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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

能・狂言への誘い
～隅田川・貰聟～

究極的な悲劇を描く能「隅田川」と、野村万作・萬斎
による狂言の、解説付きの特別公演です。
能『隅田川』は、さらわれた我が子を捜す母親の悲嘆を劇的に描き、後代の
浄瑠璃や歌舞伎でも「隅田川物」という多大な影響を与えた名作。シテを勤
める喜多流の重鎮・香川靖嗣師をはじめ、シテ方・ワキ方・囃子方に能楽界
の実力者が揃って出演します。娘夫婦のいさかいに翻弄される舅の有様を
笑いとともに描く狂言『貰聟』には野村万作・萬斎が出演。冒頭に解説をまじ
え、よりわかりやすく、親しみやすく能・狂言の世界へご案内します。

練馬文化センター 小ホール

11月25日（土） 10:00～ 予約受付開始

2018/2 /4（日） 14:00開演

能 「隅田川」 【喜多流】香川靖嗣、宝生欣哉 ほか
狂言 「貰聟」 【和泉流】 野村万作、野村萬斎 ほか
全席指定 6,000円
（株）万作の会

出演：

料金：
共催：

割  引 小学生

New!

ねりぶんJAZZ
MALTAとその教え子たち

瀬川昌久プロデュース第9弾！日本を代表するサック
スプレイヤーMALTAがねりぶんJAZZ初登場！
MALTA率いるMALTA PLANET オーケストラが練馬文化センターに登
場！レギュラーメンバーと東京藝術大学の教え子たちが夢の共演を果たしま
す。1日限りのスペシャル・ライブをお楽しみください！ 

練馬文化センター 小ホール

11月18日（土） 10:00～ 予約受付開始

2018/2 /3（土） 15:00開演

MALTA（Sax)、三木成能（Pf)、坂崎拓也（Bs）、ジーン重村（Ds)、松崎颯太
（Pf,Key)、岡崎好朗（Tp)、田中哲也（Tp)、AKIマツモト（Pf)、Saxophone 
Quintet“Five by Five”、Passo a Passo、Trombone Quartet Capriccio
　　  瀬川昌久
Strike Up the Band、Up High Above The Beautiful Rainbow、
PLANET TReena'、High Pressure ほか 
※曲目は都合により変更になる場合がございます。
全席指定 3,000円

出演：

司会・企画：
曲目：

料金：
割  引 小学生

New!

優 先

すみだがわ もらいむこ

「隅田川」香川靖嗣 「隅田川」香川靖嗣

「貰聟」野村万作 「貰聟」野村萬斎



篠田三郎 藤沢周平作品をよむ ―山桜―

藤沢周平 生誕90年を記念し、『山桜』を朗読します。

2018/3/3（土） 14：00開演

篠田三郎
藤沢周平『山桜』
全席自由 1,000円

出演：
演目：
料金：

練馬文化センター 小ホール

結婚後、夫と死別し、再婚ののちも婚家に馴染めず、苦汁の日々を送る武家の娘・野江。ある日、墓参する野江の頭上
に咲く山桜。その山桜がきっかけで、野江と武士・手塚とのドラマが動き出す。勇気とは何か、愛とは何かを静かに問
いかける、藤沢周平の名作短編小説。
初出：「小説宝石」昭和55（1980）年2月号、短編集『時雨みち』昭和56（1981）年 青樹社 所収、『時雨みち』昭和59
（1984）年 新潮文庫 所収、2008年に映画化。®

11月2日（木） 10:00～ 販売開始

平成30年度アトリウムミニステージ出演者募集

日程：毎月第3水曜日 12:15～12:45（30分間）
会場：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/
締切：12月8日（金）17:00必着
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。

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、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。

参加者募集！
朗読×ピアノ×ダンス「マイライフ・マイステージ」

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
参加料：1,500円（保険料込）
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

募 集

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。

舞台公演を支援します
練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業
（平成30年度前期）

締切：12月15日（金）17：00必着 ※書類審査があります。
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

募 集

 練馬区文化振興協会では、平成30年4月1日から9月30日までに練馬文化センター
と大泉学園ゆめりあホールで行われる高度な舞台芸術公演に対し、①施設使用料
の補助（上限あり）、②協会情報誌「アンコール」による広報協力を行います。

New!

割  引 小学生

練馬交響楽団 スプリングコンサート 

初開催！練響2ステージ！赤ちゃんから大人まで、春休みはオーケストラを聴きに来ませんか。

2018/3/25（日） ①10:30  ②14:00開演

ヨハン・シュトラウスⅡ世／雷鳴と稲妻、みんな一緒に手遊び歌（アンパンマンのマーチ他）、アンダーソン／おど
る子猫、オッフェンバック／天国と地獄 ほか
全席自由 500円 小学生以下無料

曲目：

料金：

和田一樹（指揮・お話）、和田美菜子（歌、①のみ）、練馬交響楽団（管弦楽）出演：

練馬文化センター 大ホール

「0歳からのオーケストラコンサート」は、手遊び歌のコーナーも交えた1時間の気軽なコンサートです。「オーケストラ de 
大冒険」では約2時間の世界旅行に出かけます。定期演奏会とは一味違うスプリングコンサートをお楽しみください。

11月24日（金） 10:00～ 販売開始

① 0歳からのオーケストラコンサート

ホルスト／木星、スメタナ／モルダウ、ベルリオーズ／幻想交響曲より 第4・5楽章、モーツァルト／ディベルティ
メントK.136より ほか
全席自由 1,000円

曲目：

料金：

② オーケストラ de 大冒険

New!

割  引 小学生

0歳以上

0歳以上

割  引

まちなかコンサートVol.20 in練馬 第1部 音楽の宝箱 第2部 秋の室内楽

いつもの街の中で気軽に音楽を楽しめるコンサート。今回は11月19日（日）の練馬区演奏家協会10周
年記念コンサートのオープニングイベントとして開催！

11/11（土） 第1部13:00  第2部14:15開演

yu＜柳原有弥（ヴァイオリン）、中川幸恵（ピアノ）、小原由紀（パーカッション）＞
情熱大陸、ロンドンデリーの歌、ディズニーメドレー ほか

江口史桜（ヴァイオリン）、飯島瀬里香（チェロ）
パッサカリア、Let it be、夕焼け小焼け ほか

自由入場 無料（申込不要） ※雨天中止 ※車でのご来場はご遠慮ください。

【第１部】
出演：
曲目：
【第2部】
出演：
曲目：

料金：

練馬駅北口前 ペデストリアンデッキ
（練馬区練馬1-17-37）

第1部はヴァイオリン・ピアノ・パーカッションによる迫力ある演奏を、第2部は日本では屋外で演奏する機会が少な
いヴァイオリンとチェロの演奏を、ヨーロッパの雰囲気そのままに練馬のまちなかでお届けします。

New!

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業（平成29年度後期）

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

練馬区出身の3人が贈る午後のひととき。ご一緒に歌う曲もあります♪

申込・問合せ：ホームページ http://www.satoco.info　　
メール satoco.office@gmail.com  ☎ 070‒6641‒2794

11/18（土） 14 :00開演 大泉学園ゆめりあホール

土方聡子（歌）、土方善文（オカリナ）、山根美和子（ピアノ）
アメイジング・グレイス、Time to say goodbye、森
に還る、小鳥 ほか
全席自由 一般3,000円 中学生以下1,000円 

出演：
曲目：

料金：

山根美和子土方善文

土方聡子

小学生

第
１
部 

第
２
部 

yuyu

飯島瀬里香（チェロ）江口史桜（ヴァイオリン）

New!



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251回アトリウムミニステージ

11/15（水） 12:15-12:45 練馬区役所１階アトリウム

金田直道（ファゴット） ほか
J.S.バッハ／無伴奏チェロ組曲 第1番より プレ
リュード 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：

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
ション優秀賞受賞者によるファゴットの演奏です。

0歳以上

練馬交響楽団アンサンブル vol.16
～室内楽の楽しみ～

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。

12/3（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K.138、ヴィ
ヴァルディ／ヴァイオリン協奏曲「恋人」、バッハ／
ブランデンブルグ協奏曲第2番 ほか
全席指定 700円

出演：
曲目：

料金：
割  引 小学生

山崎バニラの活弁大絵巻 
in ゆめりあ

人気活弁士・山崎バニラがおくる喜劇王キートンの名作！

12/10（日） 14 :00開演 大泉学園ゆめりあホール

『雷電』（牧野省三監督/1928年/18分）、『キート
ンのセブン・チャンス』（バスター・キートン監督
/1925年/57分） ほか
全席指定 一般2,000円 子ども（4歳～小学生）
1,000円

演目：

料金：

映画音楽の名作を観る 
黒澤明監督特集

黒澤明監督による名作映画2本をフィルム上映！

2018/1/20（土） 13:00開演 練馬文化センター 小ホール

『羅生門［デジタル復元版］』、『用心棒』
関連トークあり。ゲスト：岩瀬政雄さん（元東宝
ミュージック社長）
全席指定 1,000円（1日券） ※2本立て・入替なし

作品：

料金：

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～

2018/1/14（日） 14:00開演
練馬文化センター 大ホール

全席指定 S席3,800円 A席3,000円料金：

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） ①13:00 ②18:00開演

各公演 全席自由 1,000円料金：

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　
12/6（水） 19：00開演

練馬文化センター 小ホール

全席指定 5,000円料金：

割  引 小学生

割  引 小学生

割  引 小学生

練馬交響楽団
第66回定期演奏会

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。

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。

11/26（日） 14:00開演 練馬文化センター 大ホール

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）
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
全席自由 1,000円

出演：

曲目：

料金： 割  引 小学生

第32回練馬区新人演奏会

16:00開演 15:25表彰式

12/2（土） 練馬文化センター 小ホール

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）
全席自由 1,000円

出演：

料金：

①音楽グループ《なでしこ》～歌声と口笛は風に乗って～
　一緒に歌って、口笛を吹こう！
　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
　金管五重奏の音色を堪能！
　曲目：J．ファーナビー／ルネッサンス組曲 ほか

割  引 小学生

練馬文化センター 小ホール

最優秀賞：金管楽器部門
森田小百合（トランペット）

最優秀賞：ピアノ部門
伊舟城歩生（ピアノ）

小学生0歳以上① ②

©尾形正茂©尾形正茂

割  引 小学生 学生券

割  引 小学生 学生券

割  引 4歳以上

第10回ゆめりあ若手寄席　
～2018新春初笑い～

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。

2018/1/6（土） 14:00開演 大泉学園ゆめりあホール

柳家小せん（真打）、春風亭正太郎（二ツ目）、
林家楽一（紙切り）
全席自由 1,500円

出演：

料金：

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

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）

12/9（土） ①13：30 ②16：00開演 大泉学園ゆめりあホール

若狭知恵・大山宙透（フルート）、香川明美（ピアノ）
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
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：

＃NERIMA DANCE 
BBB NAKAMA FES

ダンスボーカルシーンに於いて圧倒的な実力を持つBeat 
Buddy Boiと練馬文化センターが作る新たなプロジェクト！

2018/1/28（日） 13:00開演 練馬文化センター 大ホール

Beat Buddy Boi、練馬ダンスチーム ほか
全席指定 4,000円 ※未就学児ひざ上無料（座席
が必要な場合有料）
株式会社アノマリー

出演：
料金：

共催：
割  引 0歳以上

練馬区独立70周年記念事業 大谷康子プロデュース

Nerimaユニバーサルオーケストラコンサート

障がい、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

12/17（日） 14 :00開演 練馬文化センター 大ホール

田邉賀一（指揮）、大谷康子（ヴァイオリン）、練馬区ジュ
ニア・オーケストラ、あかねの会、旭出学園（特別支援学
校）、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、練馬児童合唱団、練馬区合唱連盟
アンダーソン／そりすべり、大地讃頌 ほか
全席指定 無料（抽選）
11月10日（金）消印有効

出演：

曲目：
料金：
締切： 0歳以上

残席わずか

S席残席わずか



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

小

小

小

小

小

小
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TEL
WEB

TEL
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WEB
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WEB
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11/14
11/20
TUE
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ギ

ギ

11/22
11/27
WED

MON

ギ

11/29
12/3
WED

SUN

ギ

12/8
12/10
FRI

SUN

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

日本大学芸術学部音楽学科
第46回ピアノコンサート

11/13
MON

14日（火）～20日（月）
自由入場 無料
【問】泉社中　☎ 03-3904-2307

泉社中 秋の書道展

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

日本大学芸術学部音楽学科　
第48回オペラ公演

11/15
WED

小
16日（木） 18：30～20：30 
全席指定 3,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

第139回練馬区民寄席～小三治・一朝～11/16
THU

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

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

11/17
FRI

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

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

11/18
SAT

小
18日（土） 13：30～15：30 
自由入場 無料
【問】事務局　winds_pertormar@yahoo.co.jp 

アマーチェ・シティウィンズ 第3回定期演奏会11/18
SAT

19日（日） 14：00～16：15 
自由入場 無料
【問】高橋　☎ 080-6586-7833

ＩＳＰ第３回定期演奏会11/19 
SUN

小 19日（日） ①13：00～14：00 ②18：00～19：00 
全席自由 1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

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 

11/19
SUN

22日（水） 19：00～21：00 
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科　☎ 03-5995-8240

第29回ウィンドオーケストラ定期演奏会11/22
WED

小
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

清水節子歌まつり 11/22
WED

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

練馬区シルバー人材センター 設立40周年 
教室事業作品展

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

練馬交響楽団 第66回定期演奏会　11/26
SUN

小
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

第62回区民文化祭 日本舞踊の会11/26
SUN

小
23日（木・祝） ①15：00～17：00  ②19：00～21：00
全席指定 5,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

東京、練馬でジェントルな Live11/23
THU

小
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

映画「母 小林多喜二の母の物語」上映会11/27
MON

小
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

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

11/29
WED

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

第8回 ハーモニカ ビッグ バンド コンサート
2017

11/28
TUE

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

むさしの水墨画会展

小

小

小

小

小

小

小

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

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！！

11/30
THU

大
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

福田こうへいコンサートツアー2017全身全霊11/1
WED

大
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

日野皓正クインテット2017　　　　　11/3
FRI

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

NBAバレエ団アトリエ公演
「ドンキホーテ」全幕

11/3
FRI

大
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

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」

11/5
SUN

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

井上節子バレエ・シアター公演11/7
TUE

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

健康長寿はつらつフェスティバル講演会
「元気はつらつ」

11/10
FRI

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

柳家三三 独演会「秋」11/10
FRI

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

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

11/11
SAT

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

谷修ワンマンコンサート201711/11
SAT

大 大

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

フォレスタコンサート in 練馬 11/30
THU

大

大

大

大

大

大

大

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

第62回区民文化祭 洋舞フェスティバル11/12
SUN

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

レアレアフラスタジオ 第二回発表会11/12
SUN

1 1 月

2日（土） 16：00～18：30  
全席自由 1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

第32回練馬区新人演奏会　　12/2
SAT

3日（日） 13：00～16：30  
要事前申込
【問】事務局　☎ 03-5657-0687

東京デンタルフェスティバル2017in練馬12/3
SUN

大
9日（土） 19：00～20：30 
全席指定 前売3,500円 当日4,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

よしもと歳末大笑いまつりin練馬 2017　12/9
SAT

大
10日（日） 16：00～18：30 
全席自由 1,000円
【問】谷田川　☎ 080-1295-5823

法政大学アカデミー合唱団 
第５６回定期演奏会

12/10
SUN

大
11日（月） 19：00～21：00  
全席指定 3,500円
【問】チケットセンター　☎ 03-6264-4221

天使のおくりもの 聖なるクリスマス12/11
MON

13日（水） 18：00～20：20 
全席自由 3,000円
【問】ベタニアの家　☎ 03-3387-5567

ベタニアの家チャリティーコンサート12/13
WED

15日（金） 19：00～21：00 
全席自由 1,200円
【問】あかねの会事務局　☎ 03-3577-7421

あかねの会 第20回心の鐘コンサート12/15
FRI

大

15日（金）
自由入場 無料
【問】あかねの会事務局　☎ 03-3577-7421

あかねの会 心の鐘コンサート・ギャラリー12/15
FRI

大
17日（日） 14：00～16：00  
全席指定 無料（抽選）
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

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
SUN

大
22日（金） 18：30～21：30 
全席自由 前4,500円 当4,900円
【問】カナン　☎ 048-234-5689

谷ちえ子デビュー40周年記念歌謡ショウ
～谷ちえ子半生記「だって谷ちえ子だもん！」

12/22
FRI

22日（金） 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201712/22
FRI

大

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
Happy Christmas Party
しまじろうたちと一緒に英語で遊ぼう！

12/23
SAT

23日（土・祝） ①12：00～②14：30～③17：00～ 
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）
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

23日（土・祝） 13：00～15：00／17：30～20：00 
無料（要招待券）
【問】PanDance　☎ 070-3130-2805

PanDance発表会 Infinity vol.3 
10th anniversary

12/23
SAT

大
24日（日） 14：30～17：00 
自由入場 無料
【問】佐藤　☎ 080-5087-6983

武蔵大学合唱団リーデルクランツ　
第50回定期演奏会

12/24
SUN

24日（日） 14：00～16：00／17：30～19：30
全席指定 2,500円
【問】ＲＥＭＩＸ　☎ 090-9689-9918

FROMOZMIX vol.612/24
SUN

25日（月） 18：30～20：00 
全席自由 900円
【問】代表　☎ 090-4593-0034

東京家政大学フラウエンコール　 
第54回定期演奏会

12/25
MON

大
26日（火） 18：30～20：15 
指定席 Ｓ席6,000円 自由席 Ｂ席3,500円 他　
【問】バレエ団ピッコロ　☎ 03-3972-1476

バレエ団ピッコロ 第33回クリスマス公演12/26
TUE

小
3日(日） 17：30～20：30
全席自由 前3,500円 当4,000円
【問】カスコーロ　☎ 03-3959-4471

佐藤佑子スタジオ・カスコーロ
フラメンコ・コンサート 2017

12/3
SUN

小
4日（月） 19：00～21：00  
全席自由 1,000円
【問】満企画　☎ 042-421-0851

東京ウエストサイド・クリスマス12/4
MON

小
6日（水） 19：00～21：00  
全席指定 5,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3993-3311

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　

12/6
WED

8日（金）～10日（日）
自由入場 無料
【問】ギャラリーＰｂ　☎ 03-3925-4860

ギャラリープルシアンブルー絵画教室作品展

1 2 月

完売御礼

完売御礼

完売御礼

完売御礼

②、③のみ
取扱

残席わずか
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※こちらに掲載した情報は平成29年10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。

TEL
WEB

TEL
WEB

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

平成30（2018）年４月より、練馬文化センター利用抽選会の日
程が変わります！
詳しくは、練馬文化センターのホームページをご覧ください。

窓 口

窓 口

1 1 月

第62回区民文化祭 「太鼓フェスティバル」
3日（金・祝） 13：00～17：00 
自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

ホ

11/3
FRI

1 2 月

Voyage de Noël 2017
～ヴォヤージュが贈るクリスマスの旅～
1日（金） 19：00～21：00 
全席自由 一般2,000円 小学生以下1,000円 他
【問】Voyage　☎ 090-6134-2714

ホ

12/1
FRI

根來声楽研究所 声楽発表会
2日（土） 18：00～20：30 
自由入場 無料
【問】根來声楽研究所　☎ 03-3825-8646

ホ

12/2
SAT

練馬交響楽団アンサンブルVol.16 
～室内楽の楽しみ～
3日（日） 14：00～16：15 
全席指定 700円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

12/3
SUN

相沢康夫の創作玩具展 ～ＳＫＢ～
6日（水）～11日（月）
自由入場 中学生以上500円
【問】ｃｕｒｉｏｕｓ　☎ 03-5903-9970

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
９日（土） ①13：30～ ②16：00～
①全席指定 500円 ※2歳以下ひざ上無料（座席が必要
な場合な有料） ②全席自由 500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

12/9
SAT

山崎バニラの活弁大絵巻 in ゆめりあ
10日（日） 14：00～16：00 
全席指定 一般2,000円 子ども（4歳～小学生）1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

12/10
SUN

ひびき・音・ことば 
－大橋美智子作品とともに－
11日（月） 19：00～21：00 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】詞音工房（大橋）　☎ 03-6760-1411

ホ

12/11
MON

歌は楽しい！クリスマス・コンサート

12日（火） 18：30～20：30 
全席自由 一般前2,500円 他 学生1,000円
【問】ラ・ムジカ　☎ 03-3992-7604

ホ

12/12
TUE

カルテット×カルテット ～トロンボーンと
サクソフォンの２つのカルテットによる演奏会
13日（水） 19：00～21：00 
全席自由 1,000円
【問】青木　☎ 080-6007-8477

ホ

12/13
WED

クリスマス ジョイフルコンサート

14日（木） 19：00～21：00 
自由入場 無料
【問】グレイス合唱団　☎ 042-425-3622

ホ

12/14
THU

Canary Winter Recital
15日（金） 19：00～20：30 
全席自由 4,000円
【問】Canary Music　☎ 090-3083-8847

ホ

12/15
FRI

2017年度 ミューズ・コンサート
18日（月） 16：00～20：00 
自由入場 無料
【問】東京ミューズ　☎ 03-3983-3630

ホ

12/18
MON

歌声喫茶ともしび in 大泉学園
19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

12/19
TUE

クリスマス コンサート
23日（土・祝） 9：30～11：40
自由入場 無料
【問】クリスマス会　☎ 03-3924-0772

ホ

12/23
SAT

第２回ベビーカーコンサートｉｎ練馬　
～泣いても、ぐずってもＯＫ！～
24日（日） 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

ホ

12/24
SUN

第８回 わ音オカリナ・ケーナコンサート　
－クリスマスコンサート
24日（日） 14：30～16：30 
自由入場 無料
【問】秦　☎ 03-3930-9176

ホ

12/24
SUN

フレあお作品展 「つながる手と手」
25日（月）～27日（水）
自由入場 無料
【問】谷原フレンド　☎ 03-5910-8488

2017 第14回 ロトンヌ絵画展
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
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

ホ

11/17
FRI

【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
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

ホ

11/18
SAT

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

ホ

11/18
SAT

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

ホ

11/20
MON

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

ホ

11/24
FRI

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

ホ

11/26
SUN

第5回うたの泉会発表会
25日（土） 13：30～16：00 
全席自由 200円
【問】うたの泉会　☎ 03-5393-6345

ホ

11/25
SAT

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

ホ

11/27
MON

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

ホ

11/29
WED

こどもアトリエ・フェスタ
3日（金・祝）～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

ホ

11/4
SAT

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

ホ

11/5
SUN

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

ホ

11/7
TUE

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）

ホ

11/8
WED

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

ホ

11/9
THU

上を向いて歩こう―永拓実『大遺言』（小学館）
出版記念コンサート
9日（木） 19：00～21：00
自由入場 無料
【問】事務局　☎ 080-9178-2359

ホ

11/9
THU

ルナ・クレシェンテ定期公演 ‐Ｄ‐
11日（土） 16：30～18：00 
自由入場 無料
【問】Luna Crescente　☎ 080-5093-9274

ホ

11/11
SAT

11/3
11/5
FRI

SUN
ギ

11/8
11/12
WED

SUN
ギ

12/6
12/11
WED

MON
ギ

12/25
12/27
MON

WED
ギ

11/15
11/19
WED

SUN
ギ

第4回日本聴覚障害者芸術展
28日（火）～12月3日（日）
自由入場 無料
【問】事務局 浜田　☎ 042-734-0225

11/28
12/3
TUE

SUN
ギ



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

TIC
KET

TIC
KET 5

6
発売日

TICKE
T

2 0 17.11 / Vo l . 3 9 2

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
予約・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11月発行／通巻第392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/ 

松元ヒロ
ひとり語り
2017振り返り

総集編

東京芸術劇場 プレイハウス
「池袋駅」西口 徒歩2分
全席指定 3,500円
［Pコード：481-656］［Lコード：31669］

春風亭小朝・三遊亭円楽
二人会

新春まっぴるま寄席

平成30年1月18日（木）
開場12:30 開演13:30

S席3,600円 A席3,200円
練馬文化センター 大ホール

［Pコード：481-840］［Lコード：33277］
練馬文化センター（窓口販売あり／10時～20時）

平成29年

12月19日（火）

開場18：00

開演18：30

好評
発売中！

10/27（金）
発売


