
日本大学芸術学部連携事業 

練馬ゆかりの名作映画会

日本映画の巨匠として国際的な評価も高い溝口健二は若き頃、練馬にあっ
た新興キネマに所属し、映画監督としてのキャリアを積みました。今回、溝口
の名を世界に知らしめたヴェネチア国際映画祭国際賞受賞作品などの、
代表作を2本立て、迫力のフィルム上映でお送りします！

①併映「日本大学芸術学部映画学科卒業制作作品」
②「西鶴一代女」（1952年 ・新東宝＝児井プロ・137分） 監督：溝口健二 出演：田中絹代、
三船敏郎ほか 「近松物語」（1954年・大映京都・103分） 監督：溝口健二 出演：
長谷川一夫、香川京子ほか 
■アフタートークあり 

練馬ゆかりシリーズ第6弾は、
巨匠・溝口健二の傑作2本立て！

練馬文化センター 小ホール

11月18日（金） 10:00～ 予約受付開始

2017/1/9（月・祝） ①11:00～ ②13:00～/15:35～

ねりぶんJAZZ 
マイルス・デイビスのすべて 
～ジャズの“帝王”生涯のヒット曲をさぐる～

ジャズの“帝王”とうたわれた偉大なトランペッター、マイルス・デイビス
（1926～1991）の生涯40年に亘る各時代の代表曲を、マイルスを愛好す
る一流ジャズメンの演奏で辿ります。

高瀬龍一（Tp）スペシャル・グループ【伊勢秀一郎（Tp）、近藤和彦
（As）、川嶋哲郎（Ts）、竹中俊二（Ｇ）、続木徹（Ｐ）、椎名豊（Ｐ）、佐瀬
正（Ｂ）、田鹿雅裕（Ｄ）、小山太郎（Ｄ）】
　　  瀬川 昌久　
全席指定 3,000円

ジャズ評論界の大御所 瀬川昌久プロデュース 第7弾!

練馬文化センター 小ホール

11月26日（土） 10:00～ 予約受付開始

2017/2 /25（土） 15:00開演

割  引 小学生

出演：

企画・司会：
料金：

高瀬龍一（Tp）

伊勢秀一郎（Tp） 近藤和彦（As）近藤和彦（As） 川嶋哲郎（Ts）川嶋哲郎（Ts）

竹中俊二（Ｇ） 続木徹（Ｐ）続木徹（Ｐ） 椎名豊（Ｐ）

佐瀬正（Ｂ）佐瀬正（Ｂ） 田鹿雅裕（Ｄ） 小山太郎（Ｄ）

New! New!
2 0 16 .11 / Vol .380

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

小学生割  引
①全席自由 無料（申込不要） ②全席指定 900円料金：

優 先
瀬川 昌久



武蔵野音楽大学連携事業 武蔵野音楽大学管弦楽団演奏会

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。
12/5（月） 19 :00開演 東京芸術劇場コンサートホール

ルドルフ・ピールマイヤー（指揮）、神崎ゆう子（ナビゲーター） ほか
ムソルグスキー（ラヴェル編）／組曲《展覧会の絵》 ほか
全席指定 ご優待料金 800円
　　　　11月15日（火）必着 ※結果は11月下旬に通知します。

出演：
曲目：
料金：
優待申込締切：

11月5日（土） 10:00～ 販売開始

New! 第8回ゆめりあ若手寄席　
～2017大泉早春ハレの日～

新春恒例「ゆめりあ若手寄席」は期待の若手が大集結！

2017/2 /18（土） 14：00開演 

春風亭 柳朝（真打）、古今亭 始（二ツ目）、ストレート松浦（ジャグリング）
全席自由 1,500円

出演：
料金：

大泉学園ゆめりあホール

割 引 小学生

小学生

小学生

江戸噺家の名跡を受け継ぐ春風亭柳朝師匠は、明るい粋な語りで人気、古今亭始は古今亭志ん輔
の弟子で2014年に二ツ目昇進、ストレート松浦は、愉快なトークと共に多彩なジャグリングで
魅了します。フレッシュで活きの良い芸にふれて、心もほっこり春から縁起よし。公演当日チケット
を持参すると、協賛飲食店でお腹も満たす「ほっこりサービス」が受けられます。

古今亭 始 春風亭 柳朝春風亭 柳朝 ストレート松浦ストレート松浦

11月2日（水） 10:00～ 販売開始

New! 練馬区演奏家協会コンサート
ホルンの世界を楽しもう！

ホルンアンサンブルで世界の音楽を楽しもう！

2017/1/27（金） 14：00開演 

澤 敦、伊勢久視、下田太郎、根本めぐみ、濱野京子 ほか
ローエングリンファンタジー、サウンド・オブ・ミュージック（メドレー）、楽器の話とゴムホースホルン ほか
全席自由 1,000円 

出演：
曲目：
料金：

大泉学園ゆめりあホール

小編成から大編成（4本～12本）のホルンアンサンブルで、みなさんが良くご存知の世界の名曲を
お楽しみいただきます。曲目も、クラシック、ポップス、民謡、アニメ、映画音楽など幅広いジャンル
から選びました。また、150年前の楽器や、ゴムホースで作ったホルンの演奏など、実演を含めて
ご説明いたします。ホルンアンサンブルの世界を存分にご堪能ください。

11月11日（金） 10:00～ 販売開始

New! 練馬交響楽団スプリングコンサート
春はつばさにのって～とりをめぐる音楽～

2017年は酉年です！

2017/3/12（日） 14：00開演 

佐藤寿一（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
おもちゃの交響曲、組曲「動物の謝肉祭」、バレエ音楽「白鳥の湖」より ほか
全席自由 1,000円

出演：
曲目：
料金：

練馬文化センター 大ホール

割 引

小学生割 引

クラシックには、鳥を表現した曲がたくさんあります。2017年の干支にちなみ、練響3月のコンサート
では、鳥を表現した音楽を集めてみました。いつもの定期演奏会とはひと味違う耳馴染みの曲を、指揮
の佐藤先生の軽妙なトークと共にお楽しみください。さて、どんな「とり」が登場するのか、乞ご期待！

©Masaki ARIYAMA©Masaki ARIYAMA

好評発売中 チケット・お問合せ：松浪 ☎090-4438-4249

New! （公財）練馬区文化振興協会 舞台芸術支援事業

松浪千紫（小石奈緒）箏・三絃リサイタル

いま伝えたい名曲の数々
12/21（水） 19：00開演 

松浪千紫（小石奈緒）、松浪千壽、植野由美子
六段の調、ゆき、水の変態、風にきけ、百花譜、讃歌
全席自由 一般3,000円、学生2,000円、小学生無料

出演：
曲目：
料金：

大泉学園ゆめりあホール

箏・三絃になじみのない方でも、心に響く曲を。忘れられない一曲を。
古典から現代曲まで幅広く演奏します。

【区民優待券申し込み方法】 
往復はがき：往信面に ①演奏会名 ②代表者
の住所・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」係へ 
※申込は1公演につき1通（2名まで） 
※お問合せ：（公財）練馬区文化振興協会 
03-3993-3311小学生

ルドルフ・ピールマイヤールドルフ・ピールマイヤー

伊勢久視

下田太郎下田太郎 澤 敦

根本めぐみ根本めぐみ

濱野京子濱野京子



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 練馬文化センター 小ホール

佐橋美起（ソプラノ）、青木美稚子（ソプラノ） 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：
割 引

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

割  引 小学生

第48回ゆめりあワンコイン・コンサート
音楽の宝箱
12/10（土） ①14：00 ②16：00 開演 大泉学園ゆめりあホール

yu 〈中川幸恵（ピアノ）、柳原有弥（ヴァイオリン）、
小原由紀（パーカッション）〉
そりすべり、きらきら星変奏曲、情熱大陸 ほか

① 「0歳からのわいわいワンコインコンサート」
料金：全席指定 500円 2歳以下ひざ上無料
② 「自分にごほうびワンコインコンサート」
料金：全席自由500円※未就学児不可

出演：

曲目：

早稲田大学交響楽団
第11回ニューイヤーコンサート

（公財）練馬区文化振興協会協力事業

欧州公演を隔年で行い好評を博す実力派、
早稲田大学交響楽団の新春恒例の演奏会。

2017/1/14（土） 17:00開演 練馬文化センター 大ホール

曽我大介（指揮）、早稲田大学交響楽団
賛助出演：二期会 高橋維（ソプラノ）吉川健一（バリトン）
第1部 歌劇「セヴィリアの理髪師」「フィガロの結婚」 
第2部 「皇帝円舞曲」「マリンバ協奏曲」 ほか
指定席3,500円／自由席2,000円

出演：

曲目：

料金： 小学生

デーモン閣下の邦楽維新Collaboration 

『妖気爛漫！坂口安吾』

楽器が語り、朗読が歌う…
雅界と魔性による浄眼ファンタジー、練馬初登場！

2017/2 /11（土・祝） 17:00開演 練馬文化センター 大ホール

デーモン閣下（朗読・歌唱）、遠藤留奈（ゲスト・パ
フォーマンス）、三橋貴風（尺八）、黒船バンド、福田栄香
（三絃・箏及び地唄）、一ﾛ曾幸弘（能笛・その他） ほか
坂口安吾『桜の森の満開の下』
全席指定 S席6,500円 A席6,000円

出演：

演目：
料金：

レ・フレール アンソロジー

兄弟デュオによる1台4手連弾の
新たな可能性を体感せよ！

2017/1/7（土） 15:00開演 練馬文化センター 小ホール

レ・フレール（斎藤守也・斎藤圭土）（ピアノ）
「Boogie Back to YOKOSUKA」「On y va!」「桜」 ほか
全席指定 5,000円 3歳以下ひざ上無料 
※4歳以上、または座席を利用する場合は有料。

出演：
曲目：
料金：

ねりま☆ふれあいこどもまつり
影絵劇 長靴をはいたねこ
12/18（日） 15:00開演 練馬文化センター 小ホール

劇団かかし座
全席自由 3歳～小学生 1,000円 中学生以上
1,500円 親子ペア（大人1名＋小学生まで1名）
2,000円 2歳以下無料（座席が必要な場合は有料）
800円（定員6名・要予約）

同日開催のワークショップあり。詳細はお問合せください。
申込・お問合せ：ねりま子ども劇場 
TEL 080-7008-4775（平日10～17時）
Mail：nerima.kogeki@gmail.com

出演：
料金：

保育：

練馬交響楽団アンサンブル 
vol.15 ～室内楽の楽しみ～

大編成のオーケストラでは味わえない
室内楽の魅力

12/4（日） 14:00開演 大泉学園ゆめりあホール

練馬交響楽団団員
モーツァルト／ディヴェルティメント第17番 
K.344より、シューベルト／ピアノ五重奏曲 「鱒」
より ほか
全席指定 700円

出演：
曲目：

料金： 割  引 小学生

第31回練馬区新人演奏会

オーディションを経て選ばれた6名のソリストが、
東京フィルハーモニー交響楽団と共演。

11/29（火） 18:30開演 練馬文化センター 小ホール

最優秀賞、優秀賞受賞者6名、上野正博（指揮）、
東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
プッチーニ／「ラ・ボエーム」より、イベール／フ
ルート協奏曲、ウェーバー／ファゴット協奏曲 ほか
全席自由 1,000円 

出演：

料金：
割  引 小学生

フレッシュ名曲コンサート 大友直人の「運命」 
～オール・ベートーヴェン・プログラム～

大友直人を迎えて贈る、ベートーヴェンの名曲集！

2017/3/4（土） 14:00開演 練馬文化センター 大ホール

大友直人（指揮）、小川響子（ヴァイオリン）、東京
交響楽団（管弦楽）
ベートーヴェン／「プロメテウスの創造物」序曲、ヴァ
イオリン協奏曲 ニ長調、交響曲第5番 ハ短調「運命」
全席指定 S席3,000円 A席2,500円 

出演：

曲目：

料金：
無 料

第239回アトリウムミニステージ

11/16（水） 12:15-12:45 練馬区役所１階アトリウム

津守祥三
ストレイホーン／A列車で行こう、
シェーンベルク／夢やぶれて 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：

毎月第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優秀賞受賞者による
トランペット演奏です。

乳幼児

割  引 乳幼児

青木美稚子

©深谷義宣/aura.Y2佐橋美起　佐橋美起　

©Rowland_Kirishima©Rowland_Kirishima

©N.Ikegami©N.Ikegami

前回公演の様子前回公演の様子

小学生割  引 学生券

最 優 秀 賞

優 秀 賞

※17：45～表彰式

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

割 引 小学生

出演：
曲目：

料金：

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

芸術の秋のひとときを
オーケストラと共に過ごしませんか？

割  引 乳幼児

小学生割  引

割  引 乳幼児

New!



TICKET

練馬文化センター イベントスケジュール 11・12月 大ホール 小ホール ギャラリー大 ギ小

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

1 1 月

1日（火） 13：30～16：00／18：00～20：30
全席指定 SS席8,000円 他 S席7,000円 他 
【問】（株）夢グループ　☎ 0570-064-724

11/1
TUE

1日（火） 19：00～21：00
全席自由 1,500円
【問】村田　☎ 090-2622-1829

11/1
TUE

小

1日（火）～7日（月）
自由入場 無料
【問】泉社中　☎ 03-3904-2307

3日（木・祝） 14：00～16：00
全席自由 1,500円 
【問】ワグネルＯＢ合唱　☎ 047-478-7628

11/3
THU

３日（木・祝） 12：30～17：00
自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

11/3
THU

小

11日（金） 13：00～15：30
自由入場 無料
【問】介護予防係　☎ 03-5984-2094

11/11
FRI

12日（土） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】伊藤　☎ 03-6313-0225

11/12
SAT

13日（日） 14：00～16：00
全席自由 1,000円 
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

11/13
SUN

13日（日） 10：30～16：30
自由入場 無料 
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

11/13
SUN

小

小

14日（月） 19：00～20：30 
全席自由 1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

11/14
MON

14日（月） 15：30～21：00
全席自由 無料
【問】日芸音楽学科　☎ 03-5995-8240

11/14
MON

小

15日（火） 14：30～17：30
全席指定 前2,500円 当3,000円
【問】HBBC実行委員会　☎ 03-3202-5369

11/15
TUE

15日（火） 10：30～20：00
全席自由 500円
【問】志村スタジオ　☎ 03-3990-7222

11/15
TUE

小

15日（火）～19日（土）
自由入場 無料
【問】紫紅会　☎ 090-4414-8005

18日（金） 10：10～15：30 
自由入場 無料
【問】南が丘中 浅間　☎ 03-3904-5779

11/18
FRI

18日（金） 19：00～20：30 
自由入場 無料
【問】テーネ室内管弦楽団　contact.tone@gmail.com

11/18
FRI

小

19日（土） 16：00～19：00 
自由入場 無料
【問】東京都市大学　☎ 03-5707-0104

11/19
SAT

小

20日（日） 14：00～16：00 
全席自由 500円
【問】混声合唱部部室　☎ 03-3428-1891

11/20
SUN

小

22日（火） 18：30～21：00 
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科　☎ 03-5995-8240

11/22
TUE

23日（水・祝） 14：00～15：30
全席自由 一般1,000円 こども（3歳～未就学児）700円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

11/23
WED

小

23日（水・祝） 14：00～16：00 
全席自由 500円
【問】MASUO　☎ 080-3458-1833

11/23
WED

24日（木） 10：00～20：00 
指定席 3,800円 自由席 2,000円
【問】You遊モデル　☎ 03-5912-2600

11/24
THU

24日（木） 14：00～16：00／18：00～20：00
全席指定 4,800円
【問】Ro-On　☎ 047-365-9960

11/24
THU

小

25日（金） 18：30～20：30 
全席自由 1,500円
【問】アミーチ事務局　☎ 080-1055-6903

11/25
FRI

小

26日（土） 17：30～20：00 
自由入場 無料
【問】法政大学応援団　☎ 03-3264-6343

11/26
SAT

27日（日） 16：00～19：00 
自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

11/27
SUN

29日（火） 18：30～21：20 
全席自由 1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

11/29
TUE

小

29日（火）～12月3日（土）
自由入場 無料
【問】道中展（旧玄奏展）　☎ 03-3992-7492

30日（水） 13：30～15：30 
全席指定 S席4,000円 A席3,500円
【問】（株）夢空間　☎ 03-5785-0380

11/30
WED

11/1
11/7
TUE

MON
ギ

11/15
11/19
TUE

SAT
ギ

11/29
12/3
TUE

SAT
ギ

12/4
12/10
SUN

SAT
ギ

12/23
12/25
FRI

SUN
ギ

TICKET

TICKET TICKET

TICKET

第7回 ハーモニカ ビック バンド コンサート 
2016

第47回 志村あじさい会 秋の発表会

17日（木） 18：00～20：30 
自由入場 無料
【問】音楽学科事務室　☎ 03-5995-8240

11/17
THU

小

日本大学芸術学部音楽学科
第47回オペラ公演

第30回 紫紅会展

練馬区立中学校特別支援学級設置校
第21回八校合同文化発表会

武蔵大学テーネ室内管弦楽団
第32回定期演奏会

東京都市大学吹奏楽団第52回定期演奏会

東京農業大学農友会混声合唱部HallenChor
第45回定期演奏会

日本大学芸術学部音楽学科
ウインドオーケストラ定期演奏会

練馬区演奏家協会コンサート みんなで楽しむ
音楽劇 「ヘンゼルとグレーテル」

MASUO 8th CONCERT

You遊モデル 歌謡祭

ザ・ニュースペーパー Live2016

25日（金） 18：30～21：00 
自由入場 無料
【問】吉井　☎ 080-5041-3045

11/25
FRI

國學院大学フォイエル・コール混声合唱団
第55回記念定期演奏会

第8回Amici della beltà
菊池英美門下生による演奏会

法政大学応援団吹奏楽部・チアリーディング部 
第52回定期演奏会

第61回区民文化祭洋舞フェスティバル

第31回練馬区新人演奏会

道中展・旧玄奏展

桂歌丸 高座65周年記念落語会

夢のスター歌謡祭

東京声研コーロフェスタ演奏会

泉社中 秋の書道展

慶応義塾ワグネル・ソサィエティーＯＢ
合唱団定期演奏会2016

第61回区民文化祭太鼓フェスティバル

大

1 2 月

１日（木） 18：30～21：00 
全席自由 一般1,000円 高校生以下 無料 
【問】中田　☎ 090-4886-1886

12/1
THU

2日（金） 19:00～21:00 
全席指定 5,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

12/3
SAT

小

小

３日（土） 15：30～17：30 
自由入場 無料
【問】小口　☎ 090-4442-3780

３日（土） 17：00～20：00 
全席自由 前1,500 当2,000円 
【問】江古田ゴスペル　egc.ticket@gmail.com   

12/2
FRI

大

12/3
SAT

4日（日）～10日（土）
自由入場 無料
【問】室越　☎ 090-5560-9624

法政大学アカデミー合唱団
第55回定期演奏会

ケルティック クリスマス2016 
～シャロン・シャノン来日公演～

一橋大学津田塾大学合唱団ユマニテ
第54回定期演奏会

江古田ゴスペルクワイア
10周年記念クリスマスコンサート

武蔵大学美術部ＯＢＯＧ展

健康長寿はつらつフェスティバル講演会
「自分らしく 楽しく 生きる」

三菱東京ＵＦＪ銀行コンサートバンド
第11回定期演奏会

12日（土） 13：00～15：00／17：00～19：00 
全席自由 1,000円  
【問】STEPS　tanikou7777@yahoo.co.jp

11/12
SAT

STEPS15代公演『BUDDY』

練馬交響楽団 第64回定期演奏会

第61回区民文化祭民踊連盟
創立55周年記念大会

公開講座シリーズ
〔第４回〕武蔵野音楽大学室内合唱団演奏会

日本大学芸術学部音楽学科
第45回ピアノコンサート

大

大

大

５日（月） 18：00～20：00 
自由入場 無料
【問】近藤　☎ 080-2053-9445

６日（火） 18：00～20：15 
全席自由 3,000円
【問】慈生会　☎ 03-3387-5567

12/6
TUE

小

12/5
MON

小

12/10
SAT

小

12/11
SUN

小

10日（土） 19：30～21：30 
全席指定 3,600円
【問】（株）夢空間　☎ 03-5785-0380

11日（日） 13：00～16：00 
自由入場 無料（要整理券） 
【問】指笛楽友会事務局　☎ 042-739-9551

14日（水） 19：00～20：30 
全席指定 3,500円
【問】（株）夢空間　☎ 03-5785-0380

12/14
WED

小

12/16
FRI

小
16日（金） 18：30～21：00 
自由入場 無料
【問】プレクトラム研究会　☎ 090-9450-1996

17日（土） 16：00～18：45 
全席自由 500円
【問】吹奏楽部広報　☎ 080-1174-0804

12/17
SAT

17日（土） 18：00～20：15 
自由入場 無料 
【問】日本大学マンドリン　☎ 080-2251-7151

12/18
SUN 18日（日） 14：00～16：00 

全席自由 500円 
【問】混声合唱団かわせみ　☎ 03-3926-2600

12/17
SAT

小

18日（日） 15:00～16:15 
全席自由 3歳～小学生1,000円 中学生以上1,500円 他
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

19日（月） 18：00～20：30 
自由入場 無料
【問】日芸音楽　☎ 03-5995-8240

12/19
MON

小

12/18
SUN

小

20日（火） 19：00～21：00 
全席自由 1,200円
【問】あかねの会事務局　☎ 03-3577-7421

12/20
TUE

大

12/22
THU

大

12/23
FRI

21日（水） 17：30～19：30 
全席指定 前1,500円 当2,000円
【問】ＥＳＰ制作コース
http://espstudent-cstaff.jp/youkoso/index.html

12/21
WED

小

22日（木） 18：30～20：30 
指定席 Ｓ席5,000円 Ａ席4,000円 他
【問】バレエ団ピッコロ　☎ 03-3972-1476

23日（金・祝）～25日（日）
自由入場 無料
【問】スタジオＡｍｉ　☎ 090-9393-8758

24日（土） 14：00～15：45 
自由入場 無料
【問】事務局　info@utmandolin.org

12/24
SAT

小

小

26日（月） 16：30～19：45 
自由入場 無料
【問】事務局　sophiagitasan123@gmail.com

12/26
MON

小

あかねの会第19回心の鐘コンサート

おかしな舞踏会～奇妙な世界へようこそ～

23日（金・祝） 17：00～19：00 
自由入場 無料
【問】日大豊山吹奏楽部　☎ 03-3943-2161

日本大学豊山高等学校・中学校吹奏楽部
第31回定期演奏会

バレエ団ピッコロ第32回クリスマス公演

12/22
THU 22日（木） 14：50～16：00  

自由入場 無料
【問】ポコアポコ音楽教室　☎ 03-5946-2166

ポコアポコ音楽教室 クリスマス会2016

ハワイアンキルト・ステンドグラスキルト
作品展

東京大学マンドリンクラブ 第8回定期演奏会

ソフィアギターアンサンブル
第57回後期定期演奏会

第54回立教大学スペインギタークラブ
定期演奏会

ベタニアの家チャリティーコンサート

立川志らく 独演会

田村大三 指笛音楽82周年記念 
指笛コンサート

松元ヒロひとり語り、たっぷり
「2016年ふり返り総集編」

明治大学プレクトラム研究会
第45回定期演奏会

國學院大學体育連合会吹奏楽部
第50回定期演奏会

日本大学マンドリンクラブ第57回定期演奏会

混声合唱団かわせみ 第23回演奏会

ねりま☆ふれあいこどもまつり
影絵劇 長靴をはいたねこ

日本大学芸術学部音楽学科
第53回 室内楽の夕べ
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※こちらに掲載した情報は平成28年10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

TICKET

TICKET

TICKET

1 1 月

ホ

カーリ・アミーチ ヴォーカルコンサート　
歌い続けて45年佐藤由子（70）今の歌声
4日（金） 17：00～19：00
全席自由 前売2,500円 当日3,000円
【問】カーリアミーチ　☎ 090-1258-5379

11/4
FRI

ホ

フラウトドルチェ リコーダー演奏会

3日（木・祝） 18：30～20：00
自由入場 無料
【問】フラウトドルチェ　flautodolce2008@yahoo.co.jp

11/3
THU

ホ

サンミューズ ピアノ発表会

5日（土） 18：20～20：30
自由入場 無料
【問】サンミューズ　☎ 03-5241-8116

11/5
SAT

大泉絵手紙の会作品発表展示会

5日（土）～6日（日）
自由入場 無料
【問】大泉絵手紙の会　☎ 03-3921-6434

ホ

平成28年度税務合同研修会

7日（月） 14：00～16：30
自由入場 無料（要予約）
【問】練馬西法人会　☎ 03-3923-7272

11/7
MON

ホ

平成28年分 年末調整等説明会

8日（火） 10：30～12：30/14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】練馬西税務署　☎ 03-3867-9711内線414

11/8
TUE

ホ

中山みどり推薦演奏家シリーズⅣ
Violin＆Piano Concert
9日（水） 19：00～20：45
全席自由 前売3,000円 当日3,300円
【問】中山アートハウス　☎ 042-398-3283

11/9
WED

ホ

柳澤祐美子サクソフォンリサイタル

10日（木） 19：00～21：00
全席自由 一般前売2,500円 他 学生前売1,500円 他
【問】演奏会事務局　☎ 090-5518-5991

11/10
THU

ホ

石神井消防署 防火のつどい

11日（金） 12：30～16：00
自由入場 無料
【問】石神井消防署　☎ 03-3995-0119

11/11
FRI

ホ

大泉落語研究会 第16回落語発表会

13日（日） 11：00～16：30 
自由入場 無料
【問】寝てま亭歌鳳　☎ 090-4535-2114

11/13
SUN

第8回 説田法子 日本画展

15日（火）～21日（月）
自由入場 無料
【問】事務局　☎ 03-3923-9898

ホ

踊り唄 むらさき会

21日（月） 10：00～16：00
自由入場 無料
【問】むらさき会　☎ 03-3922-1553

11/21
MON

ホ

練馬いきいき寄席

21日（月） 19：00～20：50
全席自由 2,000円
【問】スタッフ21　☎ 048-299-6321

11/21
MON

ホ

「愛愁」 鴨志田啓子（ソプラノ）
小林優香（フルート）上原裕子（ピアノ）
22日（火） 19：00～21：00
全席自由 前売2,500円 当日3,000円
【問】鴨志田　☎ 090-2918-9462

11/22
TUE

清和第九回雲母会書展

22日（火）～28日（月）
自由入場 無料
【問】篠塚　☎ 03-3925-8692

ホ

石神井フラウエンコール第17回演奏会

24日（木） 18：30～20：30
自由入場 無料（要電話予約）
【問】宮沢　☎ 03-3997-7991

11/24
THU

ホ

歌声喫茶ともしびin大泉学園

25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

11/25
FRI

ホ

Piano Duo Concert　
～東京音楽大学 三浦捷子先生門下３年生による～
28日（月） 18：30～21：00
自由入場 無料
【問】徳山　☎ 090-4014-5533

11/28
MON

ホ

Jazz Resonance 2nd
30日（水） 19：00～21：00
全席自由 前売2,800円 当日3,000円
【問】井企画室　info＠i-mondo.org

11/30
WED

むさしの会 墨萌会 水墨画展

9日（水）～13日（日）
自由入場 無料
【問】むさしの水墨画会　☎ 03-3991-9196

11/9
11/13
WED

SUN
ギ

11/5
11/6
SAT

SUN
ギ

11/15
11/21
TUE

MON
ギ

1 2 月

ホ

練馬交響楽団アンサンブルVol.15 
～室内楽の楽しみ～
４日（日） 14:00～16:00 
全席指定 700円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

12/4
SUN

三人展

２日（金）～７日（水）　
自由入場 無料
【問】三人展　☎ 03-3929-1141

ホ

トロンボーンとサクソフォンによる
デュオコンサート
４日（日） 19:30～21：00 
全席自由 1,500円
【問】事務局　☎ 080-6007-8477

12/4
SUN

ホ

12/7
WED

0歳から楽しめるファミリークラシック
コンサート ～音楽のお花畑 No．11
７日（水） 19：00～20：20 
全席指定 親子ペア 前売1,000円 当日1,500円
【問】ベルトーン　☎ 03-3996-4979

ホ

女声合唱 LA STELLA 
創立33周年記念演奏会
９日（金） 19：00～20：45 
自由入場 無料
【問】LA STELLA　☎ 080-5053-0943

12/9
FRI

翠彩会展

9日（金）～12日（月）
自由入場 無料
【問】翠彩会　☎ 03-3594-3350

ホ

第48回ゆめりあワンコイン・コンサート　
音楽の宝箱
10日（土） ①14：00 ②16：00 
①全席指定 500円（乳幼児可） ②全席自由 500円（小学生から）
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

12/10
SAT

12/2
12/7
FRI

WED
ギ

12/9
12/12
FRI

MON
ギ

ホ

加納ケンジwith道子 Live in ゆめりあ 2016

14日（水） 14：00～16：00 
全席自由 2,500円
【問】加納　☎ 03-5387-2332

12/14
WED

ホ

戸井田晃和×青地宏幸
トロンボーン・デュオ・コンサート
12日（月） 19：00～21：00 
全席自由 2,000円
【問】青地宏幸事務局　☎ 080-6350-4527

12/12
MON

ホ

第10回大人のシャンソン会クリスマス
お楽しみ会
14日（水） 18：50～20：50 
自由入場 無料
【問】大人のシャンソン会　☎ 03-3996-3264　

12/14
WED

クリスマス・ジョイフルコンサート

19日（月） 19：00～21：00 
自由入場 無料
【問】グレイス教会　☎ 042-425-3622

ホ

松浪千紫（小石奈緒） 箏・三絃リサイタル

21日（水） 19：00～21：00 
全席自由 一般3,000円 学生2,000円
【問】松浪千紫　☎ 090-4438-4249

12/21
WED

ホ

12/19
MON

ホ

村上江里佳ピアノリサイタル
スペインへのお誘い ギター共演・榎本裕之
23日（金・祝） 19：00～20：45 
全席自由 一般前売3,000円他 ペア前売5,000円
【問】フロイントムジーク　☎ 04-2962-8653

12/23
FRI

ホ

クリスマスコンサート

24日（土） 18：30～20：30 
自由入場 無料
【問】栗原ピアノ教室　☎ 03-3924-0772

12/24
SAT

ホ

立教大学Pianoの会 第58回定期演奏会

27日（火） 12：20～15：50 
自由入場 無料
【問】Pianoの会　☎ 090-2781-5513

12/27
TUE

11/22
11/28
TUE

MON
ギ

TEL

TEL



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ください。
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
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

TICKETTEL

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 .11 / Vo l . 3 8 0

アンコール

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

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

平成28（2016）年11月発行／通巻第380号　［編集・発行］（公財）練馬区文化振興協会  〒176‐0001 東京都練馬区練馬1-17-37（練馬文化センター内）
TEL.03‐3993‐3311 チケット予約専用TEL.03‐3948‐9000（10:00～17:00）  http://www.neribun.or.jp/ 

＜広告＞

開場19 :0 0 開演19 :30

S席 3,600円 A席 3,200円
［Pコード：454-214］
［Lコード：33768］

練馬文化センター
大ホール 

柳家喬太郎・桃月庵白酒・春風亭一之輔
新春若手花形落語会

三遊亭円楽・春風亭昇太・林家たい平 三人会
新春まっぴるま、ブラック団がやってくる！！

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。

■ 練馬文化センター 窓口販売（10時～20時）　■ 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　
主催・お問い合わせ：夢空間 03-5785-0380（平日10時～18時） http://yume-kukan.net

＊未就学児のご入場はお断りいたします。 

平成29年1月8日（日）
開場13:0 0 開演13:30

S席 3,800円 A席 3,300円
［Pコード：454-218］
［Lコード：33861］

練馬文化センター
大ホール 

平成29年1月13日（金）

落語界の人気若
手が集合!!!

新春のひととき、
笑いでお過ごしく

ださい。 笑点の若手三人
が勢ぞろい、

爆笑落語でお楽し
みください。
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