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フレッシュ名曲コンサート 
ニューイヤーコンサート2018
～小林研一郎と愉しむ「新世界」の幕開け～

7月21日（金） 10:00～ 予約受付開始割  引 小学生
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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

日野皓正クインテット2017　

練馬区独立70周年を記念して、平成29年7月22日（土）～8月5日（土）に「ねりま文化ウィーク」を開催します。
練馬文化センター、石神井公園ふるさと文化館・分室、練馬区立美術館の会場では、音楽、舞台芸術、歴史、
文学、美術などの魅力的なイベントがいっぱい。 施設を巡り、見て、体験して、楽しめる2週間です！

世界的なジャズプレーヤー、待望の練馬公演！
9歳でトランペットを始め、13歳の頃には米軍キャンプでバンド活動を開
始。デビュー以降ヒノテル・ブームを巻き起こし、数々のミュージシャンと共
演、ヒットアルバムを連発してきた日野皓正。1989年には名門レーベル・ブ
ルーノートの日本人初の契約アーティストになるなど、ジャズシーンを代表
する国際的アーティストとして、第一線で活躍し続けています。唯一無二の
オリジナリティ、圧巻のステージを体感ください！

練馬文化センター 大ホール

7月15日（土） 10:00～ 予約受付開始

11/3（金・祝） 16:00開演

日野皓正（トランペット）、 加藤一平（ギター）、石井彰（ピアノ）、
杉本智和（ベース）、石若駿（ドラムス）
全席指定 S席5,000円 A席4,500円

出演：

料金：

割  引 小学生

今年度のフレッシュ名曲コンサートは、炎のコバケンこと小林研一郎が登
場。前回の練馬文化センター公演で、即日完売した「新世界より」を再演！
期待の若手ヴァイオリニスト福田俊一郎との共演と、春の訪れを予感させ
るJ.シュトラウス2世「春の声」をお楽しみください。

新しい１年の始まりを、炎のコバケンと共に

練馬文化センター 大ホール

2018/1/14（日） 14:00開演

小林研一郎（指揮）、福田俊一郎（ヴァイオリン）、
東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
J.シュトラウス2世/ワルツ「春の声」、チャイコフスキー/ヴァイオリン
協奏曲 ニ長調、ドヴォルザーク/交響曲第9番 ホ短調「新世界より」
全席指定 S席3,800円 A席3,000円

出演：

曲目：

料金：

New! New!

©満田聡

日野皓正

加藤一平

石井彰

杉本智和

石若駿

©井村重人

©上野隆文

たの

学生券優 先



優 先

割  引 小学生

割  引 小学生

割  引 小学生

7月6日（木）12:00～ インターネット先行予約受付開始

7月13日（木）10:00～ 販売開始

7月13日（木）10:00～ 販売開始

ねりま文化ウィーク～オープニングイベント

八代亜紀プレミアム・コンサート

練馬区独立70周年を祝う
「ねりま文化ウィーク」オープニングコンサート！

7/22（土） 16 :00開演 練馬文化センター 大ホール

八代亜紀
舟唄、雨の慕情、Fly Me To The Moon ほか 
※変更の場合あり
全席指定 S席5,500円 A席5,000円

出演：
曲目：

料金：

練馬区独立70周年記念コンサート 「真夏の第九」 （中継上映）

第九特別編成オーケストラの演奏にのせて、練馬区ゆかりの指揮者、ソリスト、公募区民約1,000人の合唱団が「歓喜の歌」を響かせます。
曽我大介（指揮）、佐々木典子（ソプラノ）、鳥木弥生（メゾ・ソプラノ）、西村悟（テノール）、大西宇宙（バリトン）、森中慎也（司会） ほか
第一部：日本大学藝術学部学生による「未来」に向けたファンファーレ、練馬児童合唱団の歌声による合唱
第二部：ベートーヴェン／交響曲第9番 ニ短調 作品125（合唱付）
全席指定 300円 ※2歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料） 

出演：
曲目：

料金：

みんなであそぼ！
森と劇場のサーカスフェスタ
7/22（土） ①13:30 ②AB10:00、C11:15

割  引 0歳以上

割  引 0歳以上

第51回ワンコイン・コンサート 楽器ミュージアム～様々なトランペット&打楽器に出逢おう～

目と耳で楽しめる！たくさんの種類のトランペットと打楽器が、舞台いっぱいに登場する様は、まるで楽器ミュージアム。パワフルなイメー
ジのある楽器同士が奏でるのは迫力のあるサウンドだけでなく、優しく流れるような音色まで多彩。今までのイメージが変わる、かも？

9/9（土） ①11：30開演 ②15：00開演

松木亜希（トランペット）、野尻小矢佳（打楽器）
“トランペットと打楽器のためのヴィネット”よりライオネルとのランニング、アンドレとのディナー、ベルリンでのワルツ ほか
①全席指定 500円 ※2歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）
②全席自由 500円

出演：
曲目：
料金：

大泉学園ゆめりあホール

New!

練馬区演奏家協会10周年記念コンサート～みどり・風・やさしさ～
一流の音楽家と過ごす、よくばりな一日♪

①音楽グループ《なでしこ》～歌声と口笛は風に乗って～　

コンサートやワークショップなど1日中楽しめる多彩なプログラムがつまった音楽祭を開催します。
※ワークショップについては9月号でお知らせします。

11/19（日） 13：00開演

重松万里子（ピアノ）、田村彰子（ソプラノ）、柴田晶子（口笛）、奥田裕美（ヴァイオリン）、ほかコーラスメンバー
武満徹／小さな空、サルトーリ／君と旅立とう（タイム トゥ セイ グッドバイ）、日本のうた／名曲メドレー ほか
全席自由 1,000円

出演：
曲目：
料金：

練馬文化センター 小ホール

New!

①「0歳からのわいわいワンコイン・コンサート」（40分間） ②「自分にごほうびワンコイン・コンサート」（60分間）

歌・口笛・ヴァイオリン・ピアノの演奏でクラシックからポピュラーまで、おなじみの曲の数々をお楽しみください。
一緒に歌い、口笛を吹いて楽しい時間を過ごそう！

②東京アートノームブラスクインテット ジョイフルコンサート
11/19（日） 18：00開演

久保義一（トランペット）、中山隆崇（トランペット）、並木博美（ホルン・司会）、中村友子（トロンボーン）、牛尾正明（テューバ）
J.ファーナビー／ルネッサンス組曲から、サティ/ジュ・トゥ・ヴ、フォスター/草競馬の一日 ほか
全席自由 1,000円

出演：
曲目：
料金：

練馬文化センター 小ホール

1978年に武蔵野音楽大学金管楽器専攻生により結成されて以来、39年の長きに渡り愛され続けているブラスアンサンブル
です。ルネッサンス時代からクラシック、そしてアニメ音楽からジャズ、外国の民謡など幅広いジャンルの作品と楽しいトーク
をお楽しみいただきます。

煌めく金管五重奏の響き。

① 劇場ステージのサーカスショー（小ホール）
　 料金：全席自由 500円
② ワークショップ広場（リハーサル室）
　 A.ジャグリング  B.パントマイム 
　 C.車いすダンス、ヒップホップダンス等
　 料金：各回 500円
※他無料で楽しめる大道芸ショーも 割  引 小学生

8/5（土） 15:00開演 練馬文化センター 小ホール

割  引 小学生7月29日（土）10:00～ 予約受付開始

白石加代子女優生活50周年記念公演 笑った分だけ、怖くなるvol.2　

これは朗読劇？ドラマリーディング？客席がうねりにうねり、笑いに笑い、そしてえもいわれぬ恐怖。
2年の歳月を経て、待望の第2弾が堂々上演決定！

白石加代子と佐野史郎の強力タッグが帰ってくる！ 

12/6（水） 19：00開演

白石加代子、佐野史郎
小野寺修二
筒井康隆「乗越駅の刑罰」（新潮文庫刊『懲戒の部屋』より）、井上荒野「ベーコン」（集英社文庫）
全席指定 5,000円

出演：
演出：
演目：
料金：

練馬文化センター 小ホール

New!

小学生

割  引 0歳以上

野尻小矢佳松木亜希 野尻小矢佳

©堀田力丸©堀田力丸

並木博美並木博美牛尾正明

中山隆崇中山隆崇

松木亜希

重松万里子 田村彰子

柴田晶子 奥田裕美

重松万里子 田村彰子

柴田晶子 奥田裕美

中村友子 久保義一中村友子 久保義一

※中継上映で、生演奏ではありません。 ※大ホールは完売しました。



友の会会員へ優先予約受付を行います。 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。 該当年齢からご入場できます。 学生証等の提示で半額で購入できます。学生券●歳以上

割 引優 先

小学生

無 料

第247回アトリウムミニステージ

7/19（水） 12:15-12:45 練馬区役所１階アトリウム

若狭知恵（フルート） ほか
ムーケ／ソナタ「パンの笛」より第1楽章、日本の歌
メドレー ほか　
自由入場 無料

※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
新人演奏会出演者選考オーディション最優秀賞受賞者による演奏です。

0歳以上

無 料

アトリウムミニステージ特別企画
夕涼みコンサート
7/26（水） 17:15-18:00　練馬区役所１階アトリウム

世持桜（三線・八重山民謡唄者） ほか
花、安里屋ユンタ ほか　
自由入場 無料

※車でのご来場はご遠慮ください。

出演：
曲目：
料金：

夏の夕刻のひととき、暑さを忘れる三線の音色と八重山
民謡をお楽しみください。

7/31（月） 17:15-18:00　練馬区役所１階アトリウム

米倉森（クラリネット） ほか
サラサーテ（バルデリュー編曲）／カルメンファン
タジー、ガーシュウィン／三つのプレリュード ほか
自由入場 無料

出演：
曲目：

料金：

第25回練馬区新人演奏会出演者選考オーディション最優秀
賞受賞、現在は海外で活躍中のクラリネット奏者の演奏です。

0歳以上

0歳以上

小学生向けワークショップ ねりラボでつくって、あそぼう！

映画ワークショップ『思い出づくりは映画から』
7/28（金） 15:00開演・29（土） 10:30開演

練馬文化センター 洋室

500円（両日同内容）
根本隆一郎（ＮＰＯ法人古き良き文化
を継承する会）

料金：
講師：

小学生

小中学生のための歌舞伎塾
7/28（金） 15:00開演
練馬文化センター 第1リハーサル室

全席自由 300円（資料代込み）料金：

平成二十九年度（公社）全国公立文化施設協会 主催 東コース

松竹大歌舞伎

中村橋之助改め八代目中村芝翫襲名披露！
7/30（日） 練馬文化センター 大ホール

中村芝翫、中村橋之助、中村福之助、中村梅玉 ほか
猩々、襲名披露口上、一谷嫩軍記 熊谷陣屋
全席指定 一等席5,800円 二等席4,800円 
三等席3,000円 

出演：
演目：
料金：

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

全席指定 S席10,000円 A席8,000円
B席6,000円

料金：

割  引 小学生

割  引 小学生

7/22（土） 10：30-15:15

練馬文化センター ギャラリー

無料 当日受付 先着30名料金：

第50回ワンコイン・コンサート記念公演

はじける日本の音色♪「INSPIRATION!!」

①「0歳からのわいわいワンコイン・コンサート」（40分） 
曲目：ソーラン節、アニメメドレー、打楽器体験 ほか 
料金：全席指定 500円 ※2歳以下ひざ上無料（座席が
　　 必要な場合は有料）
②「自分にごほうびワンコイン・コンサート」（60分）
曲目：新髪洗い、八木節、三味線体験 ほか
料金：全席自由 500円 

7/27（木） ①16：00開演 ②19：00開演 練馬文化センター 小ホール

割  引 0歳以上

昼の部13:00開演 ※残席わずか／夜の部17:30開演

7月6日（木） 歌舞伎プレセミナー開催！講師：葛西聖司
割  引 小学生 学生券

小学生

第9回ゆめりあ若手寄席 ～真夏の夜の落語会～
8/18（金） 19:00開演

大泉学園ゆめりあホール

全席自由 1,500円料金：

That’s が～まるちょば SHOW！＋ロッケンロールペンギン
8/6（日） 14:00開演

練馬文化センター 大ホール

全席指定 4,500円料金：

小学生

撮影：荒木大甫

New!

ハンガリー国立歌劇場 
ヨハン・シュトラウス2世 「こうもり」

最高の音楽と笑いでいっぱいの
オペレッタの最高傑作!!

10/27（金） 18 :30開演 練馬文化センター 大ホール

ハンガリー国立歌劇場管弦楽団、合唱団、バレエ団
全席指定 S席14,000円 A席11,000円
B席7,000円
（株）コンサート・ドアーズ

出演：
料金：

共催：
割  引 小学生

東京、練馬でジェントルなLive

１日限りのコラボ公演を開催！ 
①15:00開演 ②19:00開演

11/23（木・祝） 練馬文化センター 小ホール

東京03、Gentle Forest Jazz Band
オークラ
全席指定 5,000円
　　 （公財）練馬区文化振興協会
　　 オールアートプロモーション

出演：
演出：
料金：
企画・制作：

割  引 小学生

ゆめりあJAZZ vol.25 出口誠ピアノトリオ
with酒井麻生代＆伊藤かな

ジャズ評論界の大御所 瀬川昌久プロデュース 第8弾!
9/15（金） 19 :00開演 大泉学園ゆめりあホール

出口誠トリオ【出口誠（Pia no）、安ヵ川大樹
（Bass）、井川晃（Drums）】、酒井麻生代（Flute）、
伊藤かな（Harmonica）
Autumn Leaves、Bouncing With Bud、
Kelly Blues ほか ※変更の場合あり
全席指定 2,500円

出演：

曲目：

料金： 割  引 小学生

割  引 小学生

割  引 4歳以上

キエフ・クラシック・バレエ 
チャイコフスキー夢の3大バレエ～名場面集～

キエフの名バレエ団来日！
子どもから大人まで楽しめる夢の舞台！

※演奏は特別録音音源を使用します。

7/24（月） ①12：30開演 ②15：00開演 練馬文化センター 大ホール

キエフ・クラシック・バレエ、
二山治雄（ゲストダンサー）
くるみ割り人形、白鳥の湖、眠れる森の美女より
全席指定 3,800円 

出演：

演目：
料金：

割  引 4歳以上



残席わずか

練馬文化センター イベントスケジュール 7・8月 大ホール 小ホール ギャラリー大 ギ小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

大

1日（土） 14：00～16：00  
全席自由 2,500円
【問】合唱団広報　☎ 070-3980-8571

エウフォニア合唱団・室内合奏団
第15回演奏会 モーツァルト ミサ曲

7/1
SAT

1日（土） 14：00～16：15  
全席自由 一般4,000円 高校生以下2,000円
【問】ドルチェカント　☎ 070-1253-0477

青盛のぼるリサイタル
ドルチェ・カントⅣ～甘い調べ～

7/1
SAT

大
16日（日） 14：00～16：00  
無料（要整理券） 事前申込制
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

第38回練馬児童合唱団演奏会7/16
SUN

20日（木） 13：30～16：00 
自由入場 無料
【問】青少年課青少年係　☎ 03-5984-4691

第67回 社会を明るくする運動のつどい7/20
THU

大
21日（金） 14：00～15：00 
全席指定 Ｓ席5,500円 Ａ席5,000円
【問】フェローズ　☎ 080-5048-6188

綾小路きみまろ笑撃ライブ！7/21
FRI

22日（土） 13：30～15：15 
全席自由 500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

森と劇場のサーカスフェスタ　
劇場ステージのサーカスショー

7/22
SAT

大
22日（土） 16：00～18：00
全席指定 Ｓ席5,500円 Ａ席5,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

八代亜紀プレミアム・コンサート7/22
SAT

大
23日（日） 17：00～20：00 
全席自由 前2,500円 当3,000円
【問】NEXUS　☎ 080-5511-9629

NEXUS vol.7 ～Dance Performance！～7/23
SUN

23日（日） 13：00～16：30  
自由入場 無料
【問】四葉会　☎ 03-3388-1675

第39回四葉会ピアノサマーコンサート7/23
SUN

24日（月） 17：00～19：00  
無料（要招待券）
【問】小林　☎ 090-6345-3881

第11回ダンススタジオパピヨン発表会7/24
MON

小
27日（木） 16：00～16：40　全席指定 500円
19：00～20：00　全席自由 500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

第50回ワンコイン・コンサート記念公演　
はじける日本の音色「INSPIRATION」

7/27
THU

大
25日（火） 14：30～16：20  
自由入場 無料
【問】BB2017 担当　bandbe.bandbe@gmail.com

吹奏楽コンサート BRASS BANdBE 2017
～シネマ・バンビ～

7/25
TUE

大
28日（金） 16：30～18：30  
全席指定 前2,000円 当2,500円
【問】コンサート事務局　☎ 03-5773-0894

ヤマハ・ハイライト・コンサート in Tokyo 
2017

7/28
FRI

大
30日（日） 13：00～15：45／17：30～20：15  
全席指定 一等席5,800円 二等席4,800円 三等席3,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

松竹大歌舞伎7/30
SUN

29日（土） 13：30～16：00 
全席指定 一般2,500円 学生1,500円
【問】渋谷　☎ 090-9395-2803

マジックショーCROSSROAD　
～宵待月の協奏曲～

7/29
SAT

大
31日（月） 11：00～12：30／14：00～15：30
全席指定 Ｓ席2,700円 他 （当日券300円増）
【問】劇団飛行船　☎ 044-930-1551

キラキラ☆プリキュア・アラモード
ドリームステージ♪

7/31
MON

1日（土） 19：00～21：10  
自由入場 無料
【問】東京リフォームシステム　☎ 03-3867-5441

TRS♪Concert　
～弦楽カルテット♪ピアノ～

7/1
SAT

1日（土）～2日（日） 
自由入場 無料
【問】光風松乃會　☎ 090-1810-3691

第21回 光風松乃會書展（かな書道）

4日（火） 19：00～21：00  
全席自由 一般3,500円 他 小中学生1,000円
【問】チェンバー事務局　☎ 090-9009-4491

チェンバーミュージックハウス
第18回演奏会「太陽の沈まない国」

7/4
TUE

5日（水） 10：30～15：30  
自由入場 無料
【問】練老連　☎ 03-6914-5125

練老連芸能大会7/5
WED

小
6日（木） 19：00～20：30 
全席自由 500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

歌舞伎プレセミナー7/6
THU

大
7日（金） 19：00～21：15  
全席指定 Ａ席4,000円 他 Ｂ席3,500円 他
【問】荒馬座　☎ 03-3962-5942

荒馬座創立五十周年記念公演　
未来へのまつり 五十年後の子どもたちへ

7/7
FRI

7日（金） 11：00～17：30  
自由入場 無料
【問】琴柳流総本部　☎ 03-3994-3616

琴柳流 夏の会7/7
FRI

小
８日（土） 15：00～16：30
全席指定 5,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

イッセー尾形の妄ソーセキ劇場7/8
SAT

8日(土）～11日（火）
自由入場 無料
【問】練馬稲門会写真クラブ　☎ 090-5777-9215

練馬稲門会 第6回 『写真展』

9日（日） 14：00～16：00 
全席自由 大人2,500円 子ども1,000円
【問】わいわい音楽隊　☎ 080-3664-2090

わいわい音楽隊サマーコンサート7/9
SUN

15日（土）～17日（月）
自由入場 無料
【問】くろかわ教室　☎ 090-2207-5150

くろかわひろみフラワーデザイン教室展
テーマは世界各地。雰囲気でてるかしら。

7 月

大
5日（土） 15:00～17:00  
全席指定 1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

練馬区独立70周年記念コンサート
「真夏の第九」

8/5
SAT

5日（土） 15:00～17:00  
全席指定 300円（2歳以下ひざ上無料、座席が必要な場合は有料）
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

練馬区独立70周年記念コンサート
「真夏の第九」（中継上映）

8/5
SAT

5日（土） 12:00～17:30  
無料
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

「映像と音で体感する
練馬70年の歴史と未来」

8/5
SAT

大
6日（日） 14:00～16:00 
全席指定 4,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

That's が～まるちょば SHOW！
＋ロッケンロールペンギン

8/6
SUN

6日（日） 13：15～15：30 
自由入場 無料
【問】あかねの会事務局　☎ 03-3577-7421

第15回音楽交流フェスタ8/6
SUN

7日（月） 14：30～18：30 
無料（要整理券）
【問】平多舞踊研究所　☎ 03-3381-2824

平多武於 舞踊研究所 発表会8/7
MON

大
8日（火） 17：00～19：35 
無料（要整理券）
【問】横山昭子バレエ　☎ 03-3996-8675

第27回バレエ・モダン翔美会発表会8/8
TUE

8日（火） 11：00～19：30 
自由入場 無料
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

第41回ピティナ・ピアノコンペティション8/8
TUE

9日（水） 18：30～20：50／10日（木） 13：30～15：50 
全席指定 Ｓ席8,640円 Ａ席6,480円 他
【問】劇団四季予約センター　☎ 0120-489-444

劇団四季 ミュージカル『アンデルセン』

大

9日（水） 19：00～20：30 
全席指定 前3,800円 当4,200円
【問】(株)ｇｃｍ　☎ 03-6453-2080

朗読劇「少年口伝隊一九四五」
作・井上ひさし 演出・保坂延彦

8/9
WED

大
11日（金） 13：30～16：00 
全席自由 1,000円
【問】関口　☎ 03-3904-6730

邦楽アンサンブル「来音」
第十四回定期演奏会

8/11
FRI

13日（日） 14：00～15：30 
全席自由 前2,500円 当3,000円
【問】アニバーサリー　☎ 090-5219-2118

裵鍾燮 クラリネット 
アニバーサリーコンサート

8/13
SUN

大
14日（月） 16：00～20：00 
無料（要整理券）
【問】今田バレエスタジオ　☎ 042-463-7801

LE CONCERT DE M.I.BALLET 20178/14
MON

8 月

窓 口

窓 口

窓 口

TEL
WEB

TEL
WEB

大
15日（土） 11：00～12：00／13：30～14：30
全席指定 3,000円 ※2歳以下ひざ上無料
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

恐竜どうぶつ園
～ティラノサウルスがやってくる！～

7/15
SAT TEL

WEB

大
2日（日） 15：00～17：00
全席指定 Ｓ席10,000円 Ａ席8,000円 Ｂ席6,000円 
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団＆
清塚信也

7/2
SUN

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

大
24日（月） 12：30～14：00／15：00～16：30 
全席指定 3,800円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

キエフ・クラシック・バレエ チャイコフスキー
夢の3大バレエ～名場面集～

7/24
MON TEL

WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

7/ 1
7/ 2
SAT

SUN
ギ

22日（土） 10：30／13：30　無料 当日先着30名
23日（日） 13:30　無料 申込受付終了 
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

小学生向けワークショップ ねりラボでつくって、
あそぼう！ まわして動くおもちゃをつくろう！

7/22
7/23
SAT

SUN
ギ

ギ

8/9
8/10
WED

THU

29日（土）、30日（日） 13：30
無料 申込受付終了
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

小学生向けワークショップ ねりラボでつくって、
あそぼう！ がっきをつくってえんそうしよう！

7/29
7/30
SAT

SUN
ギ

7/ 8
7/11
SAT

TUE
ギ

7/15
7/17
SAT

MON
ギ

完売御礼

完売御礼

WEB



大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 7・8月 ゆめりあホール ゆめりあギャラリーホ ギ

※こちらに掲載した情報は平成29年6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合せください。

TEL
WEB

TEL
WEB

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

①各ホール窓口（10:00~20:00）
②予約専用電話03‐3948‐9000（10:00~17:00）
③インターネット https://www.neribun.or. jp

WEB
①各ホール窓口（10:00~20:00）
②インターネット https://www.neribun.or. jp

チケット窓口販売

チケット予約・販売

7 月

ホ

7/2
SUN

サザンコール 15周年記念コンサート
～大切な人へ愛をこめて～
２日（日） 14：00～16：15  
無料（要整理券）
【問】田名見　☎ 03-3997-4018

8 月

第41回ピティナ・ピアノコンペティション
1日（火）～2日（水） 10：30～19：00  
全席自由 一般1,000円 会員800円
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

第25回ヤングアーチストピアノコンクール
21日（月）～22日（火） 10：30～20：00
全席自由 900円
【問】ヤングアーチスト　☎ 03-3930-0255

ホ

8/23
WED

高橋啓三先生門下生声楽発表会
23日（水） 11：00～20：00 
自由入場 無料
【問】高橋啓三門下　☎ 080-3435-7466

ホ

8/24
THU

親子で楽しむ夏のスペシャル 
おとあーとコンサート
24日（木） 10：30～11：15／13：30～14：15 
全席自由 大人1,000円 小人500円
【問】おとあーと研究室　☎ 080-9381-3482

ホ

8/25
FRI

山口ピアノ教室発表会 
25日（金） 13：00～16：30   
自由入場 無料
【問】山口ピアノ教室　☎03-3924-0505

ホ

8/25
FRI

テアトル・オペレッタ・フランセーズ 13
25日（金） 19：00～21：30 
全席自由 3,000円
【問】村田　☎ 03-5387-0977

ホ

8/26
SAT

Foursome ジョイントコンサート
26日（土） 18：00～20：15 
全席自由 2,000円
【問】Foursome　☎ 080-4368-9997

ホ

8/28
MON

高橋音楽教室 発表会 
28日（月） 13：30～16：00   
自由入場 無料   
【問】高橋音楽研究所　☎03-6861-3768   

ホ

ホ

8/5
SAT

コンサート×おしばい「ベートーヴェン物語」
5日（土） 19：30～20：30
全席自由 前3,000円 当3,300円
【問】みむみむの森　☎ 070-6479-7294

ホ

8/6
SUN

かけがえのない貴方へ♥ハートのコンサート
VOL.14 ソプラノ リサイタル
6日（日） 19：00～21：00 
全席自由 1,500円
【問】飯塚音楽スタジオ　☎ 090-1432-4029

第41回ピティナ・ピアノコンペティション
7日（月）～8日（火） 10：30～19：00
全席自由 一般1,000円 会員800円
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

ホ

8/9
WED

第41回ピティナ・ピアノコンペティション
9日（水） 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

ホ

8/11
FRI

忘れないで 3.11 絆　
2011.3.11東日本大震災いわき復興イベント
11日（金） 13：00～16：30  
自由入場 無料
【問】ＷＩＴＨはぴはぴ　☎ 090-3207-2168

ホ

8/14
MON

フルートの楽しみ 佐々木真とともに／
第16回研究発表演奏会
14日（月） 15：00～18：00 
自由入場 無料
【問】みゆずメソン　☎ 048-477-1313

ホ

8/15
TUE

歌声喫茶ともしびin大泉学園
15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

ホ

8/15
TUE

花房伸江門下生によるコンサート
15日（火） 18：00～21：00
自由入場 無料
【問】オフィスリピート　☎ 080-5183-4185

ホ

8/18
FRI

第9回ゆめりあ若手寄席
～真夏の夜の落語会～
18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

8/19
SAT

東京都高等学校音楽教育研究会 
第44回研究演奏会
19日（土） 17：00～21：00 
自由入場 無料
【問】中内　☎ 090-3240-0075

ホ

8/20
SUN

江森清と江森むつ子のジョイントコンサート
「ふたりで歌を」
20日（日） 14：30～16：30 
全席自由 2,000円 ペア3,000円
【問】EMORI & EMORI　☎ 080-5470-0349

21日（金） 19：15～21：00 
全席自由 3,500円
【問】事務局　yoko.mukae@gmail.com

ホ

7/2
SUN

十一代桂文治後援会 夏のつどい
２日（日） 18：45～21：00 
全席自由 2,500円
【問】桂文治後援会　☎ 03-3557-0981

ホ

ホ

7/3
MON

小畑朱実・田辺とおる門下生声楽発表会
３日（月） 18：30～21：00  
自由入場 無料
【問】小畑田辺声楽教室　FAX 03-6751-5849

ホ

7/3
MON

道の会 演奏会 X
３日（月） 14：00～16：30  
自由入場 無料
【問】金山　☎ 080-6587-3339

第41回ピティナ・ピアノコンペティション
５日（水）～６日（木） 10:30～19：00 
自由入場 無料
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

コン・フォートクラブ写真習作展
６日（木）～９日（日） 
自由入場 無料
【問】コンフォートクラブ　☎ 03-3904-6329

ホ

7/8
SAT

谷修ワンマンライブ
８日（土） 19：30～21：30 
全席自由 2,500円
【問】谷修ＨＰ　tanisyu.com 

ホ

7/11
TUE

ピアノ系男子のすてきな夕べⅡ
11日（火） 19：00～20：45  
全席自由 前1,000円 当1,300円
【問】中山アートハウス　☎ 042-398-3283

ホ

7/16
SUN

ベルソーノピアノ教室「ピアノ発表会」
16日（日） 18：50～21：10
自由入場 無料
【問】和田　☎ 03-3923-3318

ホ

7/17
MON

東日本大震災復興支援 
第5回 チャリティーカラオケめかぶの会
17日（月） 11：00～21：00  
自由入場 無料
【問】めかぶの会 山岸　☎ 090-1791-6265

ホ

7/18
TUE

昼の部
青木美稚子の「歌う体」の発声講座＆
公開レッスン 
夜の部
ミューズたちの歌のコンサート 
with 青木美稚子
18日（火） 昼15：00～16：30／夜18：30～20：15 
全席自由 
昼の部1,000円 夜の部2,000円 他
【問】ラ・ムジカ　☎ 03-3992-7604

ホ

7/21
FRI

おるごーる♪のおはなし音楽会
21日（金） 10：30～11：30 
全席自由 500円（0歳児、１歳児ひざ上無料）
【問】おるごーる♪　☎ 070-5594-8671

ホ

7/21
FRI

向江陽子ワンマンライブ
「虹色の空～７つの色で作る橋～」

ホ

7/22
SAT

宮地楽器発表会
22日（土） 11：00～19：30 
自由入場 無料
【問】音楽教室管理課　☎ 042-383-5551

ホ

7/23
SUN

宮地楽器発表会
23日（日） 10：30～19：30 
自由入場 無料
【問】音楽教室管理課　☎ 042-383-5551

ホ

7/24
MON

山田姉妹ソプラノデュオ・コンサート
きらめく〝星空の歌声"  
24日（月） 15：00～16：30   
全席自由 前2,000円 当2,300円   
【問】うたごえなかま　☎090-2337-7881

ホ

7/26
WED

音のおもちゃ箱サマーコンサートVol.2
26日（水） 12：30～15：00  
全席自由 大人1,500円 子ども500円
【問】ニンナナンナ　☎ 03-6337-2879

ホ

7/31
MON

第41回ピティナ・ピアノコンペティション
31日（月） 10：30～19：00  
自由入場 無料
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

ホ

7/14
FRI

コントラバスカルテット Labe 
アンサンブルコンサート
14日（金） 19：00～20：45  
全席自由 500円
【問】Labe　☎ 080-1790-2563

ホ

7/15
SAT

オカリナの集い・セレーノ発表会
15日（土） 10：00～11：30
自由入場 無料
【問】田中　☎ 090-5404-0410

ホ

7/16
SUN

羽川真介（チェロ）＆渚智佳（ピアノ）
デュオ・コンサートVol.4
16日（日） 14：00～16：00 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】プラージュ企画　☎ 03-3557-5820

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と
ゆめりあギャラリーの抽選開始時間が変わりました！
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
ムページをご覧ください。

窓 口

窓 口

窓 口

7/6
7/9
THU

SUN
ギ

8/1
8/2
TUE

WED

ホ

8/21
8/22
MON

TUE

ホ

8/7
8/8
MON

TUE

7/5
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チケットのお申し込み

友の会

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。

窓口販売 インターネットチケット予約・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へ。
❷郵便振込：予約専用電話にてご予約の上、郵便局にある払い込み用紙に 
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。

事前に利用登録が必要です。
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。

電話予約 TEL.03-3948-9000
協会ホームページ
https://www.neribun.or.jp/

入会方法
特典
1

特典
2

特典
3

特典
4

情報誌を毎月郵送
・各施設の公演情報、
展覧会情報等を郵
送。
※希望する方にはメー
ルマガジンも配信

公演チケットが１割引
・協会・施設の主催・共催
公演が対象（一部除く）。
・１公演２枚まで。

公演チケットを優先予約
・協会・施設の主催・共催
公演が対象（一部除く）。
・申込多数の場合は抽選。

展覧会にご招待
（同伴者１名まで可）
・施設主催の展覧会が
対象。

会員限定イベント開催
・ギャラリートーク等を
開催。

特典
5

TICK
ET

TICK
ET 5

6
発売日

TICKE
T

2 0 17. 7  /  Vo l . 3 8 8

アンコール

※車いす席・難聴者イヤホンについてはお問合せください。

問合せ：公益財団法人練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311有効期間：1年間／年会費：2,500円（税込）

❶窓口：練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホール、石
神井公園ふるさと文化館および分室、練馬区立美術館
の窓口で2,500円をお支払いください。
❷郵便振込：郵便局にある払い込み用紙に①友の会入会
希望②住所③氏名④電話番号⑤生年月日⑥性別を記
入の上、下記の口座に2,600円（会員証郵送料含む）を
振り込んでください。※振込手数料はお客様のご負担
になります。
　＜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：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。2,700円（会員証郵送料・システム利
用料含む）をクレジットカード決済でお支払いください。

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
7F ゆめりあギャラリー
5F・6Fゆめりあホール
1F 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

●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

練馬文化センター

大泉学園ゆめりあホール

練馬文化センター 石神井公園ふるさと文化館

練馬区立美術館

石神井公園ふるさと文化館

練馬区立美術館

MUSEUM

10%
OFF

EVENT
TALK

＜広告＞

■ 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

平成29（2017）年7月発行／通巻第388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）  https://www.neribun.or.jp/ 

綾小路きみまろ笑撃ライブ!
平成29年7月21日(金) 中高年のアイドル

綾小路きみまろが
練馬文化センターに

やって来ます!!練馬文化センター 大ホール
開場13時 開演14時（公演は約1時間）

1階S席完売 2階A席5000円（税込）
・チケットは、練馬文化センター1階 チケットカウンターで発売中！
 チケットぴあでも発売中!
  Pコード456-337 ☎0570-02-9999 http://pia.jp/
  セブンイレブン、サークルKサンクス、ぴあ店舗で購入可能
・18歳未満入場不可
・主催問合せ:フェローズプラネット080-5048-6188

東京芸術劇場 「池袋」駅西口より2分

立川志らく 独演会
演目：「子別れ」 他

平成29年7月25日（火）

全席指定 3,600円

東京芸術劇場 プレイハウス
開場18：30 開演19：00

［Pコード：457-999］［Lコード：32761］

コントだるま食堂 30周年記念
★大大大感謝祭てんこもり　　　
平成29年9月18日（月・祝）

（昼）開場13:30 開演14:00

（夜）開場17:30 開演18:00

東京芸術劇場 シアターウエスト
全席指定 各回3,900円
［Pコード：459-111］［Lコード：33319］

好評発売
中！


