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!

練馬区独立70周年記念事業

Nerimaユニバーサル
オーケストラコンサート
12 /17（日）14 : 00 開演
練馬文化センター 大ホール

障害、国籍、年齢差を超えて編成する
オーケストラと合唱の共演
区独立70周年記念事業として、練馬区文化振興協会理事長の大谷康子がプ
ロデュース。さまざまな方に楽しんでいただけるよう、鑑賞サポートも行います。
出演：田邉賀一(指揮)、大谷康子(ヴァイオリン)、Nerimaユニバーサルオー
ケストラ（練馬区ジュニア・オーケストラ、あかねの会、旭出学園、練馬
特 別 支 援 学 校 、アオバジャパン・インターナショナルスクール ）、
Nerimaユニバーサル合唱団（あかねの会、練馬児童合唱団、練馬区
合唱連盟）
曲目：きらきらぼし、アンダーソン／そりすべり、佐藤眞／大地讃頌 ほか
料金：全席指定 無料（抽選）
ユニバーサル対応：UDトーク、外国語通訳・手話通訳での客席案内、パンフ
レットの点字版、車いす席 申込方法：往復はがきまたは電子メールで ①催
し名 ②代表者の住所・氏名（フリガナ）
・電話番号 ③申込人数（10名まで）
※車いす席希望の場合は人数を、お手伝いが必要な方は内容をご記入の
上、〒176-0001練馬区練馬1-17-37 練馬区文化振興協会「ユニオケ」担
当宛または jmousikomi@neribun.or.jp
（件名に「ユニオケ申込み」）へ。
0歳以上
締切：11月10日（金）消印有効

春風亭正太郎

柳家小せん

林家楽一

第10回ゆめりあ若手寄席
〜2018新春初笑い〜
2018 / 1/ 6（土）14 : 00 開演
大泉学園ゆめりあホール

恒例のゆめりあ若手寄席は、
「 2018新春初笑い」
協賛飲食店で身も心も「ほっこり」とお楽しみください。
今回は記念すべき第10回！
真打は、飄々とした語り口調で笑いを誘う正統派の柳家小せん。二ツ目は、
古典落語を中心に、勉強会や独演会で精力的に活躍中の春風亭正太郎。色
物は、ハサミと紙を巧みに使い、その生み出される物語にくぎ付けになること
間違いなし、紙切りの林家楽一。
フレッシュな若手の芸に触れて縁起も良し！2018年の初笑いはゆめりあ寄
席できまり！協賛飲食店で「ほっこりサービス」も受けられます。
出演：柳家小せん（真打）、春風亭正太郎
（二ツ目）、林家楽一（紙切り）
料金：全席自由 1,500円

10月6日（金）10:00〜 販売開始

割 引 小学生

New!

よしもと歳末大笑いまつりin練馬 2017
12 / 9（土）19：00 開演

練馬文化センター 大ホール

今年もよしもとが練馬にやってくる！練馬文化センターで2017年笑い納め！
今話題のピン芸人からトリオまで、豪華出演者が勢ぞろい。家族と、お友達と、みんなで楽しめる！抱腹絶倒間違いなし！
出演：中川家、FUJIWARA、ウーマンラッシュアワー、アキナ、和牛、ジャングルポケット、横澤夏子
※出演者は都合により変更になる場合がございます。
料金：全席指定 前売3,500円 当日4,000円
※４歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）※友の会割引は前売りのみ適用。

New!

割 引 0歳以上

10月7日（土）10:00〜 予約受付開始

第52回ワンコイン・コンサート

フルートデュオとピアノの華麗なる響宴

12 / 9（土）①13：30 開演 ②16：00 開演

大泉学園ゆめりあホール

（40分間）②
（60分間）
①「0歳からのわいわいワンコイン・コンサート」
「自分にごほうびワンコイン・コンサート」
若手実力派演奏家が、誰もが知っている曲から本格的なクラシックまで華麗な音楽をお届けします。
出演：若狭知恵・大山宙透（フルート）、香川明美（ピアノ）
曲目：エルガー／愛の挨拶、チャイコフスキー／「くるみ割り人形」より、S.Fujita／日本の歌メドレー ほか
料金：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 ※未就学児不可

New!

① 0歳以上 ② 小学生

10月5日（木）12：00〜 インターネット予約受付開始

平成29年度優秀映画鑑賞推進事業

映画音楽の名作を観る 黒澤明監督特集

2018 / 1/ 20（土）13：00 開演

練馬文化センター 小ホール

黒澤明監督による名作映画２本をフィルム上映！実験精神と娯楽精神にあふれた映画音楽の魅力にふれてください。

New!

『羅生門［デジタル復元版］』

（1950年/88分/白黒/35mm）監督：黒澤明 音楽：早坂文雄 出演：三船敏郎、
『羅生門［デジタル復元版］』
京マチ子、森雅之、
作品：
志村喬 ヴェネチア国際映画祭グランプリ、米・アカデミー最優秀外国語映画賞
（19 61年/110分/白黒/35mm）監督：黒澤明 音楽：佐藤勝 出演：三船敏 郎、
『用心棒』
仲代達矢、山田五十鈴、司葉子
ヴェネチア国際映画祭男優賞 ※関連トークあり
料金：全席指定 1,000円（1日券）※2本立て・入替なし
割 引 小学生
10月12日（木）10：00〜 販売開始

まちなかコンサートvol.19
in 美術の森緑地
10 /7（土）11: 00開演

渡邊 優
（トランペット）永井綾子
（トランペット）

美術の森緑地
（練馬区貫井1-36）

New!

いつもの街の中で気軽に音楽を楽しめるコンサート。
練馬区立美術館前のカラフルな動物たちが立ち並ぶ人気
スポットで、アートと音楽が混ざり合う！
出演：ウィンズ・フォレスト（金管四重奏）
曲目：A列車でいこう、天国と地獄 ほか
料金：自由入場 無料（申込不要）
※車でのご来場はご遠慮ください。

立野地区区民館ぴよぴよ
（練馬区立野町15-42）

出演：チリンとドロン＜松本 野々歩（歌、フィドル ほか）、
田中馨（コントラバス、カバキーニョ ほか）＞
曲目：手のダンス（アルゼンチン）、小さな家（ハンガリー）
料金：無料（申込不要、先着40組80名程度）
0歳以上
※車でのご来場はご遠慮ください。

0歳以上

武蔵野音楽大学連携事業

10 / 25（水）14 : 00開演

お家の近くの子育てひろばで、赤ちゃんと一緒に、音を聴
いて、ふれあい、遊ぶ、声を出して楽しみましょう。

小篠亮介(トロンボーン) 永井嗣人
（バストロンボーン）

募 集

親子で楽しむ
ミュージックキャラバン

イリヤ・イーティン ピアノ・リサイタル

抽選で120名の区内在住・在勤（在学）の方を特別価格で優待します。
日時：11月30日（木）18：30開演 会場：武蔵野音楽大学ベートーヴェンホール（江古田キャンパス 練馬区羽沢1-13-1）
出演：イリヤ・イーティン 曲目：シューマン／交響的練習曲 Op.13 ほか
優待料金：全席指定 500円 ※一般料金 1,000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）③氏名（ふりがな）④電話番号 ⑤
希望人数（2名まで）をご記入の上、〒176-0001練馬区練馬1-17-37 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：10月25日（水）消印有効 ※結果は11月上旬に通知します。
申込についての問合せ：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

募 集 日本大学芸術学部連携事業

映像おもちゃ箱〜親子で遊ぶアニメと映画の世界〜

映画やアニメの原理を簡単なアニメ制作体験や展示品、作品上映を通して楽しく遊
びながら学ぶワークショップです。
日程：12月3日（日）A.午前の部 10：00〜12：00 B.午後の部 13：30〜15：30 ※AとBは、同一内容です。
会場：練馬文化センター 集会室（洋室）
対象：練馬区在住・在学の小学生とその保護者（小学生1名につき保護者は1名まで）
募集人数：各部10組20名 料金：無料
申込方法：往復はがきまたは電子メールで ①催し名 ②希望の部 ③住所 ④参加する児童、保護者
の氏名（ふりがな）⑤年齢（学年）⑥電話番号をご記入の上、〒176-0001練馬区練馬1-17-37 練
馬区文化振興協会「映像おもちゃ箱」係またはrenkei＠neribun.or.jpへ ※申込は1組につき1通まで
締切：10月25日（水）消印有効 ※結果は11月上旬に通知します。
問合せ：練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311

募 集

参加者募集！
朗読×ピアノ×ダンス「マイライフ・マイステージ」

あなたの人生の物語を掘り起し、自分の言葉で語るワークショップ。
最終日には絵本「森のなか」を題材に、プロのアーティストのピアノ演奏やダンスを
組み合わせて公演を行います。
日程：平成30年1月26日(金)〜2月11日(日)のうち全8回
会場：練馬文化センター 集会室（洋室）、大泉学園ゆめりあホール
講師：能祖將夫（桜美林大学芸術文化学群教授、北九州芸術劇場プロデューサー、詩人）
対象：15歳以上（中学生不可）、全日程参加できる方
締切：10月31日（火）消印有効
申込や詳細などは練馬区文化振興協会HPまたはお問合せください。
https://www.neribun.or.jp/ ☎03-3993-3311

第40回練馬まつり協賛イベント

ew!
N
ノージーのひらめき工房ショーin練馬

10 /15（日）14：00開演

大ホール

練馬文化センター

ハンガリー国立歌劇場
10 / 27（金）18 : 30開演
練馬文化センター 大ホール

料金：全席指定 2,500円 小学生以下1,000
円 ※2歳以下ひざ上無料（座席が必要
割 引 0歳以上
な場合は有料）

「こうもり」

白石加代子女優生活50周年記念公演

料金：全席指定 S席5,000円 A席4,500円

完売御礼
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〜
11/19（日）

12 /10（日）14：00開演

New!

大泉学園ゆめりあホール

しまじろうたちと一緒に英語で遊ぼう！

ⒸBenesse Corporation/しまじろう

ニューイヤーコンサート2018

練馬文化センター 大ホール

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）
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 ほか
割 引 小学生
料金：全席自由 1,000円

2018 / 1/14（日）14 : 00開演
練馬文化センター

2 018 / 1/ 28（日）13 : 00開演
練馬文化センター 大ホール

出演：最優秀賞・優秀賞受賞者5名、上野正博（指揮）、
東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽団）
料金：全席自由 1,000円
割 引 小学生 学生券

申込期間：9月1日（金）〜10月20日（金）消印有効
申込先・問合せ：〒176-0001練馬区練馬1-17-37 練馬区文化振
興協会 ねりパフォ事務局
☎ 03-3993-3311

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、フルート四重奏の演奏をお楽しみください。
出演：クァチュオール アコルデ
＜鈴木芙美子、安村唯、米津実穂、黒沼千比呂＞
曲目：エルガー/愛の挨拶、秋 〜日本の唱歌メドレー〜
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。

オーディションを経て選ばれた5名のソリストが、東京フィ
ルハーモニー交響楽団と共演。

応募要領を確認の上、応募用紙に必要事項を記入し、動
画を添えてねりパフォ事務局へ郵送、または持参してくだ
さい。※応募要領は練馬文化センターや練馬区文化振
興協会ＨＰにて配布しています。

料金：全席指定 4,000円 ※未就学児ひざ上
無料（座席が必要な場合は有料）
9月29日（金）10:00〜
割 引 0歳以上
インターネット予約受付開始

10/18（水）12 :15-12 : 45

練馬文化センター 小ホール

ねりま若者文化祭ライブパフォーマンス
ねりパフォ2018出場者募集！

割 引 小学生 学生券

第250回アトリウムミニステージ

16:00開演 15:25表彰式

募 集

料金：全席指定 S席3,800円 A席3,000円

大ホール

＃NERIMA DANCE BBB NAKAMA FES

第32回練馬区新人演奏会

最優秀賞：金管楽器部門 最優秀賞：ピアノ部門
森田小百合（トランペット）伊舟城歩生（ピアノ）

練馬文化センター 大ホール

12：00／14：30／17：00開演 ※12：00は練馬文化セン
ターでのチケット取扱いはございません。
出演：しまじろう、Mimi、お兄さん、お姉さん
料金：全席指定 3,120円
※3歳未満ひざ上無料（保護者1名につきお子様1
名まで。座席が必要な場合は有料）
10月11日
（水）10:00〜 インターネット予約受付開始 0歳以上

フレッシュ名曲コンサート
〜小林研一郎と愉しむ「新世界」の幕開け〜

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。

12/2（土）

割 引 4歳以上

12 / 23（土・祝）

割 引 小学生

練馬交響楽団
第66回定期演奏会

©尾形正茂

料金：全席指定 一般2,000円
子ども（4歳〜小学生）1,000円

Happy Christmas Party

コンサートやワークショップなど一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！
①音楽グループ《なでしこ》〜歌声と口笛は風に乗って〜 13：00開演
曲目：武満徹/小さな空、日本の歌メドレー ほか
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 18：00開演
曲目：J．ファーナビー/ルネッサンス組曲 ほか

11/26（日）14 : 00開演

割 引 小学生

練馬区文化振興協会協力事業
ベネッセの英語コンサート

練馬文化センター 小ホール、
第１リハーサル室

料金：各公演 全席自由 1,000円

料金：全席指定 5,000円

練馬文化センター 小ホール

山崎バニラの活弁大絵巻 in ゆめりあ

料金：全席指定 3,000円

練馬文化センター 小ホール

笑った分だけ、怖くなるvol.2

12 / 6（水）19：00開演

割 引 小学生 学生券

第139回練馬区民寄席〜小三治・一朝〜

大泉学園ゆめりあホール

出演：練馬交響楽団団員
料金：モーツァルト／ディヴェルティメントK .13 8、ヴィ
ヴァルディ／ヴァイオリン協奏曲「恋人」、バッハ／
共催：ブランデンブルグ協奏曲第2番 ほか
全席指定 700円
割 引 小学生
10月1日
（日）10:00〜 販売開始

料金：全席指定 S席14,000円
A席11,000円 B席7,000円
割 引 小学生
※B席完売

練馬文化センター 大ホール

11/16（木）18 : 30開演

12 / 3（日）14 : 00開演

美しいチェンバーミュージックの響きをお楽しみください。

ヨハン・シュトラウス2世

日野皓正クインテット2017
11/ 3（金・祝）16 : 00開演

練馬交響楽団アンサンブル vol.16
〜室内楽の楽しみ〜

募 集

平成30年度アトリウムミニステージ出演者募集

練馬区および練馬区文化振興協会は、区民の方々に気軽に音楽を楽しんでいただ
くために、平成8年から練馬区役所のアトリウムで無料コンサートを開催していま
す。平成30年度の出演者を募集します。

開催日時：毎月第3水曜日 12:15〜12:45（30分間）
開催場所：練馬区役所本庁舎1階アトリウム
（練馬区豊玉北6-12-1）
演奏内容：ピアノ、管楽器、弦楽器、その他の楽器、声楽等の生演奏。
提出書類：①出演申込書②過去に出演したコンサート等のチラシ、パンフレットなど ③演奏音源（CD）
申込書配布場所：練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホール、練馬区役所本庁舎8階文化・生涯
学習課、練馬区文化振興協会HP https://www.neribun.or.jp/
申込期間：9月25日（月）9:00から12月8日
（金）17:00まで
申込先：〒176-0001 練馬区練馬1-17-37 練馬区文化振興協会 アトリウムミニステージ担当宛
※詳しくは申込書に添付している概要をご覧ください。

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。

練馬文化センター イベントスケジュール 10・11月

大 大ホール

1 0 月

1

10/

SUN

大

1

10/

SUN

5

第49回志村あじさい会秋の発表会

小

6

10/

FRI

小

6
10
TUE

10/

FRI

10/

ギ

7

10/

SAT

大

7

10/

SAT

小

7

10/

SAT

小

8

10/

SUN

大

8

10/

SUN

小

9

10/

MON

11

WED

小

12

10/

THU

小

15

10/

SUN

大

21

10/

SAT

小

22

10/

SUN

大

22

10/

SUN

小

23
29
SUN

10/

MON

10/

ギ

28

10/

SAT

小

29

10/

SUN

大

29

10/

ねりま水彩画倶楽部展
６日（金）〜１０日（火）
自由入場 無料
【問】ねりま水彩画倶楽部

SUN

小

☎ 03-3998-1816

オーケストラアンサンブル豊島
第22回定期演奏会

30

10/

MON

７日（土）14：00〜16：00
全席自由 1,000円（小学生無料）
【問】事務局 ☎ 070-2199-8945

大

31
5
SUN

田村大三 指笛音楽83周年記念
指笛コンサート

10/

TUE

11/

７日（土）13：00〜16：00
無料 要整理券
【問】指笛楽友会事務局 ☎ 048-463-5582

ギ

立川志らく 独演会

11/

７日（土）19：30〜21：30
全席指定 3,600円
【問】
（株）夢空間 ☎ 03-5785-0380

大
11/

メルクルディ・フィルハーモニー管弦楽団
第9回定期演奏会

８日（日）14：00〜16：00
自由入場 無料
【問】事務局 mercredi̲phil2306@hotmail.co.jp

ワグネル・ガラコンサート
〜第6回ステージ上の同窓会〜

小
11/

11日（水）18：00〜21：00
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科 ☎ 03-5995-8240

15日（日）14:00〜15:00
全席指定 2,500円 小学生以下1,000円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

窓口

合唱祭
22日（日）10：00〜20：30
自由入場 無料
【問】生涯学習センター ☎ 03-3991-1667

チャオズウインドアンサンブル
第1回定期演奏会

22日（日）13：30〜15：30
自由入場 無料
【問】事務局 ☎ 090-7071-5337

第31回 紫紅会展
23日（月）〜29日（日）
自由入場 無料
【問】紫紅会 ☎ 090-4414-8005

小

11

SAT

小
11/

窓口

10

FRI

11/
TEL
WEB

オペラ物語２
21日（土）15：30〜18：00
全席自由 一般4,000円 高校生以下3,500円
【問】ｕｎｉｔＫ ☎ 03-3926-5902

11/

11

SAT

小
11/

12

SUN

大
11/

12

SUN

小

13

11/

MON

小

大

18

SAT

大

18

11/

SAT

29日（日）11：00〜16：00
自由入場 無料
【問】練馬区伝統文化係 ☎ 03-5984-2442

小

日本大学芸術学部音楽学科
第123回定期演奏会

19

11/

SUN

30日（月）18：30〜20：30
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科 ☎ 03-5995-8240

大

道中展
31日（火）〜11月5日（日）
自由入場 無料
【問】道中展 ☎ 03-3992-7492

1 1 月
福田こうへいコンサートツアー2017全身全霊

1日（水）13：30〜16：00／17：30〜20：00
全席指定 Ｓ席6,500円 Ａ席5,000円
【問】コンサート事務局 ☎ 03-6426-5313

日野皓正クインテット2017

7日（火）19：00〜20：15
全席自由 5,000円
【問】井上 ☎ 070-5591-3125

10日（金）13：00〜15：30
自由入場 無料
【問】介護予防係 ☎ 03-5984-2094

柳家三三 独演会「秋」
10日（金）19：30〜21：30
全席指定 3,600円
【問】
（株）夢空間 ☎ 03-5785-0380

エスポワール・サクソフォン・オーケストラ
第１６回定期演奏会

11日（土）19：30〜21：30
全席自由 2,500円
【問】ジェットワンプラス ☎ 03-5337-2046

第62回区民文化祭 洋舞フェスティバル

小

22

11/
TEL
WEB

井上節子バレエ・シアター公演

谷修ワンマンコンサート2017

SUN

窓口

5日（日）13：00〜15：30
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】事務局 やびく ☎ 044-276-6900

11日（土）13：30〜16：00
自由入場 無料
【問】代表・宮本 ☎ 070-6570-5409

19

11/

健康長寿はつらつフェスティバル講演会

大

ウラジーミル・ミシュク ピアノ・リサイタル

練馬区独立70周年記念協賛事業
ねりま郷土芸能フェスティバル

10 「元気はつらつ」

FRI

FRI

11/

29日（日）14：00〜16：00
全席自由 1,000円
【問】ザッツ管弦楽団 satz̲orchestra@hotmail.com

琉球民謡協会関東支部
創立三十周年記念公演「島唄の響き」

7

17

11/

ザッツ管弦楽団 第16回定期演奏会

5

TUE

小

28日（土）18：40〜20：20
自由入場 無料
【問】事務局 ensemble.de.na.cajo@gmail.com

小

11/

WED

中野弦楽アンサンブル ナ・カージョ
第2回定期演奏会

3日（金・祝）13：00〜15：30／17：30〜20：00
全席自由 2,500円
【問】ＮＢＡアトリエ係 ☎ 042-472-4855

大

ギ

15

28日（土）12：00〜16：30
自由入場 無料
【問】日本ギター合奏連盟 ☎ 03-3761-6719

NBAバレエ団アトリエ公演
「ドンキホーテ」全幕

FRI

TUE

11/

11/

第29回日本ギター合奏フェスティバル

3

11/

14
20
MON

11/
TEL
WEB

27日（金）18：30〜21：30
全席指定 S席14,000円 A席11,000円 B席7,000円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

大

SUN

日本大学芸術学部音楽学科
第122回定期演奏会

ハンガリー国立歌劇場「こうもり」

3日（金・祝）16：00〜18：30
全席指定 S席5,000円 A席4,500円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

11/

９日（月）13：30〜15：00
自由入場 無料
【問】ハーモニックス代表 ☎ 03-6760-2213

第40回練馬まつり協賛イベント
ノージーのひらめき工房ショー in 練馬

3

FRI

８日（日）10：00〜19：30
自由入場 無料
【問】生涯学習センター ☎ 03-3991-1667

12日（木）19：00〜21：00
全席指定 3,800円
【問】チケットセンター ☎ 03-6264-4221

1

WED

民謡大会

9

10/

小

６日（金）17：00〜19：00
全席指定 Ｓ席5000円 Ａ席4,500円
【問】スペースクラフト ☎ 048-688-1677

ギターアンサンブル「ハーモニックス」
30周年記念コンサート

小

SAT

加納ひろしサンキューコンサート

９日（月）12：45〜16：15
自由入場 無料
【問】ワグネルＯＢ合唱団 ☎ 090-7907-7491

MON

28

10/

５日（木）10：15〜20：00
全席自由 500円
【問】シムラスタジオ ☎ 03-3990-7222

大
10/

大

第62回 石川須姝子・田中いづみ
ダンスアカデミー発表会

１日（日）16：30〜19：00
自由入場 無料
【問】石川・田中ダンス ☎ 03-3958-3313

THU

FRI

1日（日）10：00〜14：30／15：50〜20：30
指定席3,800円 自由席2,000円
【問】Ｙｏｕ遊モデル ☎ 03-5912-2600

小
10/

27

10/

You遊モデル 歌謡祭

WED

大

22

11/

WED

小

22
27
MON

11/

WED

11/

ギ

26

11/

SUN

大

26

11/

SUN

小

27

11/

MON

小

28

11/

TUE

大

29

11/

WED

小

29
3
SUN

11/

WED

12日(日）16：00〜19：00
自由入場 無料
【問】生涯学習センター ☎ 03-3991-1667

12/

レアレアフラスタジオ 第二回発表会

11/

12日（日）16：30〜20：00
全席指定 3,000円
【問】事務局 ☎ 080-3407-7868

日本大学芸術学部音楽学科
第46回ピアノコンサート

13日（月）15：30〜21：00
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科 ☎ 03-5995-8240

ギ

30

THU

大

30

11/

THU

小

小 小ホール

ギ ギャラリー

泉社中 秋の書道展
14日（火）〜20日（月）
自由入場 無料
【問】泉社中 ☎ 03-3904-2307

日本大学芸術学部音楽学科
第48回オペラ公演

15日（水）18：30〜20：30
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科 ☎ 03-5995-8240

練馬区立中学校特別支援学級設置校
第22回八校合同文化発表会

17日（金）10：10〜15：40
自由入場 無料
【問】谷原中学校 濱屋 ☎ 03-3995-8074

國學院大學フォイエル・コール混声合唱団
第56回定期演奏会

18日（土）17：00〜19：30
自由入場 無料
【問】演奏会実行委員会 ☎ 080-8494-1780

アマーチェ・シティウィンズ 第3回定期演奏会
18日（土）13：30〜15：30
自由入場 無料
【問】事務局 winds̲pertormar@yahoo.co.jp

ＩＳＰ第３回定期演奏会
19日（日）14：00〜16：15
自由入場 無料
【問】高橋 ☎ 080-6586-7833

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〜

①音楽グループ《なでしこ》〜歌声と口笛は風に乗って〜
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
TEL
19日（日）①13：00〜14：00 ②18：00〜19：00 WEB
全席自由 1,000円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

第29回ウィンドオーケストラ定期演奏会
22日（水）19：00〜21：00
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科 ☎ 03-5995-8240

清水節子歌まつり
22日（水）12：00〜15：30／17：00〜20：30
全席自由 4,800円
【問】清水オフィス ☎ 045-661-1919

窓口

練馬区シルバー人材センター 設立40周年
教室事業作品展

22日（水）〜27日（月）
自由入場 無料
【問】シルバー人材センター

☎ 03-3993-7168

練馬交響楽団 第66回定期演奏会
26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

TEL
WEB

第62回区民文化祭 日本舞踊の会
26日
（日）12：00〜17：00
自由入場 無料
【問】生涯学習センター ☎ 03-3991-1667

映画「母 小林多喜二の母の物語」上映会
27日（月）14：00〜16：00
全席自由 前1,200円 当1,500円
【問】現代ぷろ ☎ 03-5332-3991

窓口

第8回 ハーモニカ ビッグ バンド コンサート
2017

28日（火）13：30〜16：30
全席指定 前2,500円 当3,000円
【問】HBBC実行委員会 ☎ 03-3202-5369

日中国交正常化45周年記念
第20回日中カラオケコンクール

29日（水）18：30〜21：30
全席指定 S席2,000円 A席1,500円
【問】日中通信社 ☎ 03-5984-3218

窓口

窓口

むさしの水墨画会展
29日（水）〜12月3日（日）
自由入場 無料
【問】むさしの水墨画会 ☎ 03-3938-1725

フォレスタコンサート in 練馬
30日（木）14：00〜16：10
全席指定 5,500円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

TEL
WEB

フランティシェク・ホスト（チェロ）＆
土田定克（ピアノ）スペシャル・デュオ！！

30日（木）19：00〜21：00
全席自由 4,000円
【問】アルペジオ ☎ 03-3418-5344

窓口

大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 10・11月
1 0 月
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SUN

ホ
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10/

MON

ホ

3
9
MON

10/

TUE

10/

THU

ホ

7

10/

SAT

5日（木）18：00〜20：30
全席自由 前4,500円 当5,000円
【問】ルナ音楽事務所 ☎ 070-6467-5269

ホ

7

アジア平和音楽祭
手をつなごう！アジアの仲間たち！

SAT

ホ
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10/

MON

ホ
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WED
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12
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THU

ホ
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THU

ホ
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FRI

ホ
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THU

10/

FRI

10/

ギ

14

10/

SAT

ホ

14

10/

SAT

ホ

20

10/

FRI

ホ

ホ

26

10/

THU

ホ

28

10/
窓口

すみピアノ教室 秋のおさらい会
7日（土）14：00〜16：00
自由入場 無料
【問】すみピアノ教室 ☎ 03-5387-9144

10/

SUN

三人展 孫、斉木雄太・子、加藤希人・
親、加藤機子となかまたち

ルナ・ケンゾーコンサート
歌はときを越えて

ギ

21日（土）〜23日（月）
自由入場 無料
【問】香梅会 ☎ 03-3920-7872

10/

2日（月）10：30〜12：30／14：00〜16：00
全席自由 前1,200円 当1,500円
【問】現代ぷろ ☎ 03-5332-3991

5

第28回香梅会 和がみ画展

22

映画『母 小林多喜二の母の物語』

ギ

SAT

10/

1日（日）14：30〜18：00
自由入場 無料
【問】Largo会 ☎ 03-3996-6675

3日（火）〜9日（月）
自由入場 無料
【問】斉木 ☎ 080-6511-5096

10/

21
23
MON

10/

第54回 Largo会

7日（土）18：40〜21：20
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】カガワ ☎ 070-3628-7605

SAT

ホ

30

10/

MON

ホ

30

10/

MON

ホ

ホ ゆめりあホール

11/

ホ

15
19
SUN

11/

アール・リリック 2017

WED

11/

22日（日）19：00〜21：30
全席自由 3,000円
【問】村田 ☎ 03-5387-0977

ギ

17

デュオ・チェロとピアノのコンサート

11/

FRI

26日（木）19:00〜21:00
全席自由 一般3,000円 学生2,000円
【問】デュオ・リヴ ☎ 090-6175-7761

第41回お茶の水女子大学ギター部
定期演奏会

30日（月）19：00〜20：45
全席自由 3,000円
【問】おんがくなかま ☎ 042-675-4507

11日（水）14：00〜16：00
全席自由 3,500円
【問】オフィス風華 ☎ 090-3428-4163

第１回ベビーカーコンサートin練馬
〜泣いても、ぐずってもOK！〜

12日（木）10：50〜11：30
全席自由 大人700円 乳幼児300円
【問】おたから音楽会 n.otakarakai@gmail.com

相澤勵バリトン・リサイタル vol.7
12日（木）19：00〜21：00
全席自由 1,000円
【問】事務局 ☎ 03-5241-1237

シャンソン＆カンツォーネ
ユキ ブーケ・ド・シャンテ 第8回 コンサート

13日（金）14：00〜16：30
自由入場 無料（要整理券）
【問】澤木 ☎ 090-6159-7799

第25回 写団「すずしろ」写真展
13日
（金）〜19日（木）
自由入場 無料
【問】写団「すずしろ」 ☎ 090-2622-8760

佐々木千里ピアノリサイタル2017
14日（土）14：00〜15：40
全席自由 前2,500円 当3,000円
【問】佐々木千里後援会 ☎ 080-2866-5876

アール・リリック 2017
14日（土）19：00〜21：30
全席自由 3,000円
【問】村田 ☎ 03-5387-0977

吉原りえ フルートリサイタル
20日（金）19：00〜21：00
全席自由 一般前3,000円 他 高校生以下前2,000円 他
【問】事務局 fueneko5656@yahoo.co.jp

ホ

20

11/

SAT

ホ

11/

FRI

9日（月）14：00〜16：00
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】事務局 ☎ 090-7742-1523

オカリナユニット風華・マチネコンサート

18

SAT

24

荒川聖奈 荒川那智 ピアノリサイタル

ホ

1 1 月
11/

3

FRI

ホ

3
5
SUN

11/

FRI

11/

ギ

11/

4

SAT

ホ

11/

5

SUN

ホ

11/

7

TUE

ホ

11/

8

WED

ホ

8
WED
10/
12
SUN
10/

ギ

11/

9

THU

ホ

第62回区民文化祭「太鼓フェスティバル」
3日（金）12：30〜17：00
自由入場 無料
【問】生涯学習センター ☎ 03-3991-1667

こどもアトリエ・フェスタ
3日（金）〜5日（日）
自由入場 無料
【問】こどもアトリエ ☎ 03-3921-1588

うたギターうたピアノ
4日（土）14：00〜16：00
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】うたギターピアノ ☎ 050-3395-8669

15日（水）〜19日（日）
自由入場 無料
【問】ロトンヌナカダイ ☎ 042-421-3327

Duo-Ｍ Piano Duo Recital Vol.4

【森の風】♦歌とオカリナコンサート♦
心の奥へと響く歌声と音色で希望をあなたへ

11/

丸山由里子ヴァイオリンリサイタル
〜ベートーヴェンの夕べ〜

2017 第14回 ロトンヌ絵画展

18
ホ

窓口

11日（土）16：30〜18：00
自由入場 無料
【問】Luna Crescente ☎ 080-5093-9274

17日（金）19：00〜21：00
全席自由 一般3,000円 小学生1,000円
【問】Duo-M音楽事務所 ☎ 03-6317-2244

SAT

歌声喫茶ともしび in 大泉学園

ルナ・クレシェンテ定期公演 ‐Ｄ‐

ホ

11/

28日（土）17：30〜20：00
自由入場 無料
【問】お茶大ギター部 ☎ 080-3781-0420

30日（月）9：50〜11：30
全席自由 2,000円
【問】ともしび音楽企画 ☎ 03-6907-3801

11

SAT

ギ ゆめりあギャラリー

26

11/

SUN

ホ

27

11/

MON

ホ

29

11/

WED

ホ

18日（土）14：00〜16：00
全席自由 一般前3,000円 他 中学生以下1,000円
【問】歌とオカリナ ☎ 070-6641-2794

秋の集い 日本の名曲・世界の名曲
18日（土）19：00〜20：40
全席自由 3,000円
【問】歌おうの会 ☎ 090-8809-6639

旧橋壮 JAZZ QUARTET／東京舞座
20日（月）19：00〜21：00
全席自由 1,500円
【問】事務局 ☎ 090-2912-8841

第12回 水耀会 演奏会
24日（金）17：30〜19：30
無料（要 整理券）
【問】水耀会 ☎ 03-3995-9246

丹羽京子ソプラノリサイタル
〜美しい日本歌曲を朗読と共に〜

26日（日）14：00〜15：45
全席自由 3,000円
【問】歌織の会 ☎ 090-5828-0252

窓口

喜久洲の会・山條会 勉強会
27日（月）11：00〜16：00
自由入場 無料
【問】倉繁 ☎ 070-5022-7840

歌声喫茶ともしび in 大泉学園
29日（水）9：50〜11：30
全席自由 2,000円
【問】ともしび音楽企画 ☎ 03-6907-3801

大人のためのコンサート
5日（日）15：30〜19：30
自由入場 無料
【問】根本音楽教室 ☎ 090-6107-3293

Brass Ensemble 5にんてっと。1st Concert
7日（火）19：00〜21：00
全席自由 一般前2,000円 他 学生前1,000円 他
【問】臼田 ☎ 080-5468-1328

平成29年分 年末調整等説明会
8日（水）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415）

コスモスの会 水彩画展
8日（水）〜12日（日）
自由入場 無料
【問】コスモスの会 ☎ 03-3970-9900

防火のつどい
9日（木）13：00〜16：00
自由入場 無料
【問】石神井消防署 ☎ 03-3995-0119

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

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9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合せください。

アンコール

2 0 1 7. 10

/ Vol.391

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

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。

友の 会
特典

2

KE

T
TIC

KE

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。

特典

3

TIC

（10:00〜20:00）

4

T

5

MUSEUM

ET
TICK

5

10%
OFF

EVENT

発売日
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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

1

インターネットチケット予約・販売

❶練馬文化センター 1階チケットカウンター

練馬文化センターチケット予約専用電話（10:00〜17:00）

特典

窓口販売

●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

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

＜広告＞

柳家小三治 一門会
柳 家 小三治 、燕 路 、小はぜ 、花 島世 津子（ 奇 術 ）

10月18日（水）

開場18：0 0 開演18：30

板橋区立文化会館 大ホール
「大山駅」北口 徒歩3分

全席指定 3,90 0円

好評発

［Pコード：480-214］
［Lコード：36123］

売 中！

春風亭一之輔

新春若手花形落語会
桃月庵白酒 、春風亭一之輔 、
神田松之丞 、林家あずみ ほか
平成30年

1 13日（土）
月

桃月庵白酒

神田松之丞

開場19：00 開演19：30

10/11（水）
発売

練馬文化センター 大ホール

■

S席3,600円 A席3,200円
［Pコード：481-835］
［Lコード：33236］

練馬文化センター《窓口販売あり》10時〜20時

予約・お問い合わせ：夢空間

03-5785-0380（平日10時〜18時）http://yume-kukan.net

■

■

ぴあ 0570-02-9999 http://pia.jp/

ローソンチケット 0570-000-407

■

駅前広場

●交番

↓上石神井

平成29（2017）年10月発行／通巻第391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/

平成2 9年

リズモ
●大泉学園

北パーキング

e+（イープラス）http://eplus.jp

西武池袋線
池袋→

