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
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New!

柳家さん喬

HAPA 2017年来日ツアー

柳家権太楼

第138回練馬区民寄席
〜さん喬・権太楼〜

6 /18（日）17: 00 開演

5 / 26（金）18 : 30 開演

練馬文化センター 大ホール

練馬文化センター 小ホール

ハワイの風を感じに練馬文化センターまで

現代の寄席を代表する二枚看板登場！

ハワイの音楽シーンをリードし、日本のフラ・ファンから絶対的な支持を受
けるHAPA。第一部はHAPAと日本のハラウ（フラ・チーム）による華やか
な競演、第二部はHAPAのコンサートをお届けします。優しいメロディーと
美しいハーモニー、卓越したギター・テクニック、そしてダンサーによるハワ
イアンテイスト溢れるコンサートをお楽しみください。

古典落語の名手にして、初心者から通までを唸らせ熱烈なファンを持つ本
格派・さん喬。毎度会場を笑いの渦に包み込む寄席の爆笑王・権太楼。
人気・実力共に磨きあう名人による屈指の落語をお楽しみください。

出演：HAPA ほか
料金：全席指定 S席6,500円 A席5,000円
※未就学児ひざ上無料。座席を利用する場合は有料。
共催：株式会社プランクトン

2月26日（日）10:00〜 予約受付開始

優先

割 引 0歳以上

出演：柳家さん喬、柳家権太楼 ほか
料金：全席指定 3,000円
（一社）落語協会
協力：

2月24日（金）10:00〜 予約受付開始

優先

割 引 小学生

New!

練馬文化センター＆サントリーホール オペラ・アカデミー

声楽アンサンブル・コンサート
5 / 25（木）19：00 開演

練馬文化センター 小ホール

サッバティーニが指揮するロッシーニ晩年の傑作
©Suntory Hall

世界的なテノール歌手として人気を博し、現在は指揮者・声楽指導者として確実なキャリアを築
いているジュゼッペ・サッバティーニ。彼の綿密な指導を受けたサントリーホール オペラ・アカデ
ミーのメンバーが、サントリーホール休館中の活動拠点となる練馬文化センターで、ロッシーニ晩
年の傑作「小荘厳ミサ曲」に挑みます。若手声楽家のフレッシュな声の響きをお楽しみください。
出演： ジュゼッペ・サッバティーニ（指揮）、サントリーホール オペラ・アカデミーメンバー ほか
曲目： ロッシーニ／小荘厳ミサ曲 ほか
料金： 全席指定 2,500円
協力： サントリーホール オペラ・アカデミー
割 引 小学生
2月28日（火）10:00〜 販売開始

New!

練馬交響楽団
第65回定期演奏会
6 /11（日）14：00 開演

練馬文化センター 大ホール

ロシアの大地より高鳴るチャイコフスキーの響き
ロシアと東欧を代表する作曲家、チャイコフスキーとコダーイの作品をお届けします。偉大な二人
の作曲家は生まれ故郷のフォークソング、民族音楽などの影響を強く受けたといわれています。
果てしなく広がるスラブの大地を彷彿とさせる素晴らしいメロディの数々を体感してください。
出演： 松尾葉子（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
曲目： チャイコフスキー／スラブ行進曲、コダーイ／ガランタ舞曲、チャイコフスキー／交響曲第5番
料金： 全席自由 1,000円
割 引 小学生

2月10日（金）10:00〜 販売開始

New!

（公財）練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業
（平成28年度後期）

「0歳からのコンサート」親子でクラシック♪
3 / 5（日）①10：30 / ②13：30 開演

大泉学園ゆめりあホール

０歳から大人まで楽しめるクラシックコンサート！

New!

柔軟で好奇心旺盛な子供たちに生の楽器の音を、良質な音楽を届けたい、そんな思いで開催されているコン
サート・シリーズです。今回はゲストに日本屈指のヴァイオリニスト、三上 亮を迎え、現役ママ演奏家が“自
分の子供に聴かせたい”コンサートを創り上げます。子供たちは音のシャワーで感性がグングン育ち、パパ・
ママはクラシックで至福の時を体験してください！当日はお子様達全員にお楽しみプレゼントがあります。
出演： 郷古麻記子（ソプラノ）、横山歩（ピアノ）、ゲスト：三上亮（ヴァイオリン）
曲目： J.S.バッハ／主よ人の望みの喜びよ、エルガー／愛のあいさつ、アンダーソン／タイプライ
ター、マスネ／オペラ「マノン」より、日本・各国の童謡 ほか
料金： 全席自由 大人1,000円 子ども（2歳〜未就学児）500円 1歳以下ひざ上無料
＜チケット問い合わせ＞ Pont de lʼAvenir（ポン ドゥ ラヴェニール）
① ☎ 080-8852-6039 Eメール：pontdelavenir@gmail.com
割 引 0 歳以上
② ゆめりあホール窓口 ※友の会割引チケット取扱は窓口のみ

募 集

チェンバロ ミニコンサート
3/19（日）12:00開演

0 歳以上

バックステージツアー！
練馬文化センターのウラ側を探検しよう

3/19（日）

練馬文化センター 大ホール

普段は入れないホールのウラ側の見学と体験ができるツ
アーです。
応募締切：2月27日（月）必着 ※応募多数の場合は抽選

練馬文化センター 大ホール

練習期間：平成29年4月〜7月末 ※土日の午前または午後を予定。
参加費：①初心者コース（10回）8,000円、②経験者コース（5回）5,500円、③小学生〜
高校生（平成29年2月末時点）2,000円 ※参加費、練習費、指揮者監修譜面代を含む。
応募方法：募集要項詳細を「真夏の第九」公式サイト、またはチラシで確認の上、事務局へ郵送ま
たは持参。※公式サイトからの申し込みも可。2月28日（火）必着。※応募多数の場合は、練馬区
民（在勤在学含む）を優先とし、抽選により参加者を決定。結果は3月中旬に応募者全員に通知。
問合せ：
「真夏の第九」事務局（平日10：00〜16：00）
☎03-3993-3311 https://nerima70th-dai9.jp

出演：本間みち代
曲目：J.S.バッハ／ゴールドベルグ変奏曲より、スカル
ラッティ／ソナタ、ラモー／めんどり ほか
料金：無料（申込み不要です）

募 集

記念合唱団参加者1,000人大募集！
8/5（土）15:00開演

練馬文化センター 2階

練馬文化センターで初となる、モダン・チェンバロのサロ
ン・コンサート。ピアノとは違う音色をお楽しみください。

※車でのご来場はご遠慮ください。

練馬区独立70周年記念コンサート「真夏の第九」

演：おやこの部 10：00（対象：小学生とその保護者 定員：10組20名）
おとなの部 14：00（対象：中学生以上 定員：20名）
※いずれも練馬区在住、在学、在勤の方
料
金：1人300円（保険料など含む）
応募方法：必要事項（①バックステージツアー（おやこの部またはおとなの部）参加希望、
②住所、③参加者全員の氏名（ふりがな）、④電話番号、⑤年齢 を記入の上、
往復はがきかメールを送付。
〈往復はがき〉176-0001練馬区練馬1-17-37 練馬
文化センター バックステージツアー係宛〈Ｅメール〉bst@neribun.or.jp 小学生
開

ねりま若者文化祭ライブパフォーマンス

デーモン閣下の邦楽維新Collaboration

ねりパフォ2017
2/5（日）11:00開演

『妖気爛漫！坂口安吾』
2 /11（土・祝）17: 00開演

練馬文化センター 大ホール

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！
出演：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
演目：坂口安吾『桜の森の満開の下』
残席わずか
料金：全席指定 S席6,500円 A席6,000円 割 引 小学生

2017のテーマは「Challenge 自分の“カラ”をぶち壊せ!!」
出演：軽音楽部門12組、ダンス部門15組、パフォーマン
ス部門3組
料金：全席自由 500円 18歳以下は無料 ※要チケット
詳しくは http://www.neribun.or.jp/まで
割 引 0歳以上

第8回ゆめりあ若手寄席
〜2017大泉早春ハレの日〜
2/18（土）14:00開演

ねりぶんJAZZ

大泉学園ゆめりあホール

出演：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）
料金：全席自由 1,500円
協力：
（一社）落語協会

高瀬龍一（Tp）

竹中俊二（G）

続木徹
（Ｐ）
続木徹
（P）

椎名豊（P）

大友直人の「運命」

金管五重奏で贈る吹奏楽のメロディー

3/4（土）14:00開演

3/11（土）①11：30 ②15：00 開演

練馬文化センター 大ホール

大友直人を迎えて贈る、ベートーヴェンの名曲集！
出演：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）
曲目：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」
料金：全席指定 S席3,000円 A席2,500円
■プレトークあり

割 引 小学生 学生券

©Shigeto imura

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〜
3/12（日）14:00開演

トランペット、ホルン、トロンボーン、テューバによる金管五重奏
残席わずか
出演：若林穀 ほか
曲目：コンサートマーチ《アルセナール》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
割 引 0歳以上
※座席を利用する場合は有料。
②「自分にごほうびワンコイン・コンサート」
割 引
料金：全席自由 500円 ※未就学児不可

3/18（土）①14：00 ②17：00 開演

練馬文化センター 大ホール

練馬文化センター 大ホール

ワンワンと一緒に！親子で楽しめるファミリーコンサート！

出演：佐藤寿一（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
曲目：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
料金：全席自由 1,000円

出演：ワンワン、ジャンジャン、ジャンコ、うーたん、りんた
ろう、もぐちゃん
料金：全席指定 A席2,500円 B席2,200円
（1歳以上要チケット）
共催：
（株）NHKプロモーション

割 引 小学生

0歳以上

©Masaki ARIYAMA

万作・萬斎狂言の会
〜鬼瓦・金岡・六人僧〜
4/19（水）19:00開演

練馬区立美術館「パリ展」開催記念
パリと音楽家たち♡

練馬文化センター

小林愛実ピアノ・リサイタル

5 / 20（土）15 : 00開演

小ホール

練馬文化センター 小ホール

600年の伝統を持つ狂言。
和楽と芸能の醍醐味をご堪能ください。

ショパン国際ピアノコンクール ファイナリストが登場！
若手実力NO.1の演奏は必聴！！

出演：野村万作、野村萬斎、石田幸雄、深田博治、
高野和憲、月崎晴夫、竹山 悠樹 ほか
解説：高野和憲
演目：鬼瓦・金岡・六人僧
残席わずか
料金：全席指定 5,000円
割 引 小学生
（株）万作の会
共催：

（ピアノ）
出演：小林愛実
「英雄」
OP.53、
モーツァ
曲目：ショパン／ポロネーズ第6番
ルト／ピアノ・ソナタ第11番 K.331
「トルコ行進曲
付」
、
ドビュッシー／版画 ほか ※変更の場合あり
料金：全席指定 2,500円
割 引 小学生

モスクワ・フィルハーモニー
管弦楽団＆清塚信也
7/2（日）15:00開演

練馬文化センター 大ホール

出演：モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団（管弦楽）、
ユーリ・シモノフ（指揮）、清塚信也（ピアノ）
曲目：チャイコフスキー／交響曲第５番 ホ短調、ラフマ
ニノフ／ピアノ協奏曲第２番 ハ短調 ほか
料金：全席指定 S席10,000円 A席8,000円
B席6,000円
割 引 小学生
（株）コンサート・ドアーズ
共催：
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。 割 引

小学生 未就学児はご入場できません。

●歳以上

©Akira Muto

第242回アトリウムミニステージ

モスクワで最も権威のあるオーケストラが清塚信也と共演。

優先

大泉学園ゆめりあホール

ワンワンまつり
みんなでワッショイ！カーニバル編

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ました。

撮影：政川慎治

出演：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）】
残席わずか
企画・司会：瀬川 昌久
料金：全席指定 3,000円
割 引 小学生

第49回ゆめりあワンコイン・コンサート

〜オール・ベートーヴェン・プログラム〜

©N.Ikegami

練馬文化センター 小ホール

佐瀬正（B） 田鹿雅裕（D） 小山太郎（D）

フレッシュ名曲コンサート

©Rowland̲Kirishima

2/25（土）15:00開演

ジャズ評論界の大御所 瀬川昌久プロデュース 第7弾!
伊勢秀一郎（Tp）近藤和彦
近藤和彦（As）川嶋哲郎
（As）川嶋哲郎（Ts）

割 引 小学生

ストレート
松浦

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〜

新春恒例「ゆめりあ若手寄席」は期待の若手が大集結！

古今亭 始 春風亭 柳朝

練馬文化センター 大ホール

2 /15（水）12 :15-12 : 45

練馬区役所１階アトリウム

第3水曜日に開催しているお昼休みコンサート。今回は第30
回練馬区新人演奏会優秀賞受賞者によるピアノの演奏です。
出演：田中優子
曲目：ラフマニノフ／前奏曲Op.3-2「鐘」、絵画的練習曲
Op.33より 第2番、第3番、第5番 ほか
料金：無料（申込み不要です）
※車でのご来場はご遠慮ください。

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。

該当年齢からご入場できます。 学生券 学生証等の提示で半額で購入できます。

0歳以上
無料

練馬文化センター イベントスケジュール 2・3月
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5日（日）11:00〜19:00
全席自由 500円 18歳以下無料（要チケット）
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

TEL
WEB

明治大学付属明治高等学校・中学校マンドリン部
第58回定期演奏会
5日（日）13：30〜16：00
自由入場 無料
【問】駒形 ☎ 042-444-9100
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芳雪書院展
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4

SAT

9日（木）〜13日（月）
自由入場 無料
【問】中村 ☎ 03-3994-0567

小

TEL
WEB

11日（土・祝）17：00〜20：00
残席わずか
全席指定 Ｓ席6,500円 A席6,000円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

練老連歌謡大会

3/

5

SUN

小

3/

6

MON

13日（月）10：30〜15：30
自由入場 無料
【問】練老連歌謡大会 ☎ 03-6914-5125

小

落語教育委員会 三遊亭歌武蔵・柳家喬太郎
＆新メンバー三遊亭兼好 三人会
15日（水）19：30〜21：30
全席指定 3,600円
【問】(株)夢空間 ☎ 03-5785-0380

3/

11

SAT

小

ザ・ネリマ現代舞踊展Vol．29

3/

11

SAT

16日（木）19：00〜20：45
全席自由 3,500円
【問】現代舞踊こぶしの会 ☎ 03-3995-2218

小

豊島交響吹奏楽団 第十二回 不定期演奏会

3/

12

SUN

18日（土）13：30〜16：00
自由入場 無料
【問】豊島交響吹奏楽団 ☎ 090-9307-6670

大

映画「袴田巌 夢の間の世の中」上映会

3/
窓口

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

28日（火）18：30〜21：30
全席指定 4,000円
【問】劇団青年座 ☎ 0120-291-481

3/

大

9日（木）14：00〜16：00
全席指定 前売4,500円
【問】フォークロール ☎ 042-679-3837

劇団青年座第225回公演

大

SAT

チェコ国立民族音楽舞踊団オンドラーシュ

28 『見よ、飛行機の高く飛べるを』

2/

3

FRI

3/

６日（月）13：30〜15：00
自由入場 無料
【問】事務局 ☎ 03-5571-5701

25日（土）15:00〜17:00
全席指定 3,000円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

3/

ギ

特殊詐欺根絶キャラバン隊2017
緊急特番！小倉智明のサギ対策24時

21日（火）18：45〜21：15
全席自由 前1,000円 当1,200円
【問】上映実行委員会 ☎ 03-5936-4078

WED

MON

デーモン閣下の邦楽維新Collaboration

大

1

小

ねりま若者文化祭ライブパフォーマンス
ねりパフォ2017

11 『妖気爛漫！坂口安吾』

SAT

小 小ホール

ギ ギャラリー

3 月

Char Special Live
1日（水）
・2日（木）18:30〜21:00
全席指定 6,800円
【問】サンライズプロモーション東京
☎ 0570-00-3377（10:00〜18:00）

大 大ホール

TEL
WEB

12

SUN

小

3/

15

WED

小

3/

16

THU

小

3/

17

FRI

小

劇団青年座第225回公演
『見よ、飛行機の高く飛べるを』

3/

SAT

1日（水）13：30〜16：30
全席指定 4,000円
【問】劇団青年座 ☎ 0120-291-481

小

練馬区民合唱団 第25回定期演奏会

3/

大

押し花絵画展 花・五色会教室展

3/

19

SUN

3日（金）〜6日（月）
自由入場 無料
【問】花・五色会 ☎ 03-3926-6491

小

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〜
TEL
WEB

家庭倫理講演会
4日（土）10：00〜11：30
全席自由 1,000円
【問】家庭倫理の会練馬区

18

SAT

3日（金） 19：00〜21：00
自由入場 無料
【問】江口 ☎ 03-3999-6227

4日（土）14:00〜16:00
全席指定 Ｓ席3,000円 A席2,500円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

18

3/

20

MON

大

3/

21

TUE

小
☎ 090-6543-2690

4区合同糖尿病区民公開講座
〜糖尿病と食事〜

3/

THU

4日（土）13：30〜15：35
自由入場 無料
【問】練馬区医師会 ☎ 03-3997-0121

小

平成28年度 練馬区防災功労者・功労団体
表彰式 防災講演会
5日（日）13：00〜15：00
自由入場 無料
【問】練馬区区民防災課 ☎ 03-5984-2605

6日（月）18：30〜20：30
全席自由 前900円 当1,000円
【問】武蔵野音楽大学 ☎ 090-3072-2337

窓口

TEL
WEB

武蔵野音楽大学打楽器専攻学生有志による
打楽器アンサンブル演奏会

Estudio ROMERO
フラメンコ教室 第11回発表会
17日（金）18：00〜21：00
全席自由 前2,500円 当3,000円
【問】宮本 ☎ 090-8569-5774

3/

26

27

MON

大

12日（日）19：00〜21：20
全席自由 500円
【問】大場 ☎ 090-2071-8132

16日（木）19：00〜21：00
全席指定 前3,500円 当4,000円
【問】シープウィング ☎ 06-6702-7766

24

FRI

3/

第4回東京音楽大学有志混声合唱団による
どさんこんさーと〜卒業記念ラスト公演〜

kogakusyu翔 Live2017 ADVANCE

3/

小

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〜

15日（水）18：00〜20：00
全席自由 1,000円
【問】池野 ☎ 080-9297-7198

FRI

SUN

11日（土）14：00〜15：40
全席自由 2,000円
【問】合唱団事務局 ☎ 03-3367-2451

12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

24

小

アカペラ名曲コンサート オルフ祝祭合唱団

11日（土）19：30〜21：30
全席指定 3,500円
【問】夢空間 ☎ 03-5785-0380

3/

大

第21回武蔵野音楽大学サクソフォーン専攻生
有志によるサクソフォーンアンサンブル演奏会

春風亭一之輔 独演会
一之輔のすすめ、レレレ〜Vol.13

23

3/

28

TUE

小

3/

29

WED

大

3/

29

WED

小

3/

30

THU

大

3/

31

FRI

大

佐々木理子門下生による
第24回春のコンサート
18日（土）19：00〜20：10
無料（要整理券）
【問】リコミュージック ☎ 090-9806-0792

ワンワンまつり
みんなでワッショイ！カーニバル編

TEL

WEB
18日（土）①14:00 ②17:00
全席指定 A席2,500円 B席2,200円（1歳以上要チケット）
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

フレーリッヒ ムジーク オーケストラ
第9回 定期演奏会
19日（日）14：00〜16：30
全席指定 1,000円
【問】代表者 ☎ 090-3570-6681

練馬区ジュニア・オーケストラ
第32回定期演奏会
20日（月）14：00〜15：45
全席自由 無料
【問】生涯学習センター分館

☎ 03-3904-4881

おーけすとら ぴとれ座 第１回音楽会
21日（火）19：00〜21：00
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】ぴとれ座 ☎ 090-8512-4069

日本大学芸術学部音楽学科
平成28年度 卒業演奏会
23日（木）18：00〜21：00
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科 ☎ 03-5995-8240

第55回東京立正中学高等学校吹奏楽団
定期演奏会
24日（金）18：00〜20：45
全席自由 前500円 当600円
【問】中高事務所 ☎ 03-3312-1111

淑徳巣鴨中学高等学校ギター部
第7回定期演奏会
24日（金）17：30〜19：30
自由入場 無料
【問】本校顧問まで ☎ 03-3918-6451

第35回小石川中等教育学校吹奏楽部
定期演奏会
26日（日）13：00〜15：30
自由入場 無料
【問】小石川吹奏楽部 ☎ 03-3946-7171

宝仙学園中学高等学校吹奏楽部
第5回定期演奏会
27日（月）18：00〜20：40
自由入場 無料
【問】宝仙学園（米澤） ☎ 03-3371-7103

都立武蔵丘高校吹奏楽部
第31回定期演奏会
28日（火）18：30〜20：30
自由入場 無料
【問】都立武蔵丘高校 ☎ 03-3999-9308

大妻中野中学校高等学校吹奏楽部
第20回定期演奏会
29日（水）17：00〜19：00
自由入場 無料
【問】大妻中野吹奏楽部 ☎ 03-3389-7211

第48回 太陽の子の舞踊会
29日（水）17：30〜20：00
自由入場 無料
【問】太陽の子の舞踊会 ☎ 03-3982-0025

東京家政学院中学高等学校吹奏楽部
第24回定期演奏会
30日（木）13：30〜16：00
自由入場 無料
【問】東京家政学院中高 ☎ 03-3262-2256

第12回豊南高等学校吹奏楽部定期演奏会
31日（金）17：30〜20：00
自由入場 無料
【問】豊南高校吹奏楽部 ☎ 03-3959-5511

大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 2・3月

ホ ゆめりあホール

ギ ゆめりあギャラリー

2 月

11

2/

SAT

ホ

11

2/

SAT

ホ

12

2/

SUN

ホ

14

2/

TUE

ホ

15

2/

WED

ホ
2/

16

THU

22
WED

2/

ギ

17

2/

FRI

ホ

18

2/

SAT

ホ

18

2/

SAT

ホ

木管五重奏団『Ｎ』リサイタル
管楽器のパレット

26

2/

11日（土・祝）14：00〜16：00
全席自由 2,500円
【問】木管五重奏団「Ｎ」 ☎ 090-3525-4606

SUN

ホ

練馬にコミュニティＦＭを！
ネリブロ・ワンダーランド vol.6

26

2/

11日（土・祝）19：30〜21：30
全席自由 前売 2,500円 当日3,000円
【問】練馬放送 ☎ 03-6676-3895

SUN

ホ

アンサンブル大泉2017

27

2/

12日（日）14：00〜16：30
自由入場 無料
【問】事務局 ensemble̲owo@yahoo.co.jp

MON

ホ

バレンタインハートフルコンサートpart16
ヨーロッパの森から
14日（火）19：00〜21：00
全席自由 3,000円
【問】パウエルフルート ☎ 03-5339-8383

3/

SUN

ホ

22

2/

WED

ホ

23

2/

THU

ホ

24

2/

FRI

ホ

25

2/

3/

窓口
17日（金）14：00〜16：00/19：00〜21：00
全席自由 一般3,000円
学生・障がいのある方・日本フルート協会会員2,000円
【問】みゆずメソン ☎ 048-477-1313

TEL
WEB

18日（土）19：00〜21：00
全席自由 大人2,000円 小人1,000円
【問】ドルチェジーリョ teatro.dolce.giglio@gmail.com

市民公開講座「がん医療の最前線」

SAT

ホ

19日（日）13：00〜16：00
自由入場 無料
【問】総合東京病院 ☎ 03-3387-5421

加耒徹バリトンリサイタル東京公演
22日（水）19：00〜20：50
全席自由 前売3,500円 当日4,000円
【問】加耒徹後援会 ☎ 03-6887-0272

武蔵野音楽大学ユーフォニアム・テューバ
専攻生有志によるアンサンブルコンサート
23日（木）18：30〜20：30
全席自由 普通前売800円他 JETA前売700円他
【問】深谷 ☎ 090-2158-7740

武蔵野音楽大学オーボエ・ファゴット専攻生
有志によるアンサンブル演奏会

25日（土）13：00〜16：00
自由入場 無料
【問】寺本三線教室 ☎ 090-1791-5332

4

SAT

ホ

3/

子どもと大人と、みんなで楽しむイターリアの夕べ
ピアノと歌のコンサート

琉球古典芸能と空手の集い

4

ホ

佐々木真・中野真理
メソンコントラスティヴ コンサート

24（金）19：00〜21：00
全席自由 一般 前売800円 当日1,000円
【問】チケット担当 ☎ 090-6304-0321

3

SAT

19 「がんの早期発見と高度・先進医療」

2/

3/

ホ

16日（木）〜22日（水）
自由入場 無料
【問】都立大泉桜高校 ☎ 03-3978-1180

18日（土）14:00〜16:00
全席自由 1,500円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

2

FRI

東京都立大泉桜高等学校
第10期生 卒業制作展

第8回ゆめりあ若手寄席
〜2017大泉早春ハレの日〜

3/

ホ

15日（水）19：00〜21：00
全席自由 800円
【問】トロンボーン科 ☎ 080-9861-4832

26日（日）14：00〜16：00
全席自由 500円
【問】
宣伝係 angenehm̲information@yahoo.co.jp

アンサンブル・オルガ演奏会
26日（日）19：30〜21：20
全席自由 2,000円
【問】オルガ ☎ 080-6589-6983

東京音楽大学・東京音楽大学付属高等学校
水野貴子門下生 発表会
27日（月）17：00〜20：30
自由入場 無料
【問】水野門下生 ☎ 090-4425-1735

3/

12

SUN

ホ

3/

15

WED

ホ

3/

16

THU

ホ

3 月
THU

桐朋学園大学トロンボーン専攻生による
トロンボーンアンサンブルコンサート

アンゲネーム管弦楽団
第10回室内楽演奏会

4

SAT

ギ

3/

5

SUN

ホ

3/

6

MON

ホ

3/

8

WED

ホ

3/

9

THU

ホ

10

3/

FRI

ホ

11

3/

SAT

ホ

第9回日本大学芸術学部音楽学科
クラリネット専攻生有志による定期演奏会
2日（木）18：00〜20：45
自由入場 無料
【問】山﨑 ☎ 080-5141-9449

アンサンブルミラコ演奏会
〜知られざる弦楽合奏の名曲たち〜
3日（金）19：00〜21：00
全席自由 一般3,000円 学生2,000円
【問】ミラコ事務局 ☎ 080-9535-2354

騒いじゃっても大丈夫！みんなで一緒に楽しむ
“たまみずきスプリングフェスティバル”
4日（土）10：00〜16：30
全席自由 500円
【問】たまみずき ☎ 03-5923-7188

飯塚音楽スタジオ発表コンサート
4日（土）18：30〜21：00
自由入場 無料
【問】飯塚音楽スタジオ ☎ 090-1432-4029

たまみずき アート展示会
4日（土）
自由入場 無料
【問】たまみずき

17

3/

FRI

ホ

19

3/

SUN

ホ

21

3/

TUE

ホ

24

3/

FRI

ホ

29

3/

WED

☎ 03-5923-7188

０歳からのコンサート 親子でクラシック
5日（日）10：30〜11：30/13：30〜14：30
全席自由 大人1,000円 未就学児500円
【問】ポンドゥラベニル ☎ 080-8852-6039

サロンコンサートSaluto!
第10回 情熱のオペラとカスタネットの競演
6日（月）19：00〜21：00
全席自由 一般3,000円 学生1,500円
【問】石塚声楽研究会 ☎ 090-1303-0451

第15回定期演奏会 女声合唱団キャメル
8日（水）19：00〜20：40
全席自由 1,000円
【問】中野 ☎ 090-4620-8972

武蔵野音楽大学弦楽器専攻生有志による
ENSEMBLE CONCERT
9日（木）19：00〜21：15
全席自由 1,000円
【問】武蔵野弦楽器 ☎ 090-5830-2900

ホ

31

3/

FRI

ホ

第49回ゆめりあワンコイン・コンサート
金管五重奏で贈る吹奏楽のメロディー

12日（日）14：30〜16：00
自由入場 無料
【問】坂本 ☎ 048-487-3934

石神井交通安全のつどい（交通安全教室）
15日（水）14：00〜16：00
自由入場 無料（整理券あり）
【問】石神井警察署 ☎ 03-3904-0110内線4112

第19回 朗読・風の会 発表会
16日（木）13：00〜16：00
自由入場 無料
【問】朗読・風の会 ☎ 03-3811-9309

映画「母 小林多喜二の母の物語」
17日（金）10：30〜12：30/14：00〜16：00
全席自由 前売1,400円 当日1,800円
【問】現代ぷろだくしょん ☎ 03-5332-3991

Spring Concert
19日（日）14：30〜16：30
自由入場 無料
【問】フェニックス代表 numc55@yahoo.co.jp

歌で紡ぐ 世界一周ミュージックツアー
21日（火）19：00〜21：00
全席自由 一般3,000円 学生1,500円
【問】事務局 ☎ 090-4920-8476

黒澤麻美ロシア声楽曲研究会
第8回定期演奏会 ガラコンサート
24日（金）19：00〜20：30
全席自由 3,000円
【問】露声楽曲研究会 FAX 049-298-4313
お問合せはファックスでお願いします。

田柄高校 アオバ・ジャパンインターナショナル
スクール 合同パフォ−マンス
29（水）13：45〜16：30
自由入場 無料
【問】田柄高校 ☎ 03-3977-2555

東京都立総合芸術高等学校三期音楽科
有志によるコンサート
31日（金）18：30〜21：00
自由入場 無料
【問】SOY soyconcert@gmail.com

練馬文化センター・
大泉学園ゆめりあホールの
利用抽選方法が変わります！
平成29年４月の利用抽選会（30年４月利用分）か
ら、利用抽選会を１日２回実施（１回目：区民抽選
会、２回目：一般抽選会）します。また、ゆめりあギャ
ラリーの抽選会開始時間が変わります。詳しくは、
練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホールのホー
ムページをご確認ください。

チケット窓口販売
窓口

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

QUANET 1st RECITAL
10日（金）18：30〜21：30
全席自由 一般1,000円 高校生以下500円
【問】Quanet ☎ 080-3712-8374

サクソフォン・ラージアンサンブル・アイル
第32回演奏会

チケット予約・販売
TEL
WEB

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）
③ 協会ホームページ http://www.neribun.or.jp

※こちらに掲載した情報は平成29年1月19日現在のものです。
TEL
※主催者が希望した催しのみ掲載しています。
残席わずか
WEB
11日（土）①11:30 ②15:00
※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
①全席指定 500円(乳幼児可）②全席自由 500円（小学生から）
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合
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000
せください。

アンコール

2 0 1 7. 2

/ Vol.3 8 3

チ ケ ット の お 申し 込 み

※1月30日（月）、31日（火）はシステムメンテナンスのためチケットの販売を行いません。

TEL.03 - 3948 - 9000

電話予約

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）

❶練馬文化センター 1階チケットカウンター
（10:00~20:00）

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。

インターネットチケット予約・販売

2 /6（月）開始

事前に利用登録が必要です。

＜支払・受取り方法＞

利用登録 2/1（水）より

（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。

協会ホームページ
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❶協会ホームページの「インターネットチケット販売」
バナーをクリック。
❷「利用登録」から必要事項を入力してください。
＜予約方法＞
登録したメールアドレス、パスワードでログインすると
チケット予約が行えます。

❷大泉学園ゆめりあホール 5階 事務室受付

http://www.neribun.or.jp/
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セブン-イレブンでの現金・クレ
ジットカード払いを選択した場合
その場でチケットをお受け取りく
ださい（手数料がかかります）。

練馬文化センター・大泉学園
ゆめりあホールでの現金払い
を選択した場合
その場でチケットをお受け取
りください。

インターネットでのクレジットカード払いを選択した場合
つぎのいずれかの場所・方法でチケットをお受け取りく
ださい（手数料がかかります）。①セブン-イレブン ②
郵送 ③スマホにチケットをダウンロード（3月から運用
開始）④練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホール
※車いす席・難聴者イヤホンについてはお問合せください。

練 馬 文 化 センター友 の 会

〜お 得 な 特 典 が いっぱ い 〜

問合せ：練馬区文化振興協会 TEL.03‐3993‐3311

有効期間
特典

ET
TICK

特典
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情報誌「アンコール」を毎月、 練馬区文化振興協会、練馬文
ご自宅にお届けします。
化センター、大泉学園ゆめり
あホールが主催・共催する公
演等のチケットを1公演につ
き2 枚まで1割引きで購入で
きます。

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

TICK

ET

発売日
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練

←所沢

馬

西武池袋線
西武有楽町線
都営地下鉄大江戸線
池袋→

●パン屋
千川通り
豊玉北六丁目

練馬文化センター入口

練馬区役所●
練馬郵便局●

目白通り
練馬警察署南

2,0 0 0円

入会方法
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
❸インターネット〈2/1（水）より〉
：協会ホームページの「友の会」バナー
から手続きしてください。年会費・会員証郵送料・システム利用料とし
て2,180円をクレジット決済でお支払ください。

大泉学園
ゆめりあホール

練馬文化
センター

地下駐車場
入口（有料）
●ココネリ

西武池袋線

年会費

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。

南町小学校●
白山神社入口

公園

〒176‐0001
東京都練馬区練馬1-17-37
TEL.03‐3993‐3311

谷原・
関越道

豊島園通り

練馬文化センター
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特典

ET

1年間

●練馬消防署
●練馬警察署

〒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

↑北園
北野神社●

大泉学園駅入口第一

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

大泉学園

←所沢
ゆめりあタワー
ゆめりあ2
南パーキング

豊玉陸橋・
環七・
早稲田

リズモ
●大泉学園

駅前広場

西武池袋線
池袋→

●交番

↓上石神井

平成29（2017）年2月発行／通巻第383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＞

桂歌丸

春風亭一之輔 独演会
一之輔のすすめ、レレレ〜 Vol .13
平成2 9年 3月11日
（土）

高座6 5周年
記念落語 会

練馬文化センター小ホール

平成2 9年

開場19:0 0 開演19:30
■

なかのZERO大ホール

練馬文化センター 窓口販売（10時〜20時）

なかのZEROチケットセンター
03-3382-9990 http://nicesacademia.jp/

■

ゲスト：ヘルシー松田（コミックマイム）▶

全席指定 3,500円［Pコード：455-686］
［Lコード：31537］
主催・お問い合わせ：夢空間 03-5785-0380（平日10時〜18時）http://yume-kukan.net

4月26日（水）開場12:30
開演13:0 0

S席 4,000円 A席3,500円［Pコード：456-042］
［Lコード：32949］
■ 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

ゲスト：林家たい平

＊未就学児のご入場はお断りいたします。

