
第137回練馬区民寄席

～落語と鹿芝居～

第137回練馬区民寄席は、なんと真打８名が勢ぞろい、前半は落語をたっ
ぷり披露し、後半は名作「与話情浮名横櫛」のお芝居を演ずるという、大変
豪華な一夜です！ふだん上演の機会の少ない鹿芝居を堪能する貴重な
チャンスをぜひお見逃しなく！ ※鹿芝居（しかしばい）とは噺家（はなしか）
が演じるお芝居のことをいいます。

金原亭馬生、蝶花楼馬楽、林家正雀、古今亭菊春、金原亭世之介、
金原亭馬治、金原亭馬玉、林家彦丸（真打8名）、金原亭馬久（二ツ目）
落語、鹿芝居「与話情浮名横櫛（よわなさけうきなのよこぐし）」
全席指定 3,000円

練馬区民寄席初！
オール真打8名出演の落語と鹿芝居の一夜。

練馬文化センター 小ホール

7月28日（木） 10:00～ 予約受付開始

10/28（金） 18:00開演

割  引 小学生

New! New!

出演：

演目：
料金：
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ドラゴンクエスト
ウインドオーケストラコンサート

ドラゴンクエスト誕生30周年を記念して、スペシャルコンサートを開催！
演奏は日本が世界に誇る吹奏楽の雄、吹奏楽コンクールで模範演奏等も
務める「東京佼成ウインドオーケストラ」で実現。胸に迫る感動とよみがえ
る思い出を、極上の生演奏と共にお楽しみください！

指揮：大井剛史、東京佼成ウインドオーケストラ
すぎやまこういち作曲、真島俊夫吹奏楽編曲／吹奏楽によるドラゴン
クエストⅠ『ドラゴンクエストⅠ，Ⅱ，Ⅲ』
全席指定 S席4,500円 A席3,500円 
キョードー東京

あの名曲が東京佼成ウインドオーケストラの
生演奏で蘇る！

練馬文化センター 大ホール

8月20日（土） 10:00～ 予約受付開始

10/15（土） 15:00開演

割  引 小学生

出演：
演目：

料金：
共催：

優 先
＊未就学児のご入場はお断りいたします。 
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チケット情報についてはアンコール9月号にてご案内します。

※その他、詳細についてはお問合せください
問合せ：（公財）練馬区文化振興協会 TEL:03-3993-3311

第31回練馬区新人演奏会

11/29（火） 18:30開演予定 練馬文化センター 小ホール

上野 正博（指揮）、受賞者6名、東京フィルハーモニー
交響楽団
全席自由 1,000円

出演：

料金：

New!

New!

New!

第31回練馬区新人演奏会出演者
選考オーディション 
審査結果のお知らせ
今回第31回を迎える「練馬区新人演奏会」の
出演者が決定しました！
演奏会では「東京フィルハーモニー交響楽団」と共演します。

声楽部門 黒田 詩織（ソプラノ）
木管楽器部門 若狭 知恵（フルート）
弦楽器部門 藤井 将矢（コントラバス）

声楽部門 前川 健生（テノール）
木管楽器部門 金田 直道（ファゴット）
弦楽器部門 伊藤 万桜（ヴァイオリン）

最
優
秀
賞

優
秀
賞

割  引8月5日（金）10:00～ 販売開始

練馬区演奏家協会コンサート 3歳からシニアまで
みんなで楽しむ音楽劇 「ヘンゼルとグレーテル」

二人が見つけたお菓子の家。優しい魔女がお待ちしています。

二期会会員をはじめ、実力派の歌手たちによる
歌とお話で繰り広げるヘンゼルとグレーテルの物語

11/23（水・祝） 14:00開演 

佐橋美起（ソプラノ）、青木美稚子（ソプラノ）、飯島香織（ソプラノ）、磯地美樹（メゾソプラノ）、
三塚至（バリトン）、多田直子（ピアノ） ほか
フンパーディンク／オペラ「ヘンゼルとグレーテル」より抜粋
全席自由 一般1,000円／こども（3歳～未就学児）700円 ※３歳未満はご入場いただけません。

出演：

曲目：
料金：

練馬文化センター 小ホール

からだを動かすワークショップ
珍しいキノコ舞踊団伊藤千枝さんと、からだの創造力をみつけよう！

「おやこでニコニココース」は、親子2人1組で動いて、転んで、笑って、泣いて、たっぷり汗をかきながら、親子
のコミュニケーションとからだの創造力を育むコース。「大人だってニヤニヤコース」はストレッチを交えなが
ら、ときに奇妙に、思いっきりからだを動かして、新しい身体感覚を発見するコース。どちらも終わったあと
はすっきり爽やか。きっとこれまでとは違う自分のからだを見つけられるはずです。

あたまとからだを使って遊びながら、からだの感覚や創造力を再発見！

11/5（土） ①11:00～12 :00／②13:00~14:30 練馬文化センター 第１リハーサル室

出場者募集！
ねりま若者文化祭ライブパフォーマンス
ねりパフォ2017

今年のテーマは「Challenge 自分の“カラ”をぶち壊せ!!」
ねりパフォは練馬区内で活動する若手パフォーマーが主役！ダンス、
軽音楽、大道芸等「プロになりたい！」「なにかを表現したい！！」「誰
かに伝えたい！！」など、とにかく熱い気持ちをもったアーティストのた
まごを大募集します！1500人の観客の前でその熱い思いを伝え、最
高のパフォーマンスを発揮してみませんか？スタッフも10～30代が活
躍し、イベントを盛り上げ、サポートします。ご応募お待ちしています。

2/5（日） 

①ジャンル･･･軽音楽系・ダンス系・パフォーマンス系　②小学生から３０歳以下
③出演者の３分の２以上が区内在住・在勤・在学　④次の日程に参加できる方
・リハーサル 平成29年2月4日（土）終日 ・本番 平成29年2月5日（日）終日
応募用紙に必要事項を記入し、動画やデモ音源（CD・DVD）を添付のうえ、練馬
文化センター内ねりパフォ事務局まで郵送、または持参してください。
〒176-0001 練馬区練馬1-17-37 （公財）練馬区文化振興協会
練馬区立の各施設（図書館、出張所など）または協会ホームページ
（http://www.neribun.or.jp/）にて、応募用紙を配布しています。
平成28年9月1日（木）～10月14日（金）消印有効
小学生～高校生 500円／左記以外 1,000円（一人当たり・傷害保険料込み）
軽音楽部門１グループ15分以内 ダンス部門1グループ10分以内（セッティング時間含む）

参加者全員分の ①氏名 ②年齢 ③性別、 代表者の ④住所 ⑤電話番号 ⑥メールアドレス、 ⑦希望コース・日時 ⑧参加理由 を記載のうえ、下記の方法で申し込みください。
＜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 「ワークショップ申し込み」宛  ＜Eメールの場合＞ workshop@neribun.or.jp
締切：9月30日（金）必着 ※メールは23:59まで  ※はがき、メール１通につき1人（組）まで申込み可。 ※応募者多数の場合は抽選となります。

応募資格：

応募方法：

応募期間：
参加費用：
演奏時間：

練馬文化センター 大ホール

①おやこでニコニココース
②大人だってニヤニヤコース 定員：20名　対象：16歳以上

定員：10組 20名　対象：4歳以上の未就学児とその保護者（2人1組）
講師：伊藤千枝（珍しいキノコ舞踊団主宰）　料金：各回お1人1,500円　※障害をお持ちの方はご相談ください

演劇ワークショップ
ままごと柴幸男さんと練馬の街から演劇をつくろう！

劇団“ままごと”主宰の柴幸男さんを講師に迎え、練馬の街を歩いて演劇作りの素材を探します。
新しい練馬の魅力を発掘しよう！

柴幸男さんと一緒に演劇をつくるクルーを募集中！

11/12（土）・19（土） 練馬文化センター 第１リハーサル室

講師：柴幸男（ままごと主宰）　料金：1,500円（ワークショップ中の移動交通費、食事代は自己負担）　
定員：各日20名　対象：16歳以上、練馬に興味のある人

10:00～17:00（一日完結）



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。学生券乳幼児

割 引優 先

小学生

練馬交響楽団 
第64回定期演奏会
11/13（日） 14:00開演 練馬文化センター 大ホール

出演：
曲目：

料金：

割 引 小学生

第47回ゆめりあワンコイン・コンサート
歌とピアノで秋の名曲散歩

秋にちなんだ名曲を歌とピアノでお届けする
デュオコンサート！

9/10（土） 14:00開演 大泉学園ゆめりあホール

白川 多紀（ピアノ）、千石 史子（ソプラノ）
ドビュッシー／月の光、ヘンデル／私を泣かせて下
さい、山田耕筰／赤とんぼ ほか
練馬区演奏家協会

出演：
曲目：

協力：

割  引 乳幼児

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

夏休みは、ピーターパンと冒険の旅に出かけよう！
8/7（日） 15:00開演 練馬文化センター 小ホール

劇団M.M.C、練習に参加した小・中学生
全席自由 大人1,000円、3歳～中学生500円 
※3歳未満はひざ上無料。（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。

出演：
料金：

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

太鼓集団天邪鬼 ほか
武人、怒濤 ほか
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：
演目：
料金：

小学生

太鼓集団 天邪鬼30周年記念公演　
ひとすじの道

練馬まつり協賛イベント
日本を元気に！おまつりわっしょ～い！！
～おまつり音楽祭INねりま～

東北から全国行脚中！
お祭り旋風を巻き起こす話題のバンドが練馬参上！

10/16（日） 16:00開演 練馬文化センター 大ホール

白崎映美＆東北6県ろ～るショー!! ほか
全席指定 一般3,500円 子ども（3歳～高校生）
1,500円 3歳以上要チケット／2歳以下ひざ上無料

出演：
料金：

ゆめりあJAZZ vol.24
西村 協＆楽しいジャズ仲間たち
～あの頃憧れた歌手を辿って～

ジャズ評論界の大御所 
瀬川昌久プロデュース 第6弾!

9/16（金） 19:00開演 大泉学園ゆめりあホール

西村 協（Vo）、八月 薫子（Vo）、YURIE（Vo）、
本田 富士旺（Pf）、香川 裕史（B）
　　　　 　 瀬川 昌久　

出演：

企画・司会・解説：

白石加代子「百物語」シリーズ 
アンコール上演

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

9/29（木） 19:00開演 練馬文化センター 小ホール

白石加代子　
筒井康隆「五郎八航空」、南條範夫「燈台鬼」
全席指定 5,000円

小森 康弘（指揮）、中桐 望（ピアノ）、練馬交響楽団
ヴェルディ／歌劇「運命の力」より序曲、
グリーグ／ピアノ協奏曲 イ短調作品16、
バルトーク／管弦楽のための協奏曲
全席自由 1,000円

出演：
演目：
料金：

割 引 小学生

みどりの風 練馬薪能 プレセミナー
～能・狂言をたのしむ～

能・狂言の基本から練馬薪能の見どころまで
楽しく伝える入門講座

9/7（水） 15:00開演 練馬区立生涯学習センター

葛西聖司（アナウンサー・古典芸能解説者）
500円（全席自由）　
練馬区・（公財）練馬区文化振興協会　

出演：
料金：
主催：

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

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：

割 引 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

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。

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

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
翁家 和助蜃気楼 龍玉柳家 花ん謝

ケルティック クリスマス2016
～シャロン・シャノン来日公演～

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！

12/2（金） 19:00開演 練馬文化センター 小ホール

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： 割  引 小学生 無 料

第236回アトリウムミニステージ
8/17（水） 12:15-12:45 区役所1階アトリウム

宮里 隆太郎（新星’78会員）
ディズニー映画「アラジン」より／ホール・ニュー・ワールド
宮里隆太郎編曲／荒城の月による幻想曲 ほか
無料（申込み不要です）

 ※車でのご来場はご遠慮ください。

出演：
曲目：

料金：

第3水曜日に開催しているお昼休みコンサート。
今回は特別公演です。視覚障害をもつサクソフォン奏者
が出演します。

乳幼児

割  引 乳幼児
白崎映美＆東北６県ろ～る!!

白崎映美＆東北６県ろ～るショー!!

瀬川 昌久 瀬川 昌久香川 裕史香川 裕史

本田 富士旺YURIEYURIE

八月 薫子八月 薫子

葛西 聖司

西村 協西村 協

New!

完売御礼

完売御礼
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大

8 月

全国青少年 夏の舞踊祭2016 第47回ジュニ
ア＆第４２回明日の新人による舞踊公演
９日（火） 16：00～20：00
全席自由 1,000円
【問】現代舞踊協会　☎ 03-5457-7731

8/9
TUE

第40回ピティナ・ピアノコンペティション
地区本選
８日（月） 10：30～19：30
全席自由 一般1,000円 会員800円
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

8/8
MON

小

小

小

エレーナ・レレンコワ来日20周年記念公演

10日（水） 14：00～16：30／18：30～21：00
全席自由 3,000円
【問】ＭＩＫＩバレエ　☎ 090-9811-1654

8/10
WED

小

フジサトバレエスタジオ第58回発表会

11日（木） 15：30～18：30
自由入場 要整理券
【問】フジサトバレエ　☎ 03-3995-2218

8/11
THU

琴柳流 夏の会

11日（木） 11：00～17：00
自由入場 無料
【問】琴柳流　☎ 03-3994-3616

8/11
THU

小

LE・CONCERT・DE MIBALLET2016

12日（金） 16：30～
全席自由 要整理券
【問】今田バレエ研究所　☎ 042-463-7801

8/12
FRI

マジックショーCROSSROAD

13日（土） 13：30～16：00
全席指定 一般2,500円 学生1,500円
【問】事務局　☎ 04-7172-7185

8/13
SAT

小

第14回音楽交流フェスタ
14日（日） 13：15～15：30
全席自由 無料
【問】あかねの会事務局　☎ 03-3577-7421

8/14
SUN

小

バレエモダン 翔美会 第26回 発表会

29日（月） 16：30～19：20
自由入場 無料
【問】横山バレエ　☎ 03-3996-8675

8/29
MON

友情 ～秋桜のバラード～
（骨髄バンク設立25周年キャンペーン）
30日（火） 14：00～16：30／18：00～20：30
全席自由 一般5,000円 学生2,500円
【問】劇団 絵生　☎ 03-5620-8557

8/30
TUE

小

魔法つかいプリキュア！ミュージカルショー  

1日（月） 11：00～12：40／14：00～15：40  
全席指定 Ｓ席前売2,700円 当日3,000円 他
【問】劇団飛行船　☎ 044-930-1551

8/1
MON

小

第４０回ピティナ・ピアノコンペティション
地区本選
1日（月） 10：30～19：30  
全席自由 一般1,000円 会員800円
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

8/1
MON

平和祈念資料コーナー

５日（金） 16：00～19：30  
自由入場 無料
【問】練馬区総務課総務係　☎ 03-5984-2600

8/5
FRI

練馬文化センター イベントスケジュール 8・9月 大ホール 小ホール ギャラリー大

大

大

大

大

ギ小

ギ

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
7日（日） 15:00～16:30
全席自由 大人1,000円 3歳～中学生500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

8/7
SUN

栗コーダー＆フレンズ
ファミリーコンサート2016　
５日（金） 19:00～21:00  
全席指定 一般3,000円 小～高校生1,500円 ※当日500円増
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

8/5
FRI TEL

TEL

大

大

大

9 月

桃園絵画サークル作品展

9日（金）～11日（日） 
自由入場 無料
【問】桃園絵画サークル　☎ 090-8855-4710

荘魯迅2016東京コンサート

9日（金） 19：00～21：00
全席指定 S席4,000円 A席3,500円 他
【問】日中通信社　☎ 03-5984-3216

9/9
FRI

小

小

小

ガレリア座第２８回公演 E．カールマン作曲
喜歌劇「マリツァ伯爵令嬢」（全曲）
11日（日） 14：00～17：30
全席指定 S席3,000円 A席2,500円 他
【問】音楽教育社　☎ 042-385-7357

9/11
SUN

小

You遊モデル 
加納ひろし＆紅晴美ジョイントコンサート
16日（金） 11：30～15：00／16：00～19：30
指定席3,800円 自由席2,500円
【問】You遊モデル　☎ 03-5912-2600

9/16
FRI

第23回フラワースタジオアリス・
第13回瑶風書道教室生徒作品展
17日（土）～19日（月）
自由入場 無料
【問】fs-alice　☎ 03-3922-3557

直井まき恵バレエスタジオ発表会

18日（日） 17：00～20：20
全席自由 無料（要整理券）　
【問】直井バレエ　☎ 03-3923-0926

9/18
SUN

しまじろうコンサート
たいようのしまのカーニバル　　　　
1日（木） 10：30～11：50／13：10～14：30／15：50～17：15
全席指定 一般席2,400円 
【問】コンサート窓口　☎ 0120-988-883

9/1
THU

小

桃月庵白酒 独演会 「白酒むふふ Vol.15」 

1日（木） 19：00～21：00  
全席指定 3,600円
【問】（株）夢空間　☎ 03-5785-0380

9/1
THU

太鼓集団 天邪鬼30周年記念公演
ひとすじの道
3（土） 19:00～21:00 
全席指定 文化センター先行割引3,500円 障害者割引半額 ほか
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

9/3
SAT

大

大

青山学院管弦楽団 サマーフェスティバル

8日（木） 18：30～20：30
全席自由 要整理券
【問】青山学院管弦楽団　☎ 070-1339-9389

9/8
THU

太鼓集団 天邪鬼30周年記念公演
ひとすじの道
4日（日） 14:00～16:00
全席自由 4,500円 ※当日500円増
【問】太鼓集団天邪鬼　☎03-3904-1745

9/4
SUN

交通安全区民のつどい

2日（金） 14：00～16：00
自由入場 無料
【問】石神井署交通総務　☎ 03-3904-0110（内4112）

9/2
FRI

TEL

TEL

大

プッチーニ作曲 歌劇「蝶々夫人」抜粋・
原語上演・ナレーション付き
23日（金） 18：30～21：00
全席自由 一般5,000円 学生3,000円
【問】百合の会　☎ 080-3487-2618

9/23
FRI

第35回 練馬児童劇団発表会

22日（木） 14：00～15：15／18：00～19：15
無料（要招待券）
【問】春日町青少年館　☎ 03-3998-5341

9/22
THU

小

小

小

Orchestra Failte 第7回定期演奏会

25日（日） 14：00～16：00
全席自由 要整理券
【問】Orchestra Failte　orchestra.failte@gmail.com

9/25
SUN

白亜吹奏楽団 第3回演奏会

２５日（日） 14：30～15：40
自由入場 無料
【問】白亜吹奏楽団　☎ 050-5579-1225

9/25
SUN

アンゲネーム管弦楽団 第13回定期演奏会

25日（日） 19：00～21：00　全席自由 1,000円
【問】アンゲネーム管弦楽団　
angenehm_information@yahoo.co.jp

9/25
SUN

小

聴いて感じる、劇で深まるコンサート
「シューベルト」  
27日（火） 14：00～15：30
全席自由 6,300円 他 
【問】みむみむの森　☎ 070-5570-7294

9/27
TUE

小

小

小

白石加代子「百物語」シリーズアンコール上演

29日（木） 19:00～21:00
全席指定 5,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

9/29
THU

春風亭一之輔 独演会
「一之輔のすすめ、レレレ Vol．12」
30日（金） 19：30～21：30
全席指定 3,500円
【問】（株）夢空間　☎ 03-5785-0380

9/30
FRI

小

アルチェ・エ・コーダ 第9回定期演奏会

18日（日） 14：00～15：30 
自由入場 無料
【問】アルチェ・エ・コーダ　public_relations@arce-musica.info

9/18
SUN

小

慶應義塾大学ウインドアンサンブル
ＯＢ吹奏楽団 第１５回定期演奏会
19日（月） 15：00～17：10 
自由入場 無料
【問】広報担当　kweob.kouhou@gmail.com

9/19
MON

色鉛筆画作品展2016 ～6人それぞれの色～

20日（火）～26日（月）  
自由入場 無料
【問】色鉛筆画事務局　☎ 042-463-6814

大

大

METT合唱団・管弦楽団定期演奏会

22日（木） 13：30～16：30
自由入場 無料
【問】金澤　☎ 090-4168-3909

9/22
THU

Felice Second Concert

19日（月） 14：00～16：20 
全席自由 1,000円
【問】Felice　☎ 090-1040-0174

9/19
MON

9/9
9/11
FRI

SUN

ギ

第２回 ルミエール アトリエ展

2日（金）～4日（日） 
自由入場 無料
【問】ルミエールアトリエ　☎ 080-4427-8380

9/2
9/4
FRI

SUN

ギ

9/20
9/26
TUE

MON

ギ

9/17
9/19
SAT

MON

ギ



7 月8 月

9/14
9/17
WED

SAT

9/30
10/4
FRI

TUE

9/19
9/24
MON

SAT

ホ

ホ

花房伸江門下生によるコンサート
16日（火） 18：00～21：00
自由入場　無料
【問】オフィスリピート　☎ 080-5183-4185

8/16
TUE

一噌幸弘の笛コンサート「速流笛破」
18日（木） 19：00～21：00
全席自由 前売3,500円 当日4,000円 
【問】幸弘の会　☎ 080-5092-6596

8/18
THU

ホ

8/19
FRI

第7回ゆめりあ若手寄席 ～怪談ナイト～
19日（金） 19：00～20：30
全席自由1,500円
【問】練馬文化センター　☎03-3948-9000

ホ

親子で楽しむ夏のスペシャル
おとあーとコンサート
25日（木） 10：30～11：15/13：30～14：15  
全席自由 大人1,000円 こども（2歳～中学生）500円
【問】おとあーと研究室　☎ 080-3021-4197

8/26
FRI

ホ

8/20
SAT

Toi,Toi,Toi!!
第九回ピアノ発表会～音花の樹とともに～
20日（土） 13：30～16：00  
自由入場 無料
【問】吉田ピアノ教室　☎ 03-3936-3900

ホ

8/20
SAT

かけがえのない貴方へ♡ハートのコンサート 
飯塚ようこ ソプラノリサイタルVoL.13
20日（土） 19：00～21：00 
全席自由 1,500円
【問】飯塚音楽スタジオ　☎ 090-1432-4029

秀景満～夏・ふたたび・2016～
26日（金） 18：45～20：00
全席指定 4,800円
【問】ブライトサンズ　☎ 080-4031-0021

ホ

ホ

8/25
THU

ホ

ホ

8/9
TUE

ホ

ホ

8/28
SUN

日本歌曲とロシア歌曲の夕べ　
～童謡からミュージカルナンバーまで～
28日（日） 19：00～21：15
全席自由 3,000円
【問】柴田　☎ 090-8035-1068

ホホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

第40回ピティナ・ピアノコンペティション
G級二次　1
1（月）～２（火） 10：30～19：30 
全席自由 一般1,000円 会員800円 他
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

Piccoli Artisti vol．2　
～岩永圭子門下第2回演奏会～
10日（水） 19：00～21：00
全席自由 2,000円
【問】演奏会事務局　☎ 090-2533-2233

8/10
WED

高橋啓三先生門下生声楽発表会
9日（火） 10：45～20：00
自由入場 無料
【問】高橋啓三門下　☎ 080-2556-1369

第15回 研究発表演奏会「フルートの楽しみ」
－佐々木真とともにー
11日（木） 15：00～18：00
自由入場 無料
【問】みゆずメソン　☎ 048-477-1313

8/11
THU

忘れないで3.11「絆」コンサート VOL.4
13日（土） 13：00～16：15
自由入場　無料
【問】ＷＩＴＨはぴはぴ　☎ 090-3207-2168

8/13
SAT

挑戦～トランペットとバリトンによる
デュオコンサート
15日（月） 19：00～20：30
全席自由 一般1,500円 学生1,000円
【問】事務局　☎ 080-5470-3562

8/15
MON

歌声喫茶ともしび in 大泉学園
16日（火） 9：50～11：30
全席自由 2,000円
【問】ともしび音楽企画　☎ 03-6907-3801

8/16
TUE

大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 8・9月 ゆめりあホール ゆめりあギャラリーホ ギ

ギギ

ギ

8/1
8/2
MON

TUE

※こちらに掲載した情報は平成28年7月20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

TICKET

TICKET

TEL

7 月9 月

ホ

ホ

ゆめりあJAZZvol.24 
西村協＆楽しいジャズ仲間たち
16日（金） 19:00～21:00
完売御礼
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

9/16
FRI

コール・プルメリア 第2回 コンサート
17日（土） 14:00～16:00
自由入場 無料 
【問】コール・プルメリア　☎ 042-324-4680

9/17
SAT

ホ

9/17
SAT

夢歌・ゆめりあpartⅢ－秋風に乗せて－
（歌とピアノとフルートによるコンサート）
17日（土） 19:00～21:00
全席自由 1,000円
【問】ＣＰＦ　azusa_jc@yahoo.co.jp

ホ

第24回ピアノコンサート
4日（日） 18:30～21:30   
自由入場 無料
【問】阿部明子Ｐ教室　☎ 03-3920-0987

9/4
SUN

ホ

9/4
SUN

ホ

ホ

9/10
SAT

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

サクソフォン・ラージアンサンブル・アイル　
第31回演奏会
4日（日） 14:00～16:00
自由入場 無料
【問】坂本　☎ 048-487-3934

泉ヴォーカル コンサート
11日（日） 18:30～21:30
自由入場 無料
【問】コーラス泉の会　☎ 03-3924-8129

9/11
SUN

第47回ゆめりあワンコイン・コンサート
～歌とピアノで秋の名曲散歩～
10（土） 14:00～15:40
完売御礼
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホホ

9/11
SUN

ホ

歳末助け合い募金助成コンサート
「日本音楽のひととき」
11（日） 14：00～15：40
自由入場 無料（要電話予約）
【問】練視協　☎ 03-3994-4555

音戯のアンサンブル　
だてかよとご機嫌な仲間たち
12日（月） 19:00～21:00
全席自由 3,000円
【問】事務局　☎ 03-6281-0764

9/12
MON

野宮淳子＆菊池広輔デュオ・リサイタル
13日（火） 19:00～21:00
全席自由 一般3,000円 学生1,500円
【問】Correspondances　☎ 090-4023-9896

9/13
TUE

第31回　桃美会南画展
14日（水）～17日（土） 
自由入場 無料
【問】桃美会　☎ 03-3948-0530

ＧＧスペシャルコンサート
ラファエル・アギーレ･ギターリサイタル
15日（木） 19:00～21:00
全席指定 前売4,000円 当日5,000円
【問】現代ギター社　☎ 03-3530-5348

9/15
THU

ホ

女声コーラス コロダモーレ　
第11回コンサート
29日（木） 14:00～16:00
自由入場 無料
【問】コロダモーレ　☎ 042-421-5108

9/29
THU

2016 第13回ロトンヌ絵画展
30日（金）～10月4日（火）
自由入場 無料 
【問】ロトンヌナカダイ　☎ 090-9957-0373

Group Nemoto Concert 
第21回根本音楽教室ピアノ発表会
18日（日） 13:30～19:00 
自由入場 無料
【問】根本音楽教室　☎ 03-3925-3667

9/18
SUN

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

桜winds 管楽器の密なる融合2
21日（水） 19:00～21:00
全席自由 一般2,500円 学生1,000円
※練馬文化センターでも販売
【問】㈱シャングリラ　☎ 03-6447-1456

9/21
WED

ホ

第8回大泉カラオケ会 
21（水） 11：00～16：30 
自由入場 無料 
【問】大泉料飲連合会　☎ 03-3921-2727

9/21
WED

ホ

歌声喫茶ともしび in 大泉学園
23日（金） 9：50～11：30
全席自由 2,000円
【問】ともしび音楽企画　☎ 03-6907-3801

9/23
FRI

写研フラッシュ写真展
19日（月）～24日（土）
自由入場 無料
【問】写研フラッシュ　☎ 03-3999-7727

騒いじゃっても大丈夫！
「音の輪ポピュラーコンサート」
24日（土） 10:30～11:30
全席自由 500円
【問】音の輪　☎ 03-6764-3933

9/24
SAT

声楽・ヴォーカルコンサート
（クラシック、シャンソン、ポピュラー）
24日（土） 17:00～20:00
自由入場 無料
【問】アミフランス　☎ 090-8037-0857

9/24
SAT

ラールゴ会
27日（火） 15:30～18:30
自由入場 無料
【問】ラールゴ会　☎ 03-3996-6675

9/27
TUE

澤江衣里（ソプラノ）＆渚智佳（ピアノ）
ジョイント・リサイタル
28日（水） 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

9/28
WED

イデア・ミュージック・コンサート
6日（土） 11：00～19：30   
自由入場 無料
【問】イデア　☎ 080-1177-3238

8/6
SAT

ホ

第40回ピティナ・ピアノコンペティション
G級二次　2
4（木）～5（金） 10：30～19：30   
全席自由 一般1,000円 会員800円 他
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

ピティナ・ピアノステップ大泉学園8月地区
3（水） 10：30～19：30   
自由入場 無料
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

8/3
WED

ホ

ホ

8/4
8/5
THU

FRI

ホ
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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、窓口での販売はありません。

チケット窓口販売

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ください。
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？

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9月1日（木）
開場18:30 開演19 :0 0

練馬文化センター
小ホール 

平成28年9月30日（金）

練馬文化センター 小ホール

開場19 :00 開演19 :30

全席指定 3,600円　
［Pコード：451-782］［Lコード：35655］

桃月庵白酒
独演会

「白酒むふふ～ 
Vol .15」

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。

文化には人の暮らしを潤すちからがあります。
樹々のみどりがまちを活き活きさせるように、文化を通じて、人の心にもみどりの風を吹かせよう。
それが、わたしたち練馬区文化振興協会の願い。
「みどりの風吹くまち」をめざす練馬区にとって、
文化は、環境や都市インフラを整えるのと同じくらい大切なもの。
音楽、美術、舞台芸術、文学、歴史から、ワークショップやイベントまで、
区民のみなさまが練馬の魅力をフルに楽しめるよう、わたしたちは、日々活動を重ねています。

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 . 8  /  Vo l . 3 7 7

アンコール

山
崎
ハ
コ

全席指定 3,500円
［Pコード：451-809］［Lコード：36247］

ゲスト：
シルヴプレ
（愛と笑いの
パントマイム
劇場）

撮影：
金井恵蓮

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

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
北口より徒歩1分

春風亭一之輔
独演会
一之輔のすすめ、
レレレ～ Vol.12

■ 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　■ カンフェティ 0120-240-540 http://www.confetti-web.com/ 
主催・お問い合わせ：夢空間 03-5785-0380（平日10時～18時） http://yume-kukan.net ■ 練馬文化センター 窓口販売（10時～20時）　

＊未就学児のご入場はお断りいたします。 
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