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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稲垣潤一 コンサート2018

大谷康子＆
スロヴァキア国立放送交響楽団

5 /19（土）16 : 30 開演

6 / 24（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 大ホール

和製シティ・ポップスの代表格である稲垣潤一が
練馬に登場！
「ドラマティック・レイン」や「夏のクラクション」、
「クリスマスキャロルの頃
には」ほか、様々なヒット曲を世に送り出してきた稲垣潤一。2016年にデ
ビュー35周年を迎え、2017年9月にはオリジナルアルバム「HARVEST」を
発売。ますます輝き続けるレイニーボイスで、大人のラブ・ソングをお届けし
ます。

世界中で絶賛の交響楽団が、待望の再来日。
中欧屈指のオーケストラ、スロヴァキア国立放送交響楽団がついに練馬へ。
歴代の世界的巨匠により磨き上げられ、テクニックに裏打ちされた豊かな
ハーモニーをお楽しみください。首席指揮者は、ヨーロッパ音楽界において
最も注目を集めている新鋭指揮者マリオ・コシック。ソリストには日本を代
表するヴァイオリニスト大谷康子が登場。どうぞお聴き逃しなく。

出演：稲垣潤一
曲目：ドラマティック・レイン、クリスマスキャロルの頃には ほか
※曲目は変更になる場合があります。
料金：全席指定 6,500円

出演：マリオ・コシック（指揮）、大谷康子（ヴァイオリン）、
スロヴァキア国立放送交響楽団（管弦楽）
曲目：スメタナ／モルダウ（交響詩「わが祖国」より）、チャイコフスキー／
ヴァイオリン協奏曲、ドヴォルザーク／交響曲第9番「新世界より」
料金：ねりま区報（1/11号）、ホームページ等でご案内いたします。

1月20日（土）10:00〜 予約受付開始

1月27日（土）10:00〜 予約受付開始

年末年始 休館のお知らせ

割 引 小学生

優先

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53回ワンコイン・コンサート
ピアノ・ソプラノ・ヴァイオリンによる『nerima春の音楽祭』
3 /10（土）①13：30 ②16：00 開演

大泉学園ゆめりあホール

（40分間）
①「0歳からのわいわいワンコイン・コンサート」
（60分間）
②「自分にごほうびワンコイン・コンサート」
クラシックの名曲からおなじみの曲まで、よりどりみどり！さあ、あなたも『nerima春の音楽祭』で音楽のシャワーを
浴びてみませんか。
出演：伊藤万桜（ヴァイオリン）、赤松美紀（ピアノ）、加藤桜子（ソプラノ）
曲目：ヴィヴァルディ／四季より「春」、リスト／愛の夢、モンティ／チャルダッシュ、トスティ／夢 ほか
※曲目は変更になる場合があります。
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
① 割 引

New!

伊藤万桜

赤松美紀

加藤桜子

0 歳以上

② 割 引 小学生

1月18日（木）10：00〜 予約受付開始

第54回ワンコイン・コンサート
ケニアの伝統楽器「ニャティティ」ってなぁに？
4 / 28（土）①13：30 ②16：00 開演

練馬文化センター 小ホール

（40分間）
①「0歳からのわいわいワンコイン・コンサート」
（60分間）
②「自分にごほうびワンコイン・コンサート」
世界唯一の女性ニャティティ奏者アニャンゴがお届けする、アフリカの魅力がつまった元気いっぱいのコンサート！
サバンナの大地、ケニアの鼓動を感じてください。
＜Nyatiti（ニャティティ）とは＞ケニア・ルオの伝統弦楽器。ルオの選ばれた男性だけが演奏することを許された神
聖な楽器。足にはガラという鉄鈴をつけリズムを刻み、手では8本の弦を弾きながら歌う。

New!

出演：アニャンゴ（ニャティティ・ヴォーカル）、ラティール・シー（パーカッション・ヴォーカル）、ケニアダンスユニット
曲目：作詞：島崎藤村 作曲：大中寅二／椰子の実、ケニア伝統曲／ジャ ウゲニャ（ウゲニャの人々）、作詞・作曲
Anyango／声をきかせて、ケニア伝統曲／カヤンバ ほか ※曲目は変更になる場合があります。
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）
① 割 引 0歳以上
②全席自由 500円
② 割 引 小学生
1月18日（木）10：00〜 予約受付開始

チェンバロ ロビーコンサートvol.3
3 / 8（木）12：00 開演

〜チェンバロお国巡り〜
練馬文化センター 大ホール ロビー

毎回好評をいただいているモダン・チェンバロのミニコンサートを、大ホールのロビーで開催します。普通のチェンバ
ロとは違い様々な音色が楽しめる楽器です。魅力あふれる演奏をお楽しみください。
出演：本間みち代（チェンバロ）
曲目：ラモー／鳥たちのさえずり・つむじ風、J.S.バッハ／平均律クラヴィーア曲集より ほか
料金：全席自由（無料）
定員：100名（抽選）
申込方法：往復はがきまたは電子メールで ①公演名 ②代表者の住所、氏名（ふりがな）、電話番号、電子メールアド
レス（ある方のみ）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 練馬区文化
振興協会「チェンバロ ロビーコンサート」係 または jmousikomi@neribun.or.jp へ ※申込は1人1通まで
締切：2月1日（木）必着 ※結果は2月中旬に通知します。

小学生

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
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：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：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/

募 集

第33回練馬区新人演奏会出演者選考オーディション 参加者募集
＜区外在住の方も応募できます＞

練馬区および練馬区文化振興協会は、有望な新進音楽家が広く活躍する契機として、毎年「新人演奏会」を開催して
います。選考オーディション入賞者は、11月29日（木）に開催する新人演奏会で東京フィルハーモニー交響楽団と共
演します。
日程：
【声楽部門】5月25日（金）
・6月22日（金）、
【木管楽器部門】5月26日（土）
・6月23日（土）、
【弦楽器部門】5月
27日（日）
・6月24日（日）
場所：練馬文化センター 小ホール
対象：声楽部門・木管楽器部門・弦楽器部門 ※金管楽器部門・ピアノ部門は平成31年度に実施する予定です。
応募資格：次の①〜③にあてはまる方 ①【声楽部門】平成30年3月31日現在、満18歳以上満35歳未満（昭和58年4
月2日〜平成12年4月1日生まれ）、
【木管楽器部門・弦楽器部門】平成30年3月31日現在、満15歳以上満30歳未満
（昭和63年4月2日〜平成15年4月1日生まれ）②過去にこのオーディションに合格していない ③第33回練馬区新
人演奏会へ出演できる
申込期間：2月15日（木）から4月13日（金）までの午前9時〜午後5時（土・日・祝日を除く）※先着順。定員になり次
第締切ります。
問合せ：練馬区文化振興協会 新人演奏会出演者選考オーディション担当
〒176-0001 練馬区練馬1-17-37 ☎03-3993-3311 ※詳しくは、応募要領をご覧ください。
【応募要領配布・掲示場所】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1階アトリウム・練馬区
文化振興協会HP

第10回ゆめりあ若手寄席
〜2018新春初笑い〜
1/6（土）14: 00開演

映画音楽の名作を観る
黒澤明監督特集
1/20（土）13: 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。

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！
作品：
『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）
料金：全席指定 1,000円
（1日券）※2本立て・入替なし

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

残席わずか

割 引 小学生

割 引 小学生

第５回 全日本ポップス＆ジャズバンドグランプリ大会

ねりぶんJAZZ

〜ALL JAPAN SWING BRASS SUPER LIVE 2018〜

MALTAとその教え子たち
2/3（土）15: 00開演

2/10（土） 2/11（日）

練馬文化センター 小ホール

日時：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

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！
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

SWING BRASSスペシャルコンサート
日時：２月10日（土）17:30開演
料金：全席自由 3,000円（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。）
出演：スインギー奥田 ほか
割 引 小学生

スインギー奥田

朗読×ピアノ×ダンス
マイライフ・マイステージ
2/11（日）①13：00 ②17：00開演
能祖將夫

竹村浄子

ねりま若者文化祭 ライブパフォーマンス

ねりパフォ2018

2 /18（日）11: 00開演

大泉学園ゆめりあホール

練馬文化センター 大ホール

私たちの街に住む、私たち一人一人の物語。

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

演目：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

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、児童館けん玉チーム（特別出演）
料金：全席自由 5 0 0円(18 歳 以下は無料※要無料チ
ケット)

篠田三郎 藤沢周平作品をよむ
―山桜―

練馬交響楽団
スプリングコンサート

■当日の運営ボランティアを募集します！
割 引 0歳以上
ht tps: //w w w. nerib u n .or.jp/

割 引 小学生

藤井友美

井上大辅

練馬文化センター 大ホール

3/3（土）14: 00開演

®

3/25（日）①10:30 ②14:00開演

練馬文化センター 小ホール

藤沢周平 生誕90年を記念し、
『山桜』を朗読します。
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：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

割 引 小学生

ニューイヤーコンサート2018

練馬文化センター 小ホール

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

＃NERIMA DANCE BBB NAKAMA FES

出演：桂米丸、柳亭市馬、桂文治 ほか
料金：全席指定 3,000円

1/28（日）13: 00開演
練馬文化センター 大ホール

割 引 小学生
桂米丸

料金：全席指定 4,000円 ※当日券は4,500
円（友の会割引対象外）
割 引 0歳以上

桂文治

第253回アトリウムミニステージ
1/17（水）12 : 15 -12 : 4 5

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、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。
出演：黒田詩織（ソプラノ）ほか
曲目：G.F.ヘンデル／オペラ《リナルド》より 私を泣かせ
てください、武満徹／小さな空 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

完売御礼

割 引 小学生 学生券

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！

柳亭市馬

② 割 引 小学生

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〜

第140回練馬区民寄席
〜米丸・市馬・文治〜
4 / 20（金）18：30開演

練馬文化センター 大ホール

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

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

いざな

すみだがわ

もらいむこ

能・狂言への誘い 〜隅田川・貰聟〜
料金：全席指定 6,000円

2/4（日）14: 00開演
練馬文化センター 小ホール

うしだ

厳選！ヴィルトゥオーゾシリーズ vol.1

残席わずか
割 引 小学生

ともはる

牛田智大 ピアノ・リサイタル

3 / 25（日）15 : 00開演
練馬文化センター 小ホール

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 3,500円

完売御礼
割 引 小学生

練馬文化センター イベントスケジュール 1・2月

大 大ホール

小 小ホール

ギ ギャラリー
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SUN
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子供アニメ映画会

1/

22

MON

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

小

中井恒仁＆武田美和子
門下生の会 ピアノ演奏会

1/

28

SUN

6日（土）11：30〜19：00
自由入場 無料
【問】事務局 nakai-takeda.com

大

大江戸交響楽団 第17回定期演奏会

1/

28

SUN

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

小

ニューイヤーコンサート 2018

1/

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

30

TUE

小

Thanks!Kオーケストラ 第5回定期演奏会

1/

31

WED

13日（土）13：30〜16：00
自由入場 無料
【問】代表 ☎ 080-5303-1863

小

22

MON

大

2/

FRI

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

大

＃NERIMA DANCE BBB NAKAMA FES
28日（日）13：00〜16：00
TEL
WEB
全席指定 前4,000円 当4,500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

小

窓口

SAT

大

24

2/

柳家三三 独演会「初春」

SAT

25

2/

31日(水）19：30〜21：30
全席指定 3,600円
【問】夢空間 ☎ 03-5785-0380

SUN

小

25

SUN

大

2 月

14日（日）14：00〜16：00
完売御礼
全席指定 S席3,800円 A席3,000円
【問】練馬文化センター ☎03-3948-9000

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≫

2/

1

THU

小

2/

2

FRI

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

小

新春まっぴるま寄席
春風亭小朝・三遊亭円楽 ニ人会

2/

3

SAT

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

小

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

2/

4

SUN

大

2/

4

SUN

小

ハルモニア ウインド アンサンブル
第28回定期演奏会

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

24

2/

2/

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〜

小林幸子コンサート

大

TUE

Detrás de la verdad 〜真実の後背

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

21日（日）14：00〜16：00
自由入場 無料
【問】ハルモニア ☎ 090-5126-7620

SUN

20

28日（日）14:00〜16:00
全席自由 500円
【問】事務局 ☎ 090-2305-9501

30日（火）19：00〜20：30
全席自由 5,000円
【問】
（株）チヒロネイル ☎ 03-6908-7648

18

2/

2/

新春若手花形落語会

10

2/

SAT

11

2/
1/

16

ねりま小中一貫教育フォーラム

SUN

大

27

上原理生コンサート2018

2/

TUE

1日（木）19：00〜21：00
全席指定 6,500円
【問】未来音楽企画 ☎ 03-5946-9455

小

28

練老連歌謡大会

2/

WED

2日（金）10：30〜16：00
自由入場 無料
【問】練老連歌謡大会 ☎ 03-6914-5125

小

ねりぶんJAZZ MALTAとその教え子たち
3日（土）15：00〜17：00
全席指定 3,000円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

TEL
WEB

陸上自衛隊中央音楽隊第153回定期演奏会
4日（日）14：00〜15：50
全席指定 要事前申込
【問】中央音楽隊
http://www.mod.go.jp/gsdf/central/band.html

能・狂言への誘い 〜隅田川・貰聟〜
残席わずか
4日（日）14:00〜16:00
全席指定 6,000円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

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〜
10日（土）13:30〜16:00 ソロ・アドリブ部門
11日（日）10:00〜16:00 団体部門
全席自由 各日2,000円

TEL
WEB

SWING BRASS スペシャルコンサート
10日（土）17:30〜19:30
全席自由 3,000円
※2月10日大会チケットお持ちの方は＋1,000円で入場可
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

舟木一夫コンサート2018
16日(金）15：00〜17：00
全席指定 7,560円
【問】アイエス ☎ 03-3355-3561

窓口

ねりま若者文化祭 ライブパフォーマンス
ねりパフォ2018
TEL

WEB

18日（日）11:00〜19:00
全席自由 500円（18歳以下は無料※要無料チケット）
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

第7回 東京石泉ライオンズクラブ福祉音楽祭
inねりま
20日（火）10：00〜16：00
自由入場 無料
【問】神山 ☎ 03-6303-3210

霞ヶ関フィルハーモニー管弦楽団
第18回定期演奏会
24日（土）14：00〜16：30
自由入場 無料（未就学児不可）
【問】事務局 ☎ 090-9669-7940

ローランド・フェスティバル2017
Ｖドラム／アンサンブル ファイナル
24日（土）13：00〜19：30／25日（日）15：00〜19：30
全席自由 大人1200円 小人800円 ほか
【問】ローランド ☎ 03-6684-3489

練馬区民合唱団 第26回定期演奏会
25日（日）14：00〜16：00
自由入場 無料（要整理券）
【問】練馬区民合唱団 ☎ 03-3999-6227

落語教育委員会
27日（火）19：00〜21：00
全席指定 3,600円
【問】夢空間 ☎ 03-5785-0380

第36回武蔵野音楽大学トランペット専攻生
有志による華麗なるトランペットの輝き
28日（水）19：00〜21：00
全席自由 990円
【問】山内 ☎ 090-1556-6896

大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 1・2月

ホ ゆめりあホール

ギ ゆめりあギャラリー

1 月
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SAT

ホ

1/
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SUN

ホ

1/

21

SUN

ギ

1/

22

MON

ホ

第10回ゆめりあ若手寄席
〜2018新春初笑い〜

残席わずか

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

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

岡田敦子門下卒業生によるコンサート
vol.4

25

1/

THU

ホ

29

1/

MON

ホ

30

1/
窓口

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

TUE

ホ

東京都石神井学園 地域公開講座

2/

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

ホ

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

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

第11回 東大泉寄席（5周年記念）
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

歌声喫茶ともしびin大泉学園

2/

ホ

22
ホ

2 月
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11
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ホ
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12
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ホ
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ピアノデュオコンサート

14
ホ

15
21
WED

2/

THU

2/

ギ

24

SAT

2/

25

SUN

2日（金）18：00〜20：00
全席自由 1,000円
【問】事務局 yuu.sato@my.com

ホ

アンサンブル大泉2018

2/

25

SUN

3日（土）14：00〜16：30
自由入場 無料
【問】事務局 ensemble̲owo@yahoo.co.jp

ホ

3日（土）19：00〜21：00
全席自由 大人2,000円 小人1,000円
【問】ドルチェジーリョ teatro.dolce.giglio@gmail.com

5

2/

ホ

ホ

MON

2/

1日（木）16：30〜20：30
自由入場 無料
【問】水野門下 ☎ 042-636-6795

子どもと大人と、みんなで楽しむ音楽と美術
の出会い コンサートとテンペラ画の融合

SAT

2/

東京音楽大学・東京音楽大学付属高等学校
水野貴子門下生 発表会

3

☎ 03-5933-0801

22日（月）14：30〜16：30
全席自由 3,000円
【問】歌おうの会 ☎ 090-8809-6639

21

WED

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

THU

WED

冬の集い 歌声コンサート

20

TUE

2/

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

11日（木）15:30〜19:30
自由入場 無料
【問】門下生代表 ☎ 090-7636-2702

2/

ホ

オペラヴェーラ・ニューイヤーコンサート

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

18

SUN

市民公開講座「がん医療の最前線」
18日（日）13：00〜16：00
自由入場 無料
【問】総合東京病院 ☎ 03-3387-5421

サロンコンサートSaluto！
第11回：イタリアオペラとトスティ歌曲の世界
20日（火）19：00〜21：00
全席自由 一般3,000円 学生1,500円
【問】石塚声楽研究会 ☎ 090-1303-0451

小堀勇介×加耒徹 Duo ConcertⅡ
21日（水）13：30〜15：30
全席指定 Ｓ席4,500円 Ａ席4,000円
【問】ブランディング ☎ 03-4214-8338

歌声喫茶ともしびin大泉学園
22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

大泉スワロー体育クラブ 七田式教室発表会
〜大泉スワロー・練馬教室〜
24日（土）10：00〜11：30
自由入場 無料
【問】大泉スワロー ☎ 03-3925-6006

Ayaka Piano Studio発表会
25日（日）13：00〜16：00
自由入場 無料
【問】ヒノウエ ☎ 080-1045-4534

アンゲネーム管弦楽団
第11回室内楽演奏会
25日（日）19：00〜21：00
全席自由 500円
【問】宣伝係 angenehm̲information@yahoo.co.jp

世の終わりのための四重奏曲
―近代室内楽の夕べ―
5日（月）19：00〜21：10
全席自由 一般3,000円 学生1,500円
【問】近代室内楽の夕べ ☎ 090-4966-7058

ぷっぷるのおんがくだいすき！
み〜んなあつまれ！コンサート
7日（水）14：40〜15：20
自由入場 無料（要事前申込）
【問】石神井西センター ☎ 03-3904-2211

朗読×ピアノ×ダンス
マイライフ・マイステージ
11日（日）13:00〜15:00／17:00〜19:00
全席自由 各回500円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

TEL
WEB

ラジオからあなたへ
ネリブロ・ワンダーランド vol.７
12日（月・休）19：30〜21：15
全席自由 前2,500円 当3,000円
【問】練馬放送 担当 ☎ 050-5278-2712

佐藤憲介フルートリサイタル シリーズPart17
〜シューベルトの夕べ
14日（水）19：00〜21：00
全席自由 3,000円
【問】パウエルフルート ☎ 03-5339-8383

東京都立大泉桜高等学校
第11期生 卒業制作展
15日（木）〜21日（水）
自由入場 無料
【問】都立大泉桜高校 ☎ 03-3978-1180

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

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12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 18 .1

/ Vol.39 4

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

1

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

6

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

西武池袋線
西武有楽町線
都営地下鉄大江戸線

馬

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

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＞

大月 VS 秩父

三遊亭小遊三・林家たい平

二人会

平成30年

1月17日（水）

開場13:00 開演13:30

なかのZERO 大ホール

JR・東京メトロ東西線
「中野駅」
南口徒歩8分

好評
発売中！

■

全席指定 3,700円
［Pコード：481-708］
［Lコード：31981］

なかのZEROチケットセンター 03-3382-9990 http://nicesacademia.jp/

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］

■

練馬文化センター≪窓口販売のみ≫10〜20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30（2018）年1月発行／通巻第394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/

新春まっぴるま対決

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→

