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!

New!

柳家 小三治

/ Vol.3 8 9

春風亭 一朝

第139回練馬区民寄席
〜小三治・一朝〜

©BS日テレ

フォレスタコンサート in 練馬

11/16（木）18 : 30 開演

11/ 30（木）14 : 00 開演

練馬文化センター 小ホール

練馬文化センター 大ホール

江戸落語の真髄を伝える名人の至芸！
「マクラの小三治」の異名を持ち、飄々とした語り口で落語世界へいざなう
当代随一の噺家・小三治。粋でいなせな江戸落語の一朝。今年３月に真打
昇進し勢いにのる、ろべえ改め小八。寄席音曲の名手・小菊ほか、江戸の粋
あふれる至芸を心ゆくまでお楽しみください。

人気のフォレスタが練馬初登場。思い出の名曲をお届
けします。
BS日テレ「こころの歌」から誕生した音大出身の実力派コーラスグループ
「フォレスタ」が、童謡・唱歌・明治から平成までの想い出の名曲をお届けし
ます。日本の風土と文化を歌い継ぐ、美しいコーラスをどうぞお楽しみに！

出演：柳家小三治、春風亭一朝、柳家小八、柳家小多け、柳家小菊
料金：全席指定 3,000円

出演：フォレスタ ほか
料金：全席指定 5,500円

8月25日（金）10:00〜 予約受付開始

8月23日（水）10:00〜 予約受付開始

優先

割 引 小学生

優先

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！

割 引 小学生

New!

みどりの風 練馬薪能 プレセミナー〜能・狂言をたのしむ〜
練馬区立生涯学習センター（豊玉北6 - 8 -1）
9 /7（木）15：00 開演
古典芸能をもっと身近に、もっと楽しく。

練馬区出身・在住で大人気の古典芸能解説者、葛西聖司さんによる薪能プレセミナーを開催します。
能・狂言の基本から「みどりの風 練馬薪能」の見どころまで、楽しくわかりやすく解説します。
かさい せ いじ

出演：葛西聖司（アナウンサー・古典芸能解説者）
料金：全席自由 500円
共催：みどりの風 練馬薪能実行委員会

New!

小学生

避難訓練コンサート
9 / 24（日）14：00 開演

練馬文化センター 小ホール

コンサート中の災害発生を想定した避難訓練を実施します。

警視庁音楽隊によるコンサートをはじめ、警察犬のデモンストレーションやAED訓練、消火訓練や起震車体験などにもご参
加いただけます。
出演：警視庁音楽隊、警視庁音楽隊カラーガード ほか
料金：無料（事前申込制） 定員：300名

申込方法：8月1日(火)午前10時から、練馬文化センターホームページ「避難訓練コンサート申込みフォーム」へお申込ください。電話申込みは、8月
7日（月）午前10時から受け付けます。
（定員に達し次第、締切）
注意事項：３歳以下のお子様の参加、車いすをご利用の方、介助の必要な方はお問合せください。動きやすい服装や運動靴などでご参加くださ
い。水分補給などを十分に行えるよう準備し、熱中症にご留意ください。

New!

ままごと柴幸男さんと練馬の街から演劇をつくろう！
練馬文化センター 第１リハーサル室
10 / 28（土）・29（日）10：00 〜17：00（1日完結）

演劇ワークショップ

柴幸男さんと一緒に演劇をつくるクルーを募集中！

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、演劇をつくります。新しい練馬の魅力を発掘しよう！
講師：柴幸男（劇団ままごと主宰）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 ※応募者多数の場合は抽選となります 対象：16歳以上、練馬に興味がある人
申込方法：往復はがきまたは電子メールで ①事業名（演劇ワークショップ）②氏名（ふりがな）
・年齢・性別 ③住所・電話番号・電子メールアドレス
（電子メールでのお申込の方）④希望日 ⑤参加理由をご記入の上、〒176-0001練馬区練馬1-17-37（公財）練馬区文化振興協会「演劇ワーク
ショップ」係またはworkshop@neribun.or.jpへ ※複数回数申込可、申込は1通につき1名まで。
締切：8月25日（金）必着※結果は9月上旬に通知いたします。問合せ：
（公財）練馬区文化振興協会 03-3993-3311

New!

練馬交響楽団 第66回定期演奏会
11/ 26（日）14：00 開演

練馬文化センター 大ホール

ロマンティシズム漂うブルッフのヴァイオリン協奏曲をお楽しみください。

ソリストに大谷康子（東京交響楽団名誉コンサートマスター、
（公財）練馬区文化振興協会理事長）を迎え、珠玉のメロディに
満ちたブルッフのヴァイオリン協奏曲第1番、作曲家であり偉大なピアニストであったラフマニノフの集大成とも言える最後の
交響曲第3番他をお届けします。

©尾形正茂

募 集

出演：松尾葉子（指揮）、大谷康子（ヴァイオリン）、練馬交響楽団（管弦楽）料金：全席自由 1,000円
曲目：ムソルグスキー（リムスキー＝コルサコフ編）／交響詩「禿山の一夜」ニ短調、
ブルッフ／ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調、ラフマニノフ／交響曲第3番イ短調

武蔵野音楽大学連携事業

割 引 小学生

武蔵野音楽大学管弦楽団演奏会

9 /19（火）19：00 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）

抽選で100名の区内在住・在勤（在学）の方を特別価格で優待します。
出演：末廣誠（指揮）、渡辺愛菜（ピアノ：音楽学部ヴィルトゥオーソコース2年）、学内オーディション合格者
曲目：ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 Op.73〈皇帝〉、マーラー／交響曲 第1番 ニ長調〈巨人〉
優待料金：全席指定 800円 ※一般料金1,500円
申込方法：往復はがきまたは電子メールで 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・電子メールアドレス（電子
メールでのお申込の方）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」係またはrenkei＠neribun.or.jpへ ※申込は1人1通まで 締切：８月25日（金）必着 ※結果は９月上旬に通知いたします。
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03-3992-1120 小学生

第9回ゆめりあ若手寄席
〜真夏の夜の落語会〜

That ʼs 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

8 /18（金）19：00開演

練馬文化センター 大ホール

この季節恒例のゆめりあ若手寄席は、
「真夏の夜の落語会」です。

ねりまの街で、が〜まるちょばとロッケンロール!!
作・演出・出演：が〜まるちょば（ケッチ！、HIRO-PON）
料金：全席指定 4,500円
（株）サンライズプロモーション東京
共催：

割 引 4歳以上

大泉学園ゆめりあホール

出演：柳亭左龍（真打）、三遊亭粋歌（二ツ目）、
江戸家小猫（動物ものまね）
料金：全席自由 1,500円
三遊亭 粋歌

柳亭 左龍 江戸家 小猫

割 引 小学生

出口誠ピアノトリオ
with酒井麻生代＆伊藤かな

第51回ワンコイン・コンサート

ゆめりあJAZZ vol.25

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〜

9 / 9（土）

9 /15（金）19 : 00開演

大泉学園ゆめりあホール

①11:30開演「0歳からのわいわいワンコイン・コンサート」
②15:00開演「自分にごほうびワンコイン・コンサート」

出演：出口誠トリオ【出口誠（ピアノ）、安ヵ川大樹（ベー
ス）、井川晃（ドラムス）】、酒井麻生代（フルート）、
伊藤かな（ハーモニカ）
曲目：Autumn Leaves、Bouncing With Bud、
Kelly Blues ほか ※変更の場合あり
料金：全席指定 2,500円
割 引 小学生

出演：松木亜希（トランペット）、野尻小矢佳（打楽器）
料金：①全席指定 500円 ※2歳以下ひざ上無料（座席
割 引 0歳以上
が必要な場合は有料）
②全席自由 500円
割 引 小学生

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」

（公財）練馬区文化振興協会協力事業

岸惠子スペシャルトークショー 〜夢のあとさき〜
9 /19（火）14：00 開演

大泉学園ゆめりあホール

ジャズ評論界の大御所 瀬川昌久プロデュース 第8弾!

10 / 27（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 大ホール

映画黄金期が生んだ大スター 岸惠子がスペシャルトーク
ショーで登場！

最高の音楽と笑いでいっぱいの
オペレッタの最高傑作!!

出演：岸惠子
料金：全席指定 5,500円
主催：
（株）サンライズプロモーション東京

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

割 引 小学生

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〜

日野皓正クインテット2017
11/ 3（金・祝）16 : 00開演

一流の音楽家と過ごす、よくばりな一日♪

練馬文化センター 大ホール

①音楽グループ《なでしこ》
〜歌声と口笛は風に乗って〜

世界的なジャズプレーヤー、待望の練馬公演！
出演：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）
料金：全席指定 S席5,000円 A席4,500円

11/19（日）13：00開演

一緒に歌い、口笛を吹いて楽しい時間を過ごそう！
出演：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
曲目：武満徹／小さな空、日本の歌メドレー ほか
料金：全席自由 1,000円
割 引 小学生

割 引 小学生 学生券

東京、練馬でジェントルなLive
11/ 23（木・祝）

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

練馬文化センター 小ホール

11/19（日）18：00開演

１日限りのコラボ公演を開催！
①15:00開演 ②19:00開演
出演：東京03、Gentle Forest Jazz Band
演出：オークラ
料金：全席指定 5,000円
完売御礼
（公財）練馬区文化振興協会
企画・制作：
オールアートプロモーション 割 引 小学生

出演：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）
曲目：J.ファーナビー／ルネッサンス組曲から ほか
料金：全席自由 1,000円
割 引 小学生

©堀田力丸

フレッシュ名曲コンサート

ニューイヤーコンサート2018

笑った分だけ、怖くなるvol.2

たの

〜小林研一郎と愉しむ「新世界」の幕開け〜

2018 / 1/14（日）14 : 00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

白石加代子と佐野史郎の強力タッグが帰ってくる！
出演：白石加代子、佐野史郎
演出：小野寺修二
（新潮文庫刊『懲戒の部
演目：筒井康隆「乗越駅の刑罰」
屋』より）、井上荒野「ベーコン」
（集英社文庫）
料金：全席指定 5,000円
割 引 小学生
7月29日（土）10：00〜 予約受付開始

新しい１年の始まりを、炎のコバケンと共に
©満田聡

第248回アトリウムミニステージ
8 /16（水）12 :15-12 : 45

練馬区役所１階アトリウム

毎月第3水曜日に開催しているお昼休みコンサート。今回は特別
公演です。ピアノとヴィブラフォンの演奏をお楽しみいただけます。
出演：松岡美弥子（ピアノ・鍵盤ハーモニカ）、久米彩音
（ヴィブラフォン）ほか
曲目：アストル・ピアソラ／リベルタンゴ、
フランク・チャーチル／いつか王子様が ほか
料金：自由入場 無料
0歳以上
無料
※車でのご来場はご遠慮ください。
優先

友の会会員へ優先予約受付を行います。

小学生 未就学児はご入場できません。

●歳以上

割引

練馬文化センター 小ホール

煌めく金管五重奏の響き。

白石加代子女優生活50周年記念公演

12 / 6（水）19：00開演

練馬文化センター 小ホール

©井村重人

出演：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）
曲目：ドヴォルザーク／交響曲第9番 ホ短調「新世界より」、
チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 ほか
料金：全席指定 S席3,800円 A席3,000円
割 引 小学生 学生券

©上野隆文

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

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。
出演：世持桜（三線・八重山民謡唄者）ほか

7/ 31（月）17:15-18 : 00

練馬区役所１階アトリウム

第25回新人演奏会に出演したクラリネット奏者の演奏です。
出演：米倉森（クラリネット）ほか
料金：自由入場 無料
※車でのご来場はご遠慮ください。

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 8・9月
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ギ ギャラリー

9 月

練馬区独立70周年記念コンサート
「真夏の第九」

9/
完売御礼

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」
（中継上映）

TEL
WEB

練馬区独立70周年記念コンサート関連事業
「映像と音で体感する練馬70年の歴史と未来」

9/

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

小

2
3
SUN

9/

SAT

9/

ギ

9/
TEL
WEB

第15回音楽交流フェスタ

7
9/
10
SUN
9/

THU

ギ

第27回バレエ・モダン翔美会発表会

9/

8

FRI

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

小

第41回ピティナ・ピアノコンペティション

9/

9

SAT

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

小

劇団四季 ミュージカル『アンデルセン』窓 口
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

9/

TEL
WEB

10

SUN

大

9/

邦楽アンサンブル「来音」
第十四回定期演奏会

10

SUN

小

9/

16

SAT

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

小

裵鍾燮 クラリネット
アニバーサリーコンサート

9/
窓口

LE CONCERT DE M.I.BALLET 2017
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

6

大

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

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

大

WED

平多武於 舞踊研究所 発表会

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

4

MON

9/

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

朗読劇「少年口伝隊一九四五」
作・井上ひさし 演出・保坂延彦

2

SAT

☎ 03-3993-3311

That's が〜まるちょば SHOW！
＋ロッケンロールペンギン

1

FRI

大

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

5日（土）12:00〜17:30
無料
【問】練馬区文化振興協会

大 大ホール

17

SUN

大

9/

17

SUN

小

ラモー フレンチバロック・オペラ
「レ・パラダン（遍歴騎士）」全幕

9/

1日（金）19：00〜21：00
全席指定 Ｓ席9,000円 Ｂ席7,000円 他
【問】ジョイ・バレエ ☎ 03-3950-5039

小

フィルハーモニア・ウィンド・アンサンブル

9/

大

交通安全練馬区民のつどい

9/

4日（月）14：00〜16：00
自由入場 無料
【問】交通総務係 ☎ 03-3994-0110（内4112）

憲法施行70周年記念
世界にはばたけ憲法九条

小

小

26
27
WED

9/

TUE

9/

小

☎ 03-3991-1667

26
27
WED

9/

ミクロコスモス室内合奏団演奏会2017

TUE

9/

8日（金）19：00〜21：00
全席自由 前4,000円 当4,500円
【問】ミクロコスモス ☎ 090-8039-5205

ギ

第3回 関東学生三曲連盟OBOG演奏会

9/

9日（土）12：30〜18：00
自由入場 無料
【問】演奏会事務局 gakusan.obog@gmail.com

練馬区独立70周年記念
心に響け！文化芸術の饗宴

29

FRI

大

9/

29

FRI

10日（日）11：00〜16：00
自由入場 無料
【問】生涯学習センター ☎ 03-3991-1667

小

アンサンブル・グリューネ 第30回演奏会
10日（日）14：00〜16：15
全席自由 500円
【問】グリューネ代表 concert30@ensemble-grune.org

オペラ「トスカ」

29
10/
1
SUN
9/

FRI

ギ

9/
窓口

豊島区管弦楽団第86回定期演奏会

17日（日）17：00〜20：00
全席自由 2,500円
【問】横山・香取スタジオ ☎ 03-3338-6423

24

SUN

練馬区独立70周年記念
心に響け！文化芸術の饗宴

2017年 横山・香取スタジオ発表会
バレエ＆フラメンコ

23

SAT

9/

6日（水）19：00〜21：00
全席自由 1,000円
【問】ねりま九条の会 ☎ 03-3991-7087

17日（日）14：00〜16：00
全席自由 800円
【問】豊島区管弦楽団 ☎ 090-6535-8643

23

SAT

２日（土）〜３日（日）
自由入場 無料
【問】関東ウタリ会 ☎ 080-3471-0953

16日（土）18：30〜21：15
全席自由 一般5,000円 学生3,000円
【問】百合の会 ☎ 080-3487-2618

19
大

アイヌ文様作品展

プッチーニ作曲

9/

TUE

２日（土）17：30〜19：30
全席自由 一般3,000円 学生1,500円 他
【問】企画事務局 ☎ 080-8110-9791

7日（木）〜10日（日）
自由入場 無料
【問】生涯学習センター

18

MON

大

9/
窓口

30

SAT

30

SAT

小

コール・オービーレン 第9回演奏会
18日（月）14：00〜15：40
自由入場 無料
【問】コール・オービーレン ☎ 080-3389-2976

岸惠子スペシャル・トークショー
〜夢のあとさき〜
19日（火）14:00〜16:00
全席指定 5,500円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

TEL
WEB

フジサトバレエスタジオ 第59回発表会
23日（土）15：30〜18：30
無料（要整理券）
【問】フジサトバレエスタジオ

☎ 03-3995-2218

第36回 練馬児童劇団発表会
23日（土）14：00〜15：20／18：00〜19：20
無料（要招待券）
【問】春日町青少年館 ☎ 03-3998-5341

避難訓練コンサート
24日（日）14:00〜16:30
無料（要事前申込）
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

TEL
WEB

寿文化祭
26日（火）〜27日（水）10：00〜16：00
自由入場 無料
【問】練老連 ☎ 03-6914-5125

寿文化祭作品展
26日（火）〜27日（水）
自由入場 無料
【問】練老連 ☎ 03-6914-5125

ミュンヘン・バッハ管弦楽団
29日（金）19：00〜21：00
全席指定 Ｓ席6,500円 Ａ席5,000円
【問】チケットセンター ☎ 03-6264-4221

窓口

おーけすとら・ぴとれ座 第2回音楽会
29日（金）19：00〜21：00
全席自由 一般3,000円 他 学生1,500円 他
【問】ぴとれ座事務局 ☎ 090-8512-4069

臨床美術＋育脳Art作品展Vol.4
〜3才から93才の笑顔のアーティスト〜
29日（金）〜10月1日（日）
自由入場 無料
【問】五感ぐるぐる・菅井 ☎ 090-1039-4104

がん征圧月間映画上映会
30日（土）13：00〜16：00
無料（要整理券）
【問】健康推進課 ☎ 03-5984-4624

アンゲネーム管弦楽団 第13回定期演奏会
30日（土）14：00〜16：00
全席自由 1,000円
【問】宣伝係 angenehm̲information@yahoo.co.jp

大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 8・9月
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ホ

ギ ゆめりあギャラリー

8 月

26

第41回ピティナ・ピアノコンペティション

8/

SAT

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

ホ

コンサート×おしばい「ベートーヴェン物語」

28

8/

MON

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

20

Foursome ジョイントコンサート

9/

WED

26日（土）18：00〜20：15
全席自由 2,000円
【問】Foursome ☎ 080-4368-9997

ホ

21

高橋音楽教室 発表会

9/

THU

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

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

22

9/

FRI

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

9/

ホ

第41回ピティナ・ピアノコンペティション

9/

ホ

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

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

ギ

10

9/

SUN

ホ

江森清と江森むつ子のジョイントコンサート

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

第25回ヤングアーチストピアノコンクール

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

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

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

10

9/

19日（土）17：00〜21：00
自由入場 無料
【問】中内 ☎ 090-3240-0075

ホ

スズキメソード・星野・長谷川クラス・
バイオリン発表会

27

9/

WED

3日（日）12：00〜16：00
自由入場 無料
【問】星野 ☎ 090-3914-5651

ホ

西岡慎介・倉谷千明 帰国記念デュオコンサート
−ドイツでの８年間の軌跡−

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〜

9
10
SUN

東京都高等学校音楽教育研究会
第44回研究演奏会

SAT

2日（土）15：00〜18：30
自由入場 無料
【問】ミニヨン事務局 ☎ 090-3524-5300

9

SAT

TEL
WEB

9/

ホ

9/

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

23

Le Concert Mignon Vol.19

3日（日）19：00〜21：00
全席自由 4,000円
【問】Confetti ☎ 0120-240-540（平日10：00〜18：00）

9/

花房伸江門下生によるコンサート

親子で楽しむ夏のスペシャル
おとあーとコンサート

SUN

ホ

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

23日（水）11：00〜20：00
自由入場 無料
【問】高橋啓三門下 ☎ 080-3435-7466

3

SAT

歌声喫茶ともしびin大泉学園

高橋啓三先生門下生声楽発表会

9/

9/

14日（月）15：00〜18：00
自由入場 無料
【問】みゆずメソン ☎ 048-477-1313

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

3

SUN

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

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

2

SAT

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

第9回ゆめりあ若手寄席
〜真夏の夜の落語会〜

ホ

9 月

20 「ふたりで歌を」

8/

ホ ゆめりあホール

SUN

９日(土) ①11：30〜12：10 ②15：00〜16：00
①全席指定 500円 ②全席自由 500円
【問】練馬区文化振興協会 ☎ 03-3993-3311

TEL
WEB

13

WED

ホ

14

9/

THU

ホ

15

9/

FRI

ホ

16
SAT
9/
18
MON
9/

ギ

19

9/

TUE

ホ

19
24
SUN

9/

TUE

9/

ギ

THU

ホ

ホ

騒いじゃっても大丈夫
音の輪10周年記念コンサート

30

9/

SAT

10日（日）10:30〜12：00
全席自由 500円
【問】音の輪 ☎ 090-6497-0016

ホ

20日（水）19：00〜21：00
全席自由 一般2,500円 高校生以下2,000円
【問】山岸ピアノ教室 ☎ 03-4291-1962

中山みどり推薦演奏家シリーズ第6弾
美女系プレイヤーのすてきな音色

21日（木）17：00〜20：45
全席自由 前3,000円 当3,300円
【問】中山アートハウス ☎ 042-398-3283

ウィーン古典派の調べ
関敦子ピアノコンサート

22日（金）18：30〜20：00
全席自由 3,000円
【問】関敦子事務所 ☎ 03-3923-6215

練馬シャンソンを楽しむ会主催
第3回シャンソンとジャズコンサート

23日（土）14：00〜16：00
全席自由 前4,000円 当4,500円
【問】下河 ☎ 03-5393-7381

窓口

窓口

窓口

窓口
（練馬・大泉）

アール・リリック 2017
27日（水）19:00〜21:30
全席自由 3,000円
【問】村田 ☎ 03-5387-0977

第32回 桃美会南画展
27日（水）〜30日（土）
自由入場 無料
【問】桃美会 ☎ 03-3948-0530

第9回 大泉カラオケ会
28日（木）11：00〜16：30
自由入場 無料
【問】大泉料飲連合会 ☎ 03-3921-2727

コンセール・プティ 13 〜秋に想う〜
29日（金）16：00〜18：00
全席自由 2,500円
【問】ＮＣ企画 ☎ 03-3978-7915

窓口

声楽・ヴォーカルコンサート
30日（土）19：00〜21：00
自由入場 無料
【問】アミフランス ☎ 090-8037-0857

第25回ピアノコンサート

「音楽の時間」新居佐和子ソプラノリサイタル
As we like it 16

9/

28

9/

FRI

11
ホ

ギ

9/

9日（土）〜10日（日）
自由入場 無料
【問】公文書写教室 ☎ 03-3994-5457

10日（日）18：30〜21：00
自由入場 無料
【問】阿部明子Ｐ教室 ☎ 03-3920-0987

MON

WED

9/

29

公文書写教室合同作品展

ホ
9/

27
30
SAT

9/

森本菜桜子・山岸麻悠美
ピアノデュオリサイタル

11日（月）18：00〜20：00
全席自由 一般3,000円 学生1,000円
【問】音楽の時間 ☎ 090-6118-7807

原田圭（バリトン）×田中淳一（ピアノ）
デュオ・コンサート

13日（水）19：00〜20：45
全席自由 一般前3,000円 他 学生2,000円
【問】コンサート事務局 ☎ 03-3993-1677

歌声喫茶ともしび in 大泉学園
14日（木）9：50〜11：30
全席自由 2,000円
【問】ともしび音楽企画 ☎ 03-6907-3801

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

15日（金）19：00〜21：00
全席指定 2,500円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

第24回フラワースタジオアリス・
第14回瑶風書道教室生徒作品展

16日（土）〜18日（月）
自由入場 無料
【問】アリス・ヨウフウ ☎ 03-3922-3557

TEL
WEB

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。
※電話での予約や公演会場以外での購入はできません。

チケット予約・販売
TEL
WEB

WEB

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 ht tps: //www. neribu n .or.jp
①各ホール窓口（10:00~20:00）
②インターネット ht tps: //www. neribu n .or.jp

野宮淳子・菊池広輔duo recital
19日（火）19：00〜21：00
全席自由 一般3,000円 学生1,500円
【問】コレスポンダンス ☎ 090-4023-9896

第29回写研フラッシュ写真展
19日（火）〜24日（日）
自由入場 無料
【問】帯津 ☎ 03-3999-7727

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。
※こちらに掲載した情報は平成29年7月18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。

アンコール

2 0 1 7. 8

/ Vol.3 8 9

チ ケ ット の お 申し 込 み

※車いす席・難聴者イヤホンについてはお問合せください。

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。

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。

友の 会
特典
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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

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

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

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●

TALK

会員限定イベント開催
・ギャラリートーク等を
開催。
石神井公園ふるさと文化館
練馬区立美術館

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
ゆめりあホール

南町小学校●
豊島園通り

谷原・
関越道

ht tps://w w w.neribun.or.jp/

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。

入会方法

特典

公演チケットを優先予約 展覧会にご招待
情報誌を毎月郵送
公演チケットが１割引
・各施設の公演情報、 ・協会・施設の主催・共催 ・協会・施設の主催・共催 （同伴者１名まで可）
展 覧 会 情 報 等を 郵
公演が対象（一部除く）。 公演が対象（一部除く）。 ・施 設 主催の展 覧 会 が
・１公演２枚まで。
・申込多数の場合は抽選。 対象。
送。
※希望する方にはメー
練馬文化センター
練馬文化センター
石神井公園ふるさと文化館
ルマガジンも配信
大泉学園ゆめりあホール
練馬区立美術館

練馬文化センター

協会ホームページ

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

2

インターネットチケット予約・販売

●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
7F

ゆめりあギャラリー

5F・6F ゆめりあホール
1F

リズモ
●大泉学園

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

目白通り
練馬警察署南

駅前広場

西武池袋線
池袋→

●交番

↓上石神井

平成29（2017）年8月発行／通巻第389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/
＜広告＞

立 川志らく 独演会
演目：
「 中村仲蔵 」 他
平成2 9年

10月7日（土）

.

開場19:0 0 開演19:30

練馬文化センター 小ホール
全席指定 3,60 0円
［Pコード：459-936］
［Lコード：32880］
■

練馬文化センター《窓口販売あり》10時〜20時

好評発

売 中！

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

／Ａ席 6,480円（学生・子ども4,320円）
／B席 3,240円
料金 Ｓ席 8,640円（学生・子ども6,480円）

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

ローソンチケット 0570-000-407

撮影：荒井健

【お問い合わせ先】劇団四季 全国営業部 TEL：0120-660-442

［Pコード：459-111］
［Lコード：33319］
ぴあ 0570-02-9999 http://pia.jp/

8月 9日 水 18：30開演
8月10日 木 13：30開演

練馬文化センター 大ホール

東京芸術 劇 場 シアターウエスト
全席指定 各回3,900円

■

お
申
込

■

e+（イープラス）http://eplus.jp

劇団四季予約センター（10：00〜18：00）

0120-489444

練馬文化センターチケットカウンターでも発売中

劇団四季 アンデルセン

