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!

ねりパフォ2017より

ねりま若者文化祭 ライブパフォーマンス

ねりパフォ2018

© Ariga Terasawa

衣装企画：
（株）オンワード樫山

厳選！ヴィルトゥオーゾシリーズ vol.1

牛田智大 ピアノ・リサイタル
うしだ

とも は る

2018 / 2 /18（日）11: 00 開演

2018 / 3 / 25（日）15 : 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

5回目となる練馬発の若者による若者のためのイベント
沢山の応募の中から審査を経て、出演者が決定しました！軽音楽、ダンス、
パフォーマンスなど様々なジャンルの若手パフォーマーたちが熱いステージ
を繰りひろげます。ねりパフォ2018のテーマは「和（プラス）」。進化し続ける
ねりパフォを体感してください。
出演：軽音楽部門10組、ダンス部門16組、パフォーマンス部門4組
料金：全席自由 500円(18歳以下は無料※要無料チケット)
■当日の運営ボランティアを募集します！
ねりパフォを一緒に盛り上げませんか？詳細は練馬区文化振興協会HPまで
ht tps: //w w w. nerib u n .or.jp/

12月1日（金）10:00〜 販売開始

年末年始 休館のお知らせ

割 引 0歳以上

縫製：グッドヒル（株）

少年から青年へ成長を遂げた牛田智大が、
練馬で初のオール・ショパン・プログラムに挑戦！
第一線で活躍する演奏家に焦点をあてる「厳選！ヴィルトゥオーゾシリー
ズ」。記念すべき第一弾は、幼少の頃より世界で活躍するピアニスト牛田智
大が練馬に初登場。ますます磨きがかかるその演奏をお楽しみください。
出演：牛田智大（ピアノ）
曲目：ショパン／ノクターン第17番 ロ短調 op.62-1、
ポロネーズ第6番 変イ長調 op.53「英雄ポロネーズ」、
バラード第1番 ト短調 op.23 ほか
※曲目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 3,500円

12月8日（金）10:00〜 予約受付開始

割 引 小学生

練馬文化センターと大泉学園ゆめりあホールは右記の期間休館となります。平成29年12月29日（金）〜平成30年1月3日
（水）
※保守点検のため、12月28日（木）は練馬文化センターではチケットの電話予約、チケット引取り、施設利用の手続き等ができません。

New!

第５回 全日本ポップス＆ジャズバンドグランプリ大会
〜ALL JAPAN SWING BRASS SUPER LIVE 2018〜
練馬文化センター 大ホール
2018/ 2 /10（土）13：30 2 /11（日）10：00 開演
これが新しい吹奏楽 SWING BRASS！予選を勝ち抜いた全国の実力バンドの熱気ある演奏で、観
客全てに希望と感動を！スペシャルコンサートもお楽しみください。
2月10日（土）13:30開演 ソロ・アドリブ部門 2月11日（日）10:00開演 団体部門
料金：全席自由 各日2,000円
（一社）日本ジャズ協会21 共催：
（公財）練馬区文化振興協会
主催：
後援：文部科学省、経済産業省、厚生労働省、東京都、東京都教育委員会、練馬区、練馬区教育委員会

同時開催！ SWING BRASS スペシャルコンサート
2月10日（土）17:30開演 練馬文化センター 大ホール
出演：スインギー奥田＆ザ・ブルースカイビッグバンドウインズ、第４回全日本ポップス＆ジャズバンドグランプリ大会
成績優秀校／浜松聖星高等学校、京都両洋高等学校、いわき市立錦小学校 ほか
料金：全席自由 3,000円 ※グランプリ大会とは別にチケットが必要です。※2/10グランプリ大会チケットの購入者
は＋1,000円で入場できます。

New!

スインギー奥田

割 引 小学生

12月3日（日）10:00〜 販売開始

朗読×ピアノ×ダンス マイライフ・マイステージ
大泉学園ゆめりあホール
2018 / 2 /11（日）①13：00 ②17：00 開演
能祖將夫

竹村浄子

私たちの街に住む、私たち一人一人の物語。
私たちの街にはどのような人たちが住んでいるのでしょう。そして彼らの人生から何が見えるでしょう。ワークショップに
参加した人々が自身の記憶と向き合い、人生のエピソードを抽出しました。それを朗読とプロのアーティストによるダン
スと音楽で紡ぎます。自身の言葉や身体から伝えられるエピソードは独特のチカラを放ち、あなたの心に入るはずです。
出演：能祖將夫（構成・演出・朗読）、竹村浄子（ピアノ）、井上大辅（振付・ダンス）、藤井友美（振付・ダンス）、ワーク
ショップ参加者 ※各回によってワークショップ参加者の出演者が異なります。
料金：全席自由 各回500円

New!

藤井友美

井上大辅

割 引 小学生

12月7日（木）10:00〜 販売開始

第140回練馬区民寄席 〜米丸・市馬・文治〜
練馬文化センター 小ホール
2018 / 4 / 20（金）18：30 開演
開催140回記念！落語協会と落語芸術協会の大御所が夢の競演！
落語芸術協会最高顧問にして桂歌丸の師匠、新作落語ひとすじに噺を磨き続ける現役最高齢の噺家・桂米丸。円熟
の話芸とプロ歌手でもある美声で観客を魅了する、落語協会会長の柳亭市馬。桂派の大名跡を継ぎ、落語界の将来
を担うと期待される実力派・桂文治。名人揃い踏みの必見の高座をお楽しみください。

New!

出演：桂米丸、柳亭市馬、桂文治 ほか
料金：全席指定 3,000円
柳亭市馬

桂米丸

桂文治

優先

12月20日（水）10:00〜 予約受付開始

割 引 小学生

練馬区文化振興協会協力事業

早稲田大学交響楽団 ニューイヤーコンサート2018
練馬文化センター 大ホール
2018 / 1/ 20（土）17：00 開演
105年の伝統を誇る交響楽団による第12回目の恒例演奏会。

前回の演奏シーン

募 集

外出が困難な方を対象とした
催しに演奏家の派遣、
映画上映をします
演奏家派遣事業（平成30年度前期）

コンサートホールや映画館に行くことが難しい方で
も音楽や映画を楽しめるよう、福祉施設や病院等
で行われる催しに無料で演奏家の派遣または映画
上映をします。
対象：平成30年4月1日〜9月30日に外出が困難な
方を対象とした催しを練馬区内で行う施設・団体
申込方法：練 馬文化センター、大 泉学 園ゆめりあ
ホール、協会HPで配布する要領をご確認の上、所定
の申込書を持参または郵送ください。
締切：平成30年1月25 日(木)必着
問合せ：練馬区文化振興協会 ☎ 03-3993-3311
https://www.neribun.or.jp/

第1部ではトリノオリンピックで荒川静香さんの使われた曲などが、第2部では新春にふさわしいウインナーワルツ他が演奏されます。
出演：曽我大介（指揮）、早稲田大学交響楽団 賛助出演：土屋優子（ソプラノ）、芹澤佳通（テノール）、清水理恵（ソプラノ）
曲目：第1部 歌劇「トゥーランドット」より抜粋、第2部「ロメオとジュリエット」
「春の声」ほか
料金：指定席3,500円 自由席2,000円 ※未就学児入場不可
小学生
好評販売中

募 集

平成30年度 アトリウムミニステージの
出演者を募集します

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。
日時：毎月第3水曜日 12：15〜12：45
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 H P
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

舞台公演を支援します
舞台芸術支援事業
（平成30年度前期）

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。
対象：平成30年4月1日〜9月30日に練
馬 文化 センターと大 泉 学 園 ゆめりあ
ホールで行われる舞台芸術公演
締切：12月15日
（金）17：00必着
※書類審査があります。
問合せ：練馬区文化振興協会
☎03-3993-3311
https://www.neribun.or.jp/
※その他要件、申込方法についてはお
問合せください。

篠田三郎 藤沢周平作品をよむ
―山桜―

第32回練馬区新人演奏会
12/2（土）
16:00開演 15:25表彰式

藤沢周平 生誕90年を記念し、
『山桜』を朗読します。

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。

出演：篠田三郎
演目：藤沢周平『山桜』
料金：全席自由 1,000円

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

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）

割 引 小学生

山崎バニラの活弁大絵巻
in ゆめりあ
12 /10（日）14 : 00開演

練馬交響楽団
スプリングコンサート
2018/ 3/25（日）①10:30 ②14:00開演 練馬文化センター 大ホール

大泉学園ゆめりあホール

人気活弁士・山崎バニラがおくる喜劇王キートンの名作！

① 0歳からのオーケストラコンサート
② オーケストラ de 大冒険

『雷電』
（ 牧野省三監督/1928年/18分）、
『 キート
演目：
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
料金：全席指定 一般2,0 0 0円 子ども（4歳〜小学生）
1,000円
割 引 4歳以上

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

出演：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）
料金：①全席自由 500円
① 割 引 0歳以上
※小学生以下無料
②全席自由 1,000円
② 割 引 小学生

New!

練馬区文化振興協会協力事業

『ソング＆ダンス65』

2018/ 4/25（水）26（木）27（金） 練馬文化センター 大ホール

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。

劇団四季が贈る、進化系エンターテインメント
4月25日（水）18:30開演、4月26日（木）13:30開演、
4月27日
（金）13:30開演

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
割 引 小学生

MALTAとその教え子たち
2018/ 2/3（土）15:00開演 練馬文化センター 小ホール

撮影：荒井健

出演：MALTA PLANET オーケストラ ほか
司会・企画：瀬川昌久
曲目：Strike Up the Band、High Pressure、PLANET
TReena' ほか
割 引 小学生
料金：全席指定 3,000円

もらいむこ

能・狂言への誘い 〜隅田川・貰聟〜
2018/ 2/4（日）14:00開演 練馬文化センター 小ホール
「隅田川」香川靖嗣

「隅田川」香川靖嗣

大泉学園ゆめりあホール

第52回ワンコイン・コンサート

大泉学園ゆめりあホール

Nerimaユニバーサルオーケストラコンサート
料金：全席指定 無料

12 /17（日）14 : 00開演
練馬文化センター

大ホール

予約受付終了 0歳以上

ニューイヤーコンサート2018

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〜

2018 / 1/14（日）14 : 00開演
練馬文化センター 大ホール

料金：全席指定 S席3,800円 A席3,000円
S席完売御礼

割 引 小学生 学生券

「貰聟」野村萬斎

第252回アトリウムミニステージ
12/20（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、アジア、ヨーロッパ各国等でリサイタルやオー
ケストラと共演している二胡奏者の特別公演です。
出演：許可（シュイクゥ）
（二胡）
曲目：モンティ（許可編曲）／チャールダーシュ、
許可／風韻 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

料金：①全席指定 500円 ※2歳以下ひざ上無料
②全席自由 500円
割 引 ① 0歳以上 ② 小学生

練馬区独立70周年記念事業 大谷康子プロデュース

割 引 小学生

「貰聟」野村万作

割 引 小学生

フルートデュオとピアノの華麗なる響宴

12 / 9（土）①13：30 ②16：00開演

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「貰聟」の、解説付きの特別公演です。
【喜多流】香川靖嗣、宝生欣哉 ほか
出演：能「隅田川」
狂言「貰聟」
【和泉流】野村万作、野村萬斎 ほか
料金：全席指定 6,000円
共催：
（株）万作の会

料金：全席指定 700円

12 / 3（日）14 : 00開演

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！

すみだがわ

料金：全席指定 S席8,640円 A席6,480円
B席3,240円（友の会特別価格S席のみ 8,200円）
※2歳以下ひざ上無料
12月24日（日）10:00〜 インターネット予約受付開始

練馬交響楽団アンサンブル vol.16 〜室内楽の楽しみ〜

ねりぶんJAZZ

いざな

®

2018/ 3/3（土）14:00開演 練馬文化センター 小ホール

練馬文化センター 小ホール

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

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

料金：全席指定 1,000円
（1日券）
※2本立て・入替なし・関連トークあり
割 引 小学生

＃NERIMA DANCE BBB NAKAMA FES
2018/1/28（日）13: 00開演
練馬文化センター 大ホール

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。

料金：全席指定 4,000円 ※未就学児ひざ上
無料（座席が必要な場合有料）
割 引 0歳以上

練馬文化センター イベントスケジュール 12・1月
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第32回練馬区新人演奏会
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

22

12/
TEL
WEB

FRI

大

22

東京デンタルフェスティバル2017in練馬

12/

FRI

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

小

佐藤佑子スタジオ・カスコーロ
フラメンコ・コンサート 2017

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！」
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

ポコアポコ音楽教室 クリスマス会2017
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

練馬区文化振興協会協力事業

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

23

12/

SAT

大

東京ウエストサイド・クリスマス
4日（月）19：00〜21：00
全席自由 1,000円
【問】満企画 ☎ 042-421-0851

立教大学体育会応援団吹奏楽部・
チアリーディング部第47回定期演奏会

23

12/

SAT

6日（水）18：00〜20：30
全席自由 前300円 当500円
【問】立教大学応援団 ☎ 03-3985-2877

小

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

24

12/

完売御礼
6日（水）19：00〜21：00
全席指定 5,000円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

ギャラリープルシアンブルー絵画教室作品展

SUN

大

24

12/

SUN

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

小

よしもと歳末大笑いまつりin練馬 2017

25

12/

9日（土）19：00〜20：30
完売御礼
全席指定 前3,500円 当4,000円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

法政大学アカデミー合唱団
第５６回定期演奏会

MON

小

26

12/

TUE

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

大

予定枚数終了
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！
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

PanDance発表会 Inﬁnity vol.3
10th anniversary
23日（土・祝）13：00〜15：00／17：30〜20：00
無料（要招待券）
【問】PanDance ☎ 070-3130-2805

武蔵大学合唱団リーデルクランツ
第50回定期演奏会
24日（日）14：30〜17：00
自由入場 無料
【問】佐藤 ☎ 080-5087-6983

FROMOZMIX vol.6
24日（日）14：00〜16：00／17：30〜19：30
全席指定 2,500円
【問】ＲＥＭＩＸ ☎ 090-9689-9918

東京家政大学フラウエンコール
第54回定期演奏会
25日（月）18：30〜20：00
全席自由 900円
【問】代表 ☎ 090-4593-0034

バレエ団ピッコロ 第33回クリスマス公演
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

天使のおくりもの 聖なるクリスマス
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

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

あかねの会 第20回心の鐘コンサート
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 心の鐘コンサート・ギャラリー

大

1/

大

1/

14

SUN

大

1/

14

SUN

小

1/

18

THU

大

1/

20

SAT

大

1/

20

SAT

小

1/

21

SUN

大

1/

22

MON

大

22
小

1 月
1/

6

SAT

大

1/

6

SAT

小

1/

8

大
☎ 03-3577-7421

17日（日）14：00〜16：00
予約受付終了
全席指定 無料
【問】練馬区文化振興協会 ☎ 03-3993-3311

13

SAT

MON

MON

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

13

SAT

1/
窓口

ベタニアの家チャリティーコンサート

15日（金）
自由入場 無料
【問】あかねの会事務局

1/

1/

8

MON

小

子供アニメ映画会
6日（土）10：00〜11：35
全席自由 900円
【問】エイコウシャ ☎ 080-8431-3889

中井恒仁＆武田美和子
門下生の会 ピアノ演奏会
6日（土）11：30〜19：00
自由入場 無料
【問】事務局 nakai-takeda.com

大江戸交響楽団 第17回定期演奏会
8日（月・祝）14:00〜16：00
自由入場 無料
【問】大江戸交響楽団 ☎ 090-8317-9491

ニューイヤーコンサート 2018
8日（月・祝）13:30〜16:00
自由入場 無料（要整理券）
【問】トウィンクル音楽院 ☎ 042-422-7347

1/

23

TUE

小

1/

28

SUN

大

1/

28

SUN

小

1/

31

WED

小

Thanks!Kオーケストラ 第5回定期演奏会
13日（土）13：30〜16：00
自由入場 無料
【問】代表 ☎ 080-5303-1863

新春若手花形落語会
13日（土）19：30〜21：30
全席指定 Ｓ席3,600円 Ａ席3,200円
【問】夢空間 ☎ 03-5785-0380

窓口

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

TEL
WEB

ムシカ・ポエティカ特別公演
Ｊ・ハイドン オラトリオ≪天地創造≫
14日（日）14：00〜16：00
全席自由 一般4,000円 学生2,500円
【問】菊田音楽事務所 ☎ 042-394-0543

新春まっぴるま寄席
春風亭小朝・三遊亭円楽 ニ人会
18日（木）13：30〜15：30
全席指定 Ｓ席3,600円 Ａ席3,200円
【問】夢空間 ☎ 03-5785-0380

窓口

早稲田大学交響楽団
ニューイヤーコンサート2018

練馬区文化振興協会協力事業

20日（土）17：00〜19：10
窓口
指定席3,500円 自由席2,000円
【問】練馬稲門会concert事務局 ☎ 070-3526-4179

映画音楽の名作を観る 黒澤明監督特集
TEL

WEB
20日（土）13：00〜17：00
全席指定 1,000円（1日券）※2本立て・入替なし
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

ハルモニア ウインド アンサンブル
第28回定期演奏会
21日（日）14：00〜16：00
自由入場 無料
【問】ハルモニア ☎ 090-5126-7620

小林幸子コンサート
22日（月）14：00〜16：00・17：30〜19：30
全席指定 ＳＳ席7344円 Ｓ席5940円 他
【問】
（株）夢グループ ☎ 0570-064-724

ねりま小中一貫教育フォーラム
22日（月）14：30〜16：00
無料（要事前申込）
【問】練馬区教育指導課 ☎ 03-5984-5746

平成29年度 練馬区食育推進講演会
23日（火）14：00〜16：00
要事前申込
【問】栄養指導担当係 ☎ 03-5984-4679

＃NERIMA DANCE BBB NAKAMA FES
28日（日）13：00〜17：00
TEL
WEB
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）
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

東京農業大学OBOG管弦楽団
NEW YEAR CONCERT 2018
28日（日）14:00〜16:00
全席自由 500円
【問】事務局 ☎ 090-2305-9501

柳家三三 独演会「初春」
31日(水）19：30〜21：30
全席指定 3,600円
【問】夢空間 ☎ 03-5785-0380

窓口

大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 12・1月

ホ ゆめりあホール

ギ ゆめりあギャラリー

1 2 月
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12/
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ホ
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12/

SAT

ホ

3

12/

SUN

ホ

5

12/

TUE

ホ

6
12/
11
MON

12/

WED

ギ

9

12/

SAT

ホ

10

12/

SUN

ホ

11

12/

MON

ホ

12

12/

TUE

ホ

13

12/

WED

ホ

14

12/

THU

ホ

Voyage de Noël 2017
〜ヴォヤージュが贈るクリスマスの旅〜

22

12/

FRI

1日（金）19：00〜21：00
全席自由 一般2,000円 小学生以下前1,000円 他
【問】Voyage ☎ 090-6134-2714

23

根來声楽研究所 声楽発表会

12/

SAT

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

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

23

12/
TEL
WEB

SAT

ホ

23
24
SUN

12/

東欧の調べ2017

SAT

12/

5日（火）19：00〜21：00
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】ミクロコスモス ☎ 090-8039-5205

ギ

24

相沢康夫の創作玩具展 〜ＳＫＢ〜

12/

SUN

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

ホ

ホ

TEL
WEB

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

24

12/

SUN

ホ

25
27
WED

12/

山崎バニラの活弁大絵巻 in ゆめりあ
TEL
WEB

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

MON

12/

ギ

日本大学芸術学部音楽学科フルート専攻生
有志による フルート定期演奏会
22日（金）19：00〜21：00
全席自由 前500円 当700円
【問】出演者 nuart.ﬂute@gmail.com

クリスマス コンサート

1/

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

クリスマス コンサート
サンタクロースの贈り物

1/

ホ

第14回絵画教室アトリエYou
クリスマス発表会

1/

14

SUN

23日（土・祝）〜24日（日）
自由入場 無料
【問】アトリエYou ☎ 03-3996-7094

ホ

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！〜

1/

20

SAT

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

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

1/

21

SUN

24日（日）14：30〜16：30
自由入場 無料
【問】秦 ☎ 03-3930-9176

ホ

フレあお作品展「つながる手と手」

1/

21

SUN

25日（月）〜27日（水）
自由入場 無料
【問】谷原フレンド ☎ 03-5910-8488

ギ

25
ホ

1 月
1/
窓口

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

14日（木）10:45〜11:40
全席自由 前1,500円 当2,000円
【問】リコミュージック ☎ 090-9806-0792

14

SUN

23日（土・祝）17：30〜20：00
全席自由 3,000円
【問】fuku音楽企画 ☎ 090-9962-2721

THU

歌は楽しい！クリスマス・コンサート

みんなで歌おう♪コンサート Vol.9

13

SAT

1/

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

13日（水）19：00〜21：00
全席自由 1,000円
【問】青木 ☎ 080-6007-8477

13

SAT

ホ

ひびき・音・ことば
−大橋美智子作品とともに−

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

1/

6

SAT

ホ

1/

7

SUN

ホ

1/

8

MON

ホ

第10回ゆめりあ若手寄席
〜2018新春初笑い〜
6日（土）14：00〜15：30
全席自由 1,500円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

1/
TEL
WEB

ChunChun s公演 音楽劇「プロメテウスの炎」
〜ヴァルキューレたちの歌合戦
7日（日）14：30〜17：00
全席自由 前3,500円 当4,000円
【問】中川 ☎ 080-6627-2959

29

MON

ホ

1/

30

TUE

ホ

15

FRI

ホ

18

12/

MON

ホ

19

12/

TUE

ホ

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

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

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

1/

9

TUE

ホ

1/

11

THU

ホ

1/

13

SAT

ホ

13日（土）13：45〜16：30
全席自由 500円
【問】お気楽長屋 ☎ 090-1204-2244

サンミューズ

ピアノ発表会

13日（土）18：20〜20：30
自由入場 無料
【問】サンミューズ ☎ 03-5241-8116

大泉落語研究会 第18回落語発表会
14日（日）13：00〜16：30
自由入場 無料
【問】大泉落語研究会 ☎ 090-4535-2114

桂文治後援会新春のつどい
14日（日）18：30〜20：30
全席自由 2,500円
【問】ブティック カトレ ☎ 03-3557-0981

第30回 ＲＥＮの会 〜2台ピアノを楽しもう〜
20日（土）14：30〜19：00
自由入場 無料
【問】大導寺 ☎ 049-296-3873

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

第14回 NEWSリトルアーティスト展
21日（日）
自由入場 無料
【問】ＮＥＷＳ大泉学園

☎ 03-5933-0801

東京都石神井学園 地域公開講座
25日（木）12：30〜15：00
自由入場 無料
【問】東京都石神井学園 ☎ 03-3996-4191

恋の片道切符 〜2台のヴァイオリンが奏でる
なつかしい名曲〜
29日（月）14：30〜16：30
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】オフィスマキナ ☎ 03-3491-9061

歌声喫茶ともしびin大泉学園
30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

岡田敦子門下卒業生によるコンサート
vol.4
8日（月・祝）14：00〜16：00
全席自由 1,000円
【問】岡田門下卒業生 piano̲tcm̲okd2008@yahoo.co.jp

チケット窓口販売
窓口

12/

第11回 東大泉寄席（5周年記念）

オペラヴェーラ・ニューイヤーコンサート
9日（火）19：15〜21：15
全席自由 大人3,000円 高校生以下2,000円
【問】オペラヴェーラ ☎ 080-3502-9655

国立音楽大学 加藤真一郎・蓼沼明美・
山田剛史門下 合同発表会
11日（木）15:30〜19:30
自由入場 無料
【問】門下生代表 ☎ 090-7636-2702

むじくるの音楽列車〜0歳からクラシック！〜
ピアノトリオｄｅフィギュアスケート
13日（土）10：30〜11：30
全席自由 中学生以上前1300円 ０歳〜小学生前450円 他
【問】むじくる ☎ 090-8463-2669

（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

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。
※こちらに掲載した情報は平成29年11月17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. 12

/ Vol.39 3

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

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）

（10:00〜20:00）

協会ホームページ

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

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大泉学園ゆめりあホール 5階 事務室受付 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
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
（10:00〜20:00）
売」バナーをクリック。
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
※予約受付開始日の翌日午前10時から、
窓口での販売
❷「利用登録」から必要事項を入力してください。
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。
および引換えをいたします。この前に完売となった場
＜予約方法＞
＜払込口座記号番号＞00160-3-514280
合、
窓口での販売はありません。
登録したメールアドレス、パスワードでログインする
＜加入者名＞株式会社 五十嵐商会 練馬文化センター係
とチケット予約が行えます。
※振込手数料はお客様のご負担になります。
※システムメンテナンスのため、11月27日（月）0:00〜6:00はインターネットチケット予約・販売をご利用いただけません。

友の 会
特典

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

特典

2

特典

3

TIC

KE

T
TIC

KE

4

5

MUSEUM

ET
TICK

T

5

10%
OFF

EVENT

発売日

6

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

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

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●
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

入会方法

特典

●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＞

新春若手花形落語会
平成30年

1月13日（土）

桃月庵白酒

春風亭一之輔

桃月庵白酒 、春風亭一之輔 、
神田松之丞（ 講談 ）、林家あずみ ほか

神田松之丞

開場19：00 開演19：30

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］

新春まっぴるま寄席

春風亭小朝・三遊亭円楽

二人会

平成30年

1月18日（木）

開場12:30 開演13:30

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：481-840］
［Lコード：33277］

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
■練馬文化センター≪窓口販売有り≫10〜20時

■

駅前広場

●交番

↓上石神井

平成29（2017）年12月発行／通巻第393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/

好評
発売中！

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→

