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!

小池ちとせ

吉岡アカリ

山﨑みのり
©深谷 義宣/aura.Y2

大澤徹訓

石神井公園ふるさと文化館分室特別展「宮沢賢治―友情のかたち」連携事業

練馬区演奏家協会コンサート

野村万作「無布施経」

野村萬斎「首引」

万作・萬斎狂言の会
〜無布施経・首引〜
ふせないきょう

賢治の愛した音楽

くびひき

4 /13（金）19 : 00 開演

6 /13（水）19：00 開演

大泉学園ゆめりあホール

練馬文化センター 小ホール

宮沢賢治の愛した珠玉の名曲と自作の曲を
朗読とお話と共にお届けする、至福のひととき。

日本を代表する伝統文化
狂言 の神髄をご堪能ください。

石神井公園ふるさと文化館分室で開催する特別展「宮沢賢治―友情のかた
ち」
（ 4月14日（土）〜7月1日（日））との連携コンサート！宮沢賢治が評した
ベートーヴェンの「月光」をはじめ、賢治自らが作詞・作曲した「星めぐりの歌」
を朗読と共にお届けします。その他にも賢治が愛した音楽作品が盛りだくさ
ん。宮沢賢治ワールド満載のコンサートをお楽しみください！

人間なら誰でも持つ心のゆれが、シテ（野村万作）の独演によってユーモラス
に、一抹の哀愁をもって描かれる「無布施経」と、豪胆な英雄・為朝と勝負す
る娘の姫鬼、懸命に応援する親鬼（野村萬斎）の人間以上に子煩悩な姿に
思わず顔がほころんでしまう「首引」の狂言2曲を解説付きでお届けします。

出演：小池ちとせ（ピアノ）、吉岡アカリ（フルート）、山﨑みのり（チェロ）、
大澤徹訓（編曲）
（トリオ版・大澤徹訓編）、
曲目：ベートーヴェン／交響曲第6番「田園」
宮沢賢治／星めぐりの歌、ポッパー／ハンガリー狂詩曲 ほか
料金：全席自由 1,000円

2月3日（土）10:00〜 販売開始

割 引 小学生

出演：野村万作、野村萬斎、石田幸雄、高野和憲、月崎晴夫、竹山悠樹 ほか
解説：野村萬斎
料金：全席指定 5,000円
（株）万作の会
共催：

２月10日（土）10:00〜 予約受付開始

割 引 小学生

New!

親子で楽しむミュージックキャラバン
光が丘児童館ぴよぴよ（練馬区光が丘１-３-１）
3 /16（金）14：00 開演
子育てを応援する地域の小さな演奏会。
子育てに忙しくて時間がない。赤ちゃんを連れて遠出するのも大変。そんなお父さんお母さんに、お家の近くの子育てひ
ろばで、リラックスした時間を楽しんでもらう演奏会。赤ちゃんと一緒に音を聴いて、ふれあい、遊び、声を出しましょう。
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）ほか
料金：無料（申込不要、先着40組80名程度）
※車でのご来場はご遠慮ください。

New!

0 歳以上

練馬区ジュニア・オーケストラ第33回定期演奏会
練馬文化センター 大ホール
3 /18（日）14：00 開演
故郷〜ふるさと〜 を想う名曲を集めた演奏会。若き演奏をお楽しみください！
1985年に結成された区内の小学生〜高校生によるオーケストラです。今回は「故郷」をテーマに、チェコの民族色
にあふれたドヴォルザーク「交響曲第8番」をはじめ、フィンランドの作曲家シベリウスが祖国のためにかいた交響詩
「フィンランディア」、イタリアで国民的人気を誇るヴェルディのオペラ「ナブッコ」から序曲など、名曲を揃えました。
それぞれの 故郷 を思い浮かべながら、ぜひお楽しみください。

New!

（管弦楽）、田邉賀一（指揮）
出演：練馬区ジュニア・オーケストラ
曲目：シベリウス／交響詩「フィンランディア」、ドヴォルザーク／交響曲第8番、ヴェルディ／歌劇「ナブッコ」より序
曲 ほか
2月1日（木）10：00〜 申込受付開始（窓口・電話のみ） 小学生
料金：全席自由 無料（要チケット）

H ZETTRIO「Mysterious Superheroes TOUR 〜こどもの日Special〜」
練馬文化センター 大ホール
5 / 5（土・祝）16：00 開演
H ZETT M率いるピアノトリオがこどもの日にやってくる！
2014年「モントルー・ジャズ・フェスティバル」への出演をキッカケに、国内外の大型フェスに多数出演。今注目のピ
アノトリオが練馬文化センター初登場！今回は こどもの日Special として、大人はもちろん親子でも、迫力の演奏
をお楽しみください。

New!

出演：H ZETTRIO
料金：全席指定 5,000円
※未就学児ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）※当日券（5,500円）は友の会割引適用外
（株）サンライズプロモーション東京
共催：
企画制作：World apart ltd.
2月17日（土）10：00〜 予約受付開始 優 先

割 引

0 歳以上

Ha aheo Japan Tour 2018
ハアヘオ来日公演〜ハワイアン・ミュージック＆フラ・コンサート〜
練馬文化センター 大ホール
6 /10（日）17：00 開演
音楽とフラが融合する真のハワイ魂をお届けします。
若きウクレレの伝道師ハーブ・オオタ・ジュニアを中心に、ハワイの伝統と革新をあわせ持つ実力派が集結したスー
パーユニット。ハワイからの風をステージいっぱいにお届けします。日本国内で活躍するハラウとの共演もお楽しみ
ください。
出演：ハーブ・オオタ・ジュニア、カポノ・ナイリイリ、チャド・タカツギ、サラ・カマレイ（フラダンサー）
料金：全席指定 S席6,500円 A席5,000円 ※未就学児ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）
2月25日（日）10:00〜 予約受付開始 優 先 割 引
（株）プランクトン
共催：

募 集

練馬区ジュニア・オーケストラ
入団オーディション 参加者募集

一緒に演奏を楽しみませんか？新年度入団オーディションを開催します。
対象：平成30年4月1日現在、次の①〜③に当てはまる方
①区内在住・在学の小学4年生〜17歳 ②原則、希望する楽器の経験があ
る ③毎週土曜の午後に生涯学習センター分館で行う練習に参加できる
日時：4月7日（土）午後2時から
場所：生涯学習センター分館 音楽室
申込：往復はがきまたはメールで ①オーディション名 ②住所 ③氏名（ふ
りがな）④年齢（学生は4月からの学校名・学年も）⑤電話番号 ⑥保護
者氏名 ⑦希望楽器と経験年数をご記入の上、〒176-0001練馬区練馬
1-17-37 練馬区文化振興協会 ジュニア・オーケストラ担当
または neri.jr.ok@neribun.or.jp へ
締切：3月29日
（木）必着
募集楽器：
【弦 楽 器】ヴァイオリン（第3ポジション習得以上）、ヴィオラ
（ヴァイオリン経験があれば応募可）、チェロ、コントラバス【管楽器】クラ
リネット、トランペット、トロンボーン ※コントラバスはピアノ等他楽器の
経験があり、楽譜が読めれば未経験者も応募可。
問合せ：練馬区文化振興協会 ジュニア・オーケストラ担当 ☎03-3993-3311

募 集

0 歳以上

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）
※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。
場所：練馬文化センター 小ホール
応募資格：次の①〜③に当てはまる方 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

朗読×ピアノ×ダンス
マイライフ・マイステージ

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〜
2/10（土） 2/11（日・祝） 練馬文化センター 大ホール
日時：２月10日（土） 13:30開演 ソロ・アドリブ部門
２月11日（日・祝）10:00開演 団体部門
料金：全席自由 各日2,000円

スインギー奥田

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

2/11（日・祝）①13：00 ②17：00開演
能祖將夫

竹村浄子

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

チェンバロ ロビーコンサートvol.3

ねりパフォ2018

〜チェンバロお国巡り〜

2 /18（日）11: 00開演

3 / 8（木）12：00開演

練馬文化センター 大ホール

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 500円
※18歳以下無料（要無料チケット）
割 引 0歳以上

ピアノ・ソプラノ・
ヴァイオリンによる『nerima春の音楽祭』

練馬交響楽団
スプリングコンサート

第53回ワンコイン・コンサート

3/10（土）①13：30 ②16：00開演

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

（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」

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

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）
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

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 ※小学生以
① 割 引 0歳以上
下無料（要無料チケット）
②全席自由 1,000円

4 / 20（金）18：30開演

ケニアの伝統楽器
「ニャティティ」ってなぁに？
第54回ワンコイン・コンサート

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」

出演：桂米丸、柳亭市馬、桂文治 ほか
料金：全席指定 3,000円

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）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）
① 割 引 0歳以上
②全席自由 500円
② 割 引 小学生

桂文治

大谷康子＆
スロヴァキア国立放送交響楽団

稲垣潤一 コンサート2018
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

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！

©尾形正茂

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
割 引 小学生

©Hiro OTSUKA

第254回アトリウムミニステージ
2/21（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コントラバスの演奏です。
出演：藤井将矢（コントラバス）ほか
曲目：サン=サーンス／白鳥、ボッテジーニ／カプリチオ・
ディ・ブラヴーラ 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

練馬文化センター 小ホール

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！

割 引 小学生
桂米丸

② 割 引 小学生

加藤桜子

第140回練馬区民寄席
〜米丸・市馬・文治〜

柳亭市馬

練馬文化センター 大ホール ロビー

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：無料（要事前申込）
定員：100名（抽選）
締切：2月1日（木）必着 ※申込方法は練馬文化センター
HPをご覧ください。
小学生

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

赤松美紀

割 引 小学生

藤井友美

井上大辅

ねりま若者文化祭 ライブパフォーマンス

伊藤万桜

大泉学園ゆめりあホール

私たちの街に住む、私たち一人一人の物語。

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

ねりぶんJAZZ

練馬文化センター 大ホール

世界中で絶賛の交響楽団が、待望の再来日。
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：S席8,000円 A席6,500円
割 引 小学生
B席5,000円 C席3,500円

MALTAとその教え子たち

2/3（土）15: 00開演

料金：全席指定 3,000円

練馬文化センター 小ホール

割 引 小学生

篠田三郎 藤沢周平作品をよむ―山桜― ®
3/3（土）14: 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：全席自由 1,000円

残席わずか
割 引 小学生

練馬文化センター イベントスケジュール 2・3月
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練老連歌謡大会
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ねりぶんJAZZ MALTAとその教え子たち
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〜

3/

完売御礼
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〜
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

Ｗｏｏｄｙ Ｍａｄｍｅｎ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ
第7回コンサートライブ

4

SUN

WEB

18日（日）11:00〜19:00
全席自由 500円 ※18歳以下無料（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1,200円 他 小人800円 他
【問】ローランド ☎ 03-6684-3489

平成29年度 練馬区防災功労者・功労団体表
彰式 防災講演会
4日（日）13：00〜15：30
自由入場 無料
【問】練馬区区民防災課 ☎ 03-5984-2605

5

おーけすとら・ぴとれ座 第3回音楽会

MON

小

10

3/

SAT

小

11

3/

SUN

大

14

WED

小

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

4日（日）13：30〜16：00
自由入場 無料
【問】藤野 ☎ 090-5397-7185

小

3/
窓口

篠田三郎 藤沢周平作品をよむ −山桜−

4

大

3/

2日（金）18：30〜20：30
全席自由 1,000円
【問】打楽器会 ☎ 080-6206-1738

小

SUN

3/

武蔵野音楽大学打楽器専攻学生有志による
打楽器アンサンブル演奏会

残席わずか
3日（土）14：00〜15：30
TEL
全席自由 1,000円
WEB
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

SAT

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

16日(金）15：00〜17：00
全席指定 7,560円
【問】アイエス ☎ 03-3355-3553

2

FRI

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

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

小 小ホール

ギ ギャラリー

3 月

上原理生コンサート2018

3日（土）15：00〜17：30
全席指定 3,000円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

大 大ホール

16

3/

FRI

小

17

3/

SAT

大

17

3/

SAT

小

18

3/

SUN

小

5日（月）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 ☎ 090-5388-7015

はるかぜシンフォニックバンド 第2回演奏会
10日（土）17：30〜19：00
自由入場 無料
【問】当団広報担当 harukaze.symphonicband@gmail.com

東京家政学院中学高等学校吹奏楽部
第25回定期演奏会
11日（日）13：30〜16：00
自由入場 無料
【問】東京家政学院中高 ☎ 03-3262-2256

日本大学芸術学部音楽学科
平成29年度卒業演奏会
14日(水）18：00〜21：00
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科事務
☎ 03-5995-8240

ザ・ネリマ現代舞踊展Vol.30 記念公演
16日（金）18：45〜20：45
全席自由 3,500円
【問】藤里 ☎ 03-3995-2218

ニューシティオーケストラ 第72回定期演奏会
17日（土）14：00〜16：00
全席自由 1,000円
【問】団代表 ☎ 050-5873-0546

宮地楽器ＭＵＳＩＣＪＯＹ
弦楽アンサンブル発表会
17日（土）14：15〜16：00
自由入場 無料
【問】宮地楽器新宿店 ☎ 03-3348-1122

練馬区ジュニア・オーケストラ
第33回定期演奏会
18日（日）14：00〜16：00
全席自由 無料（要チケット）
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

21

3/

WED

大

22

3/

THU

大

3/

23

FRI

小

3/

24

SAT

小

3/

25

SUN

大

3/

25

SUN

小

3/

26

MON

大

3/

26

MON

小

3/

27

TUE

小

3/

28

WED

大

3/

29

THU

小

3/

30

FRI

小

ジャパンゴスペル クワイアーズ
フェローシップ コンサート 2018
21日（水）15：00〜18：00
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】JGCF2018 ☎ 044-543-8700

豊昭学園吹奏楽部 第20回定期演奏会
22日（木）18：00〜21：00
自由入場 無料
【問】豊昭学園吹奏楽部 ☎ 03-3988-5511

淑徳巣鴨中学高等学校ギター部
第8回定期演奏会
23日（金）17：30〜19：30
自由入場 無料
【問】木村 ☎ 03-3918-6451

佐々木理子門下生による
第25回春のコンサート
24日（土）19：00〜20：30
無料（要整理券）
【問】リコミュージック ☎ 090-9806-0792

練馬交響楽団スプリングコンサート
25日（日）①10：30〜11：30 ②14：00〜16：00
①全席自由 500円 ※小学生以下無料（要無料チケット）
②全席自由 1,000円
TEL
WEB
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

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
予定枚数終了
25日（日）15：00〜17：00
全席指定 3,500円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

東京都立大泉高等学校・附属中学校吹奏楽部
第40回定期演奏会
26日（月）18：30〜20：40
自由入場 無料
【問】大泉高校吹奏楽部 ☎ 03-3924-0318

都立武蔵丘高校吹奏楽部
第32回定期演奏会
26日（月）18：30〜20：30
自由入場 無料
【問】都立武蔵丘高校 ☎ 03-3999-9308

第49回 太陽の子の舞踊会
27日（火）17：30〜20：00
自由入場 無料
【問】太陽の子 ☎ 03-3982-0025

第56回東京立正中学高等学校吹奏楽団
定期演奏会
28日（水）18：00〜21：00
全席自由 前500円 当600円
【問】東京立正中高事務 ☎ 03-3312-1111

明治学院東村山高校ブラスバンド部
第12回定期演奏会
29日（木）18：30〜20：30
自由入場 無料
【問】明治学院 梅原 ☎ 042-391-2142

私達の青い春
30日（金）19：00〜20：30
全席自由 2,500円
【問】セナ舞踊企画 ☎ 080-3317-5362
オーワン

25

2/

SUN

大

27

2/

TUE

小

28

2/

WED

小

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

20

3/

TUE

大

第25回 平和祈念コンサート
20日（火）18：00〜20：30
要事前申込
【問】総務課総務係 ☎ 03-5984-2600

春風亭一之輔 独演会

20 「一之輔のすすめ、レレレ〜Vol．15」

3/

TUE

小

20

3/

TUE

ギ

20日（火）19：00〜21：00
全席指定 3,600円
【問】
（株）夢空間 ☎ 03-5785-0380

平和祈念資料コーナー
20日（火）
自由入場 無料
【問】総務課総務係

☎ 03-5984-2600

3/

31

SAT

小

第39回バレエクリスタル・ダンスＯ１研究生
発表会
31日（土）17：00〜20：00
無料（要整理券）
【問】ダンスＯ１ ☎ 03-5936-2882

大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 2・3月

ホ ゆめりあホール

ギ ゆめりあギャラリー

2 月
2/

1

THU

ホ

2/

2

FRI

ホ

2/

3

SAT

ホ

2/

7

WED

ホ

8

THU

ギ

2/

11

SUN

ホ

2/

12

MON

ホ

2/

14

WED

ホ

15
21
WED

2/

THU

2/

ギ

22

THU

2/

23

FRI

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/

24

SAT

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

ホ

2/

ピアノデュオコンサート

ホ

5

2/

ホ

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

MON

2/

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

3

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

世の終わりのための四重奏曲
―近代室内楽の夕べ―

2/

24

SAT

ホ

2/

25

SUN

5日（月）19：00〜21：00
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

ホ

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

2/

25

SUN

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

ホ

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

第二回武蔵野音楽大学オーボエファゴット専攻
生有志によるダブルリードアンサンブル演奏会
23日（金）19：00〜21：00
全席自由 前800円 当1,000円
【問】ダブルリード会 ☎ 080-6662-8111

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

武蔵野音楽大学ユーフォニアム・チューバ専攻
生有志によるアンサンブルコンサート
24日（土）18：30〜20：30
全席自由 前800円 当1,000円
【問】多田 ☎ 090-6427-1356

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

ホ
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3/

SUN

ホ

20

3/

TUE

ホ

21

3/

WED

ホ

23

3/

FRI

ホ

23
FRI
25
SUN

3/

3/

ギ

3/

SAT

８日（木）〜14日
（水）
自由入場 無料
【問】水川 ☎ 080-1203-2683

11日（日・祝）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

SAT

24

□展

朗読×ピアノ×ダンス
マイライフ・マイステージ

10

3/

ホ

3 月
3/
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

2

東邦音楽大学ホルンアンサンブル
第19回マジカルエスカルゴ定期演奏会

ホ

2日（金）18：30〜21：00
全席自由 1,000円
【問】東邦音楽大学 宮下 ☎ 080-9098-7500

FRI

3/

3

SAT

ホ

3/

5

MON

ホ

3/

7

WED

ホ

平成30年 飯塚音楽スタジオ発表コンサート
3日（土）18:30〜21：00
自由入場 無料
【問】飯塚音楽スタジオ ☎ 090-1432-4029

第7回 武蔵野音楽大学フルート会
有志演奏会
5日（月）18：00〜20：00
全席自由 前1,000円 当1,500円
【問】代表（中條） ☎ 080-2983-6433

28

3/

WED

ホ

27
2
MON

3/

TUE

4/

ギ

30

3/

THU

ホ

18

SUN

ホ

2/

20

TUE

ホ

2/

21

WED

ホ

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

3/

8

THU

3/

7日（水）19：00〜21：00
全席自由 1,000円
【問】武蔵野弦楽器 ☎ 090-7797-0219

3/

8日（木）14：00〜16：00
自由入場 無料
【問】髙山 ☎ 03-3827-5893

8

『リラックス革命』528Hｚ・アコースティック
Live By TOKMA

ホ

8日（木）19：00〜20：45
全席自由 前2,000円 当2,500円 他
【問】鎌倉 ☎ 080-6933-5287

9

FRI

ホ

リトルコンサート
11日（日）13：30〜16：00
自由入場 無料
【問】T.K.ファブリック ☎ 03-3995-6715

石神井交通安全のつどい（交通安全教室)
20日（火）14：00〜16：00
自由入場 無料（要整理券 当日配布）
【問】石神井警察署 ☎ 03-3904-0110（内線4112）

第4回 琉球古典芸能と空手の集い
21日（水）13：00〜16：00
自由入場 無料
【問】寺本さやか研究所 ☎ 090-1791-5332

たまみずき『スプリングフェスティバル』
23日（金）14：00〜16：00
全席自由 500円
【問】たまみずき ☎ 03-5923-7188

たまみずき アート療育展示会
23日（金）〜25日（日）
自由入場 無料
【問】たまみずき ☎ 03-5923-7188

佐々木真・相澤政宏
フルートデュオコンサート
24日（土）16：00〜18：00
全席自由 一般3,000円
学生・障害のある方・日本フルート協会会員 2,000円
【問】みゆずメソン ☎ 048-477-1313

間宮ピアノ教室発表会
28日（水）14：30〜19：00
自由入場 無料
【問】間宮ピアノ教室 ☎ 048-482-8446

野に咲く花・庭に咲く花・野菜・果物
野の花スケッチ展
27日（火）〜4月2日（月）
自由入場 無料
【問】野の花スケッチ ☎ 03-5933-1330

歌声喫茶ともしびin大泉学園
30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

チケット窓口販売

第20回 朗読・風の会発表会

ホ

THU

10日（土）①13：30〜14：10 ②16：00〜17：00
①全席指定 500円 ※2歳以下ひざ上無料（座 TEL
WEB
席が必要な場合は有料）②全席自由 500円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

武蔵野音楽大学弦楽器専攻生有志による
ENSEMBLE CONCERT

窓口

2/

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』

埼玉県立芸術総合高等学校音楽科13期卒業
生によるコンサート ぱれっ音―palette―
９日（金）19：00〜21：00
自由入場 無料
【問】芸総13期 geisou.music13@gmail.com

（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3 0年1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
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/ Vol.39 5

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

練馬文化センターチケット予約専用電話（10:00〜17:00）

友の 会
特典
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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
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（10:00〜20:00）
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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

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。

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＞

平成 3 0年

4 月17日（火）

開場18:30
開演19:00
なかのZERO 大ホール
ＪＲ・東西線
「中野駅」
南口徒歩7分

春風亭一之輔
1/30
（火）

発売

三遊亭萬橘

■

全席指定 3,600円
［Pコード：483-844］
［Lコード：34524］

なかのZEROチケットセンター
03-3382-9990

気になる三人かい…
平成 3 0年

好評
発売中！

4 月6 日（金）

開場18:00
開演18:30
めぐろパーシモンホール 大ホール
東急東横線
「都立大学駅」
徒歩7分

三遊亭兼好

桃月庵白酒

S席3,700円 A席3,200円
［Pコード：482-909］
［Lコード：32469］

春風亭一之輔

めぐろパーシモンホール
チケットセンター
03-5701-2904
（10時〜19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2月発行／通巻第395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/

桃月庵白酒

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→

