmail.com

6/12
SUN

第28回 Concert Du Piano
14日（火） 16：00～21：15  
自由入場 無料 
【問】たしろっちの会　☎ 090-6923-1146

6/14
TUE

ホ

6/17
FRI

音夢の会
17日（金） 14：00～16：00  
自由入場 無料
【問】音夢の会　☎ 03-5656-3646

ホ

6/18
SAT

紅音ミュージカル研究塾 第4回発表会
18日（土） 17：30～20：15  
全席自由 1,500円
【問】紅音塾事務局　☎ 080-5054-1560

ホ

6/15
WED

パパ荒川メジャーデビュー7周年記念　
ONE FOR ALL vol.3
15（水） 19：30～21：00  
全席自由 3,000円
【問】officeSK　☎  080-4613-6969

ホ

6/16
THU

My Favorite songs in 大泉学園
16日（木） 19：00～21：00  
全席自由 2,500円
【問】歌工房BON　☎ 03-3922-2945

ホ

ホ

中澤万紀子バイオリンリサイタル
1日（金） 19：00～20：40 
全席自由 3,000円
【問】西川音楽教室　☎ 090-8748-8124

7/1
FRI

第１６回 フロイデコンサート
２日（土） 17：00～21：00   
自由入場 無料 
【問】フロイデ　☎ 03-3948-6172

7/2
SAT

ホ

7/5
TUE

第４０回ピティナ・ピアノコンペティション　
特級一次予選
５日（火） 10：30～19：30
自由入場 無料
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

羽川真介（チェロ）＆渚智佳（ピアノ）
デュオ・コンサートVol．3   
20日（月） 19：00～21：00
全席自由 前売3,000円 当日3,500円
【問】プラージュ企画　☎ 03-3557-5820

6/20
MON

ホ

歌声喫茶ともしび in 大泉学園
20日（月） 9：50～11：30
全席自由 2,000円
【問】ともしび音楽企画　☎ 03-6907-3801

6/20
MON

東日本大震災復興支援
チャリティーカラオケめかぶの会
21日（火） 11：00～20：00
自由入場 無料
【問】めかぶの会　☎ 090-1791-6265

6/21
TUE

フェイギン門下発表会
22日（水） 18：30～21：40
自由入場 無料
【問】事務局　☎ 090-8087-1007

6/22
WED

東京六大学ピアノ連盟定期演奏会
25日（土） 12：30～16：00
全席自由 大人1,000円 学生500円
【問】六連　☎ 090-9421-3460

6/25
SAT

第24回 ぼくとわたしのコンサート
25日（土） 18：30～20：30 
自由入場 無料
【問】小川ピアノスタジオ　☎ 03-5935-0035 

6/25
SAT

ホ

第１０回千代の会
～ピアノとうたのコンサート～
26（日） 18：30～20：30 
自由入場 無料
【問】千代の会　☎ 03-3922-9221

6/26
SUN

須藤亮典＆青木啓樹 デュオリサイタル
27日（月） 19：00～21：00
全席自由 一般前売2,000円 他 学生前売1,500円 他
【問】事務局　☎ 080-1540-6028

6/27
MON

コン・フォートクラブ写真習作展
30日（木）～7月3日（日） 
自由入場 無料
【問】コンフォートクラブ　☎ 03-3904-6329 

服部奈々ヴァイオリンリサイタル
29日（水） 19：00～21：00  
全席自由 一般3,000円 学生1,500円
【問】opus55　☎ 080-5878-3571

6/29
WED

ホ

ホ

7/14
7/15
THU

FRI

eARThコンサート ランチタイムクラシック
“音楽による世界旅行”
12日（火） 12：00～13：30   
全席自由 一般前売1,000円他 未就学児無料
【問】ポンドゥラベニル　☎ 080-8852-6039

7/12
TUE

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

7/6
WED

第４０回ピティナ・ピアノコンペティション　
特級一次予選
６日（水） 10：00～19：30  
自由入場 無料
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

ホ

7/9
SAT

ほしぞらマンドリンアンサンブル 第2回定期
演奏会♪ 子連れで楽しむコンサート
９日（土） 13：30～15：00 
自由入場 無料
【問】事務局　☎ 080-3724-1328

テアトル・オペレッタ・フランセーズ １１
18日（月） 19：00～21：30
全席自由 3,000円
【問】村田　☎ 03-5387-0977

7/18
MON

Opera Bocchietti 第２回公演
COSI・FAN・TUTTE
14日（木）～15日（金） 18：30～21：30
全席自由 １４日 2,000円 １５日 2,500円
【問】Bocchietti　☎ 090-9678-7701

歌声喫茶ともしび ｉｎ 大泉学園
20日（水） 9：50～11：30 
全席自由 2,000円
【問】ともしび音楽企画　☎ 03-6907-3801

7/20
WED

Joyful Joint Concert Vol.7
20日（水） 19：00～20：50 
全席自由 2,500円
【問】メヌエット　☎ 04-2928-7851

7/20
WED

５人のママによる ファミリーコンサート
28日（木） 11：00～12：00/14：00～15：00
全席自由 1,500円
【問】ブリランテ　☎ 080-6511-6975

7/28
THU

レオナルド・ブラーボ
クラシックギターリサイタル
28日（木） 19：00～20：45  
全席自由 一般前売3,500円他 学生前売2,000円他
【問】パラナ音楽事務所　☎ 080-9548-1834

7/28
THU

Yuu IchiYama Konzert
29日（金） 19：00～21：00 
全席自由 前売2,000円 当日2,500円
【問】事務局　☎ 042-422-2510

7/29
FRI

宮地楽器発表会
31日（日） 10：00～19：30
自由入場 無料
【問】音楽教室管理課　☎ 042-383-5551

宮地楽器発表会
30日（土） 11：00～19：30 
自由入場 無料
【問】音楽教室管理課　☎ 042-383-5551

7/31
SUN

ホ

7/30
SAT

TICKET

TICKET

※こちらに掲載した情報は平成28年5月19日現在のものです。　※主催者が希望した催しのみ掲載しています。　※前売と当日の入場
料が異なる場合や、主催者の都合により掲載内容に変更が生じる場合があります。詳しくは各主催者へお問い合わせください。

TICKET

TEL

各ホールの窓口で販売しています。（10:00~20:00）
※お電話での予約や公演会場以外での購入はできません。

①予約専用電話03‐3948‐9000（10:00~17:00）
②各ホール窓口（10:00~20:00）で購入できます。

チケット窓口販売

チケット予約・販売

大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 6・7月 ゆめりあホール ゆめりあギャラリーホ ギ
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＜広告＞

チケットのお申し込み

練馬文化センター友の会

有効期間

❶練馬文化センター 1階チケットカウンター
　（10:00~20:00）
❷大泉学園ゆめりあホール 5階 事務室受付
　（10:00~20:00）
※予約受付開始日の翌日午前10時から、窓口での販
売および引換えをいたします。この前に完売となった
場合、窓口での販売はございません。

チケット窓口販売

練馬文化センター
〒176‐0001
東京都練馬区練馬1-17-37
TEL.03‐3993‐3311

練馬文化センターチケット予約専用電話（10:00~17:00）
チケットのお引換え方法は以下のいずれかをお選びください。
❶窓口引換：練馬文化センターまたは大泉学園ゆめりあホールの各窓口に直接お越し下さい。
❷郵便振替：予約専用電話にてご予約の上、郵便局に備え付けの払い込み用紙に ①公演名 
②席種 ③枚数 ④友の会会員番号（会員のみ）を記入し、チケット料金およびチケット郵送
料（100円）を下記口座までご入金ください。
＜払込口座記号番号＞00160-3-514280  
＜加入者名＞株式会社 五十嵐商会 練馬文化センター係
※振込手数料はお客様のご負担になります。

❶窓口：練馬文化センター1階 チケットカウンターまたは大泉学園
ゆめりあホール5階 事務室受付で入会手続きを行って下さい。
❷郵便振込：郵便局に備え付けの払い込み用紙に①友の会入会希
望②住所③氏名④電話番号を記入の上、下記の口座に年会費
および会員証郵送料として2,100円をお振込下さい。
＜払込口座記号番号＞00160-3-514280  
＜加入者名＞株式会社 五十嵐商会 練馬文化センター係
問合せ：練馬区文化振興協会 TEL.03‐3993‐3311

電話予約 TEL.03-3948-9000

※現在インターネットチケット販売はご利用いただけません。

車いす席・難聴者イヤホン
のご利用について

練馬区文化振興協会が練馬文
化センター・大泉学園ゆめりあ
ホールで開催する主催・共催公
演では、車いす席・難聴者イヤ
ホンをご用意しております。詳
しくは、チケットをお求めの際
などに係員にお尋ねください。

会員
募集中

練馬文化センター友の会会員になって、多彩なジャンルの公演をお得に楽しみませんか？

西武池袋線・西武有楽町線・
都営地下鉄大江戸線
「練馬」駅中央北口より徒歩1分

大泉学園
ゆめりあホール
〒178-0063
東京都練馬区東大泉1-29-1
TEL.03‐5947‐2351

西武池袋線「大泉学園」駅よ
り徒歩1分

1年間
入会方法

年会費

2,000円

特典
1

大泉学園

大泉学園駅入口第一
↑北園

北野神社●

池袋→←所沢

リズモ
●大泉学園

●交番

↓上石神井

ゆめりあタワー
ゆめりあ2
南パーキング

ゆめりあ1
5F・6Fゆめりあホール
7F ゆめりあギャラリー
地下 北パーキング

西武池袋線

駅前広場

練　馬
池袋→

西武池袋線

谷原・
関越道

←所沢

練馬文化
センター

白山神社入口

練馬警察署南

●練馬消防署
●練馬警察署

練馬区役所●　　
練馬郵便局●

西武池袋線
西武有楽町線
都営地下鉄大江戸線

●パン屋

南町小学校●

千川通り

目白通り 豊玉陸橋・
環七・
早稲田

●ココネリ

地下駐車場
入口（有料）

公
園

豊
島
園
通
り

豊玉北六丁目 練馬文化センター入口

TICKETTEL

平成28年6月19日（日） 
志木市民会館パルシティ 

開場13:30 開演14 :0 0

平成28年7月12日（火）

北とぴあ さくらホール
JR京浜東北線「王子駅」北口より徒歩2分

開場18:0 0 開演18 :30

■ ぴあ 0570-02-9999 http://pia.jp/　■ ローソンチケット 0570-000-407
■ e+ （イープラス） http://eplus.jp ＊未就学児のご入場はお断りいたします。 

主催・お問い合わせ：夢空間 03-5785-0380（平日10時～18時） http://yume-kukan.net

全席指定 3,900円　
［Pコード：449-544］
［Lコード：31539］
会館販売あり 048-474-3030

柳家小三治 一門会 15th anniversary concert

2016年7月30日（土）

畠山美由紀
畠山美由紀 with 東京ニューシティ管弦楽団
編曲・ピアノ：中島ノブユキ  指揮：鈴木織衛

一般料金¥6,500 ※未就学児入場不可
主催：東京労音／企画制作：MSエンタテインメント     
お問い合わせ：Ro-Onチケット TEL047-365-9960

開演14:30
（開場14:00）

練馬文化センター 大ホール

小
三
治

小
三
治

一
門
会

一
門
会

柳
家
柳
家

情報誌「アンコール」を毎月、
ご自宅にお届けします。

特典
2

練馬区文化振興協会、練馬文化
センター、大泉学園ゆめりあホー
ルが主催・共催する公演のチケッ
トを1公演につき2枚まで1割引
きで購入できます。

特典
3

練馬区文化振興協会が主催・共催する
練馬文化センターでの公演チケットを
一般発売前に予約できます。※申し込
み多数の場合は抽選。座席の指定はで
きません。 ※一部の公演を除きます。

TICKE
T

TICKE
T

5
6
発売日

TICKE
T

2 0 1 6 . 6  /  Vo l . 3 7 5

アンコール

東武東上線「志木駅」東口より徒歩15分

柳
亭
燕
路

柳
亭
燕
路

柳
家
ろ
べ
え

柳
家
小
か
じ

柳
家
そ
の
じ（
俗
曲
）

花
島
世
津
子（
奇
術
）

S席3,900円 A席3,400円
［Pコード：450-037］［Lコード：32549］
北とぴあ窓口販売あり（10時～20時）
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