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アンコール

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

毎年恒例の松竹大歌舞伎。
凛々しい立役で人気の尾上菊之助が登場。
長い布晒を使っての力強くもたおやかな踊りが見どころの『近江のお兼』、河
竹黙阿弥により書き上げられ、七五調の渡り台詞や「鞘當」の趣向、「縁切
り」の場面など多くの歌舞伎の様式美を描く『曽我綉俠御所染』、下駄で
タップを踏み鳴らすという独創的な趣向の明るく楽しい舞踊劇の『高坏』。見
どころ溢れる三作品をご堪能ください。
※毎年大人気！事前に見所が分かる＜歌舞伎プレセミナー＞と同時申込み
がおすすめ！中面をチェック！

練馬文化センター 大ホール

3月21日（水・祝）10:00～ 予約受付開始

7/29（日） 昼の部 13:00 夜の部 17:30開演

全席指定 一等席5,800円 二等席4,800円 三等席3,000円
※学生券取扱いあり

料金：

割  引 小学生

New!

岩波ホール発

白石加代子「百物語」シリーズ アンコール上演
「牡丹灯籠」

「百物語」シリーズ、待望のアンコール上演第二弾！
映画や歌舞伎、落語、新劇といった様々なジャンルで人気の作品を前後編の
通し狂言一本立てでお贈りした、白石加代子「百物語」シリーズの総決算、『牡
丹灯籠』アンコール上演決定！
カラーンコローンと下駄の音も涼やかに、お札剥がしで有名な怪談話と仇討
の話が複雑に絡んだ一大巨編で暑気払いをいたします。

練馬文化センター 小ホール

3月10日（土）10：00～ 予約受付開始

6/30（土） 18:30開演

白石加代子
　　  鴨下信一
三遊亭圓朝「牡丹灯籠」
全席指定 5,000円

出演：
構成・演出：
演目：
料金：

割  引 小学生

New!

学生券優 先

（公社）全国公立文化施設協会 主催 東コース

さやあて

ぬのさらし



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

募集楽器： 【弦楽器】ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス
 【管楽器】フルート、クラリネット、トランペット、トロンボーン
対象：平成30年4月1日現在、次の①～③に当てはまる方
①練馬区在住・在学の小学4年生～17歳 ②毎週土曜14：15～16：30に
生涯学習センター分館で行う定期練習に参加できる ③原則、希望する楽
器の経験がある ※ヴァイオリンは第3ポジション習得以上 ※ヴィオラは
ヴァイオリン経験があれば応募可 ※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る方なら未経験者も応募可　
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
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

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。

＜区外在住の方も応募できます＞

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

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：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

募 集

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。

冨岡哲朗冨岡哲朗

池田幸美

髙橋さやか

臼井祐香 石田奎斗臼井祐香 石田奎斗

New!
まちなかコンサート vol.21 in 光が丘

気軽に本格的な音楽を楽しめる「まちなかコンサート」。今回は、練馬こぶしハーフマラソンにて開催！

3/25（日） 11：00開演

日本大学芸術学部音楽学科金管五重奏＜冨岡哲朗（トランペット）、髙橋さやか（トランペット）、
臼井祐香（ホルン）、池田幸美（トロンボーン）、石田奎斗（テューバ）＞
バック・トゥ・ザ・フューチャー、負けないで、風になりたい、You raise me up ほか
自由入場 無料（申込不要） 

光が丘公園けやき広場にひろがる金管五重奏の響きをお楽しみください！

出演：

曲目：
料金：

光が丘公園けやき広場 特設ステージ（練馬区光が丘4-1-1）

New!
まちなかコンサート vol.22 in 向山庭園

気軽に本格的な音楽を楽しめる「まちなかコンサート」。今回は、練馬区立向山庭園にて開催！ 

4/7（土） 12:45開演

森垣悠美（ヴァイオリン）、大岩直季（チェロ）
ヴィヴァルディ／四季『春』、エルガー／愛の挨拶、ヘンデル／水上の音楽 ほか
自由入場 無料（申込不要）

日本庭園で桜を鑑賞しながら、クラシック音楽をお楽しみください。春風に乗って、あなたに素敵なひとときをお届
けします。

※車でのご来場はご遠慮ください。 ※雨天の場合は室内にて開催します。

※車でのご来場はご遠慮ください。 ※荒天時は中止となる場合があります。

出演：
曲目：
料金：

練馬区立向山庭園（練馬区向山3-1-21）

New!

3月21日（水・祝）10:00～ 予約受付開始 割  引 小学生

0歳以上

0歳以上

平成三十年度（公社）全国公立文化施設協会 主催 東コース 

歌舞伎プレセミナー

歌舞伎がもっと身近に！もっとおもしろく！！

7/11（水） 19：00開演

葛西聖司（アナウンサー・古典芸能解説者）
全席自由 500円

練馬区生まれ・練馬区在住、古典芸能解説でも大活躍の葛西聖司さんが、公演のみどころや歌舞伎の基本を分かり
やすく解説！
※松竹大歌舞伎公演と同時申込みがおすすめ！

出演：
料金：

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。 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255回アトリウムミニステージ

3/14（水） 12 :15-12 :45 練馬区役所１階アトリウム

平山麻美（ピアノ）　
シューマン／トロイメライ、
リスト／愛の夢 ほか　　　
自由入場 無料

※車でのご来場はご遠慮ください。

※車でのご来場はご遠慮ください。

出演：
曲目：

料金：

毎月開催しているお昼休みのコンサート。
今回は、ピアノの演奏です。

0歳以上

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！

4/20（金） 18：30開演 練馬文化センター 小ホール

桂米丸、柳亭市馬、桂文治 ほか
全席指定 3,000円

出演：
料金：

第140回練馬区民寄席 
～米丸・市馬・文治～

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

稲垣潤一 コンサート2018

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！

5/19（土） 16 :30開演 練馬文化センター 大ホール

稲垣潤一
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。
全席指定 6,500円

出演：
曲目：

料金：

大谷康子＆
スロヴァキア国立放送交響楽団

世界中で絶賛の交響楽団が、待望の再来日。

6/24（日） 15:00開演 練馬文化センター 大ホール

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）
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」
S席8,000円 A席6,500円 
B席5,000円 C席3,500円

出演：

曲目：

料金：

割  引 小学生

練馬交響楽団 
スプリングコンサート 

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

3/25（日） ①10:30  ②14:00開演 練馬文化センター 大ホール

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）
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

出演：

料金：

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）

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）
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：

料金：
　

伊藤万桜 赤松美紀 加藤桜子

割  引 小学生
柳亭市馬 桂米丸 桂文治

①
②

0歳以上割  引

①
②

0歳以上割  引

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

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）

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
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：

料金：

割  引 小学生

①
②

0歳以上割  引

0歳以上予定枚数終了

予定枚数終了

残席わずか

割  引 小学生

©尾形正茂

割  引 小学生

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～

音楽とフラが融合する真のハワイ魂をお届けします。

6/10（日） 17：00開演 練馬文化センター 大ホール

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、日本のフラチーム 
ほか
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）

出演：

料金：

親子で楽しむ
ミュージックキャラバン

子育てを応援する地域の小さな演奏会。

3/16（金） 14：00開演 光が丘児童館（光が丘1-3-1）

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）＞
手のダンス（アルゼンチン）、小さな家（ハンガ
リー） ほか
無料（申込不要、先着40組80名程度）

出演：

曲目：

料金：

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賢治の愛した音楽

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。

4/13（金） 19 :00開演 大泉学園ゆめりあホール

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）
ベートーヴェン／交響曲第6番「田園」（トリオ版・
大澤徹訓編）、ピアノソナタ第14番「月光」 ほか
全席自由 1,000円

出演：

曲目：

料金：

©Hiro OTSUKA
割  引 0歳以上

大澤徹訓
山﨑みのり

©深谷 義宣/aura.Y2

吉岡アカリ小池ちとせ

山﨑みのり
©深谷 義宣/aura.Y2

吉岡アカリ小池ちとせ

劇団四季が贈る、進化系エンターテインメント

練馬区文化振興協会協力事業

　　　　『ソング＆ダンス65』

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

4/25（水）26（木）27（金） 練馬文化センター 大ホール

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（座席が必要な場合は有料）

料金：

撮影：荒井健

練馬区ジュニア・オーケストラ
第33回定期演奏会

“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！

3/18（日） 14：00開演 練馬文化センター 大ホール

練馬区ジュニア・オーケストラ（管弦楽）、
田邉賀一（指揮）
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 ほか
全席自由 無料（要チケット）

出演：

曲目：

料金： 小学生



練馬文化センター イベントスケジュール 3・4月 大ホール 小ホール ギャラリー大 ギ小

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

窓 口

窓 口

窓 口

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

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

3/2
FRI

小
23日（金） 17：30～19：30 
自由入場 無料
【問】木村　☎ 03-3918-6451

淑徳巣鴨中学高等学校ギター部
第8回定期演奏会

3/23
FRI

小
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

佐々木理子門下生による
第25回春のコンサート

3/24
SAT

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
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

練馬交響楽団スプリングコンサート3/25
SUN

小
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

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

3/25
SUN

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

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

3/26
MON

小
26日（月） 18：30～20：30 
自由入場 無料
【問】都立武蔵丘高校　☎ 03-3999-9308

都立武蔵丘高校吹奏楽部
第32回定期演奏会

3/26
MON

小
27日（火） 17：30～20：00 
自由入場 無料
【問】太陽の子　☎ 03-3982-0025

第49回 太陽の子の舞踊会3/27
TUE

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

第56回東京立正中学高等学校吹奏楽団　
定期演奏会

3/28
WED

小
29日（木） 18：30～20：30 
自由入場 無料
【問】明治学院 梅原　☎ 042-391-2142

明治学院東村山高校ブラスバンド部
第12回定期演奏会

3/29
THU

小
30日（金） 19：00～20：30 
全席自由 2,500円
【問】セナ舞踊企画　☎ 080-3317-5362

私達の青い春3/30
FRI

小
31日（土） 17：00～20：00 
無料（要整理券）
【問】ダンスＯ１　☎ 03-5936-2882

第39回バレエクリスタル・ダンスＯ１研究生
発表会

3/31
SAT

小
3日（土） 14：00～15：30 
全席自由 1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

篠田三郎 藤沢周平作品をよむ －山桜－　3/3
SAT

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

Ｗｏｏｄｙ Ｍａｄｍｅｎ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　
第7回コンサートライブ

3/4
SUN

小
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

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

3/4
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

おーけすとら・ぴとれ座 第3回音楽会3/5
MON

小
10日（土） 17：30～19：00 
自由入場 無料
【問】当団広報担当　harukaze.symphonicband@gmail.com

はるかぜシンフォニックバンド 第2回演奏会3/10
SAT

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

東京家政学院中学高等学校吹奏楽部 
第25回定期演奏会

3/11
SUN

小
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

日本大学芸術学部音楽学科
平成29年度卒業演奏会

3/14
WED

小
16日（金） 18：45～20：45 
全席自由 3,500円
【問】藤里　☎ 03-3995-2218

ザ・ネリマ現代舞踊展Vol.30 記念公演3/16
FRI

17日（土） 14：00～16：00 
全席自由 1,000円
【問】団代表　☎ 050-5873-0546

ニューシティオーケストラ 第72回定期演奏会3/17
SAT

小
17日（土） 14：15～16：00 
自由入場 無料
【問】宮地楽器新宿店　☎ 03-3348-1122

宮地楽器ＭＵＳＩＣＪＯＹ 
弦楽アンサンブル発表会

3/17
SAT

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

練馬区ジュニア・オーケストラ
第33回定期演奏会

3/18
SUN

20日（火） 18：00～20：30 
要事前申込
【問】総務課総務係　☎ 03-5984-2600

第25回 平和祈念コンサート3/20
TUE

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

春風亭一之輔 独演会
「一之輔のすすめ、レレレ～Vol．15」

3/20
TUE

ギ
20日（火）
自由入場 無料
【問】総務課総務係　☎ 03-5984-2600

平和祈念資料コーナー3/20
TUE

21日（水・祝） 15：00～18：00  
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】JGCF2018　☎ 044-543-8700

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

3/21
WED

3 月

小
1日（日） 15：30～17：30／18：30～20：30
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】リバーダンス　☎ 080-3126-5944

River☆Dance Studio Vol．11 「Paradiso」4/1
SUN

3日（火）～9日（月）
自由入場 無料
【問】アートフロンティア　☎ 090-8500-0237

アートフロンティア展

小
6日（金） 15：00～18：00 
全席自由 3,000円
【問】東京民謡会事務局　☎ 03-3921-5155

コロムビア民謡大行進4/6
FRI

小
7日（土） 13：00～16：00 
全席指定 5,000円
【問】民謡の祭典事務局　☎ 03-3957-6652

ＥＭＩレコーズ民謡の祭典4/7
SAT

8日（日） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】渡辺　☎ 080-1282-1049

コンセール・リベルテ・オルケストル・
ドゥアルモニー 第15回定期演奏会

4/8
SUN

小

小

8日（日） 10：30～18：30 
自由入場 無料
【問】渡部　☎ 03-3990-2609

練馬区民謡連盟春季大会4/8
SUN

4 月

完売御礼

予定枚数終了

オーワン

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大 大

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

豊昭学園吹奏楽部 第20回定期演奏会3/22
THU

大

大

大

大

大

大

4/3

10日（火）～11日（水） 19：00～20：30 
要事前申込　【問】東京都教育委員会　
http://www.kyoinsenko-metro-tokyo.jp/

平成30年度 東京都公立学校教員採用候補者
選考（31年度採用）説明会

13日（金） 13：30～15：30 
全席指定 7,560円
【問】アイエス　☎ 03-3355-3553

天童よしみコンサート20184/13
FRI

13日（金）～16日（月）
自由入場 無料
【問】石神井和楽会　☎ 03-3904-5014

第20回石神井和楽会作品展

14日（土） 18：00～20：30 
全席自由 前500円 当1,000円
【問】ＰＲ係　☎ 080-4067-1015

東京外国語大学管弦楽団
第95回定期演奏会

4/14
SAT

小
14日（土） 17：00～19：30 
自由入場 無料
【問】belle　☎ 090-3497-1804

belle 第11回コンサート4/14
SAT

小
15日（日） 11：00～13：00 
自由入場 無料
【問】シルバーヴィラ向山　☎ 03-3999-5416

第19回（2018）
シルバー フェスタ オン ステージ

4/15
SUN

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

第140回練馬区民寄席
～米丸・市馬・文治～　

4/20
FRI

21日（土） 17：00～20：30 
無料（要整理券）
【問】石神井バレエ　☎ 03-3996-9041

石神井バレエアカデミースクール
パフォーマンス

4/21
SAT

小
21日（土） 18：00～20：00 
無料（要整理券）
【問】永山　☎ 03-3938-5944

永山美代子バレエスタジオ 
第24回定期発表会

4/21
SAT

22日（日） 12：00～20：00 
自由入場 無料
【問】花柳徳次海　☎ 03-3995-1664

第28回 花柳徳次海会 日本舞踊発表会4/22
SUN

25日（水） 18：30～20：30
26日（木） 13：30～15：30／27日（金） 13：30～15：30
全席指定 Ｓ8,640円 Ａ6,480円 Ｂ3,240円 
※2歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

劇団四季『ソング＆ダンス65』

小
22日（日） 15：30～16：40 
全席指定 2,000円
【問】オールフォーワン　☎ 090-4439-5507

All For One 20184/22
SUN

小

小

26日（木） 18：30～20：30 
全席自由 1,000円
【問】乳井　☎ 080-9017-1031

東京音楽大学打楽器専攻生有志による
アンサンブル演奏会

4/26
THU

28日（土） 16：30～19：00 
無料（要招待券）
【問】高野　☎ 03-3338-6496

バレエスタジオ カスティジョ・ミオン 
第19回発表会

4/28
SAT

28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

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」ってなあに？

4/28
SAT

29日（日・祝） 14：00～16：20 
自由入場 無料
【問】ホワイトクラウズ　☎ 090-6042-0138

〔吹奏楽演奏会〕ホワイトクラウズウインド
アンサンブル 第30回定期演奏会

4/29
SUN

30日（月・休） 13：30～16：00 
全席自由 500円
【問】五味　☎ 070-5557-2195

東京ミューズシンフォニックバンド 
第39回定期演奏会

4/30
MON

4/9
TUE

MON
ギ

4/25
4/27
WED

FRI

4/13
4/16
FRI

MON
ギ

4/10
4/11
TUE

WED

TEL



大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 3・4月 ゆめりあホール ゆめりあギャラリーホ ギ

※こちらに掲載した情報は平成30年2月16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

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

TEL
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）

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

3 月

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
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

ホ

3/2
FRI

4 月

春の合唱祭

5日（木） 14：00～16：25 
自由入場 無料
【問】合唱祭運営委員会　☎ 03-3338-7189

ホ

4/5
THU

映画「母 小林多喜二の母の物語」

6日（金） 14：00～16：10  
全席自由 前1,200円 当1,500円
【問】現代ぷろ　☎ 03-5332-3991

ホ

4/6
FRI

ピアノ三重奏の夕べ
～北原ゆりあ・佐倉圭亮・新枦萌～
21日（土） 19：00～21：00 
全席自由 一般2,500円 学生2,000円
【問】佐倉　☎ 080-6592-1371

ホ

4/21
SAT

歌声喫茶ともしびin大泉学園

24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

4/24
TUE

Emsemble NOVA 1st Concert

24日（火） 19：00～21：00  
全席自由 2,000円
【問】ヨシザワ　☎ 090-2649-3233

ホ

4/24
TUE

アンサンブル、プレクトルson 
マンドリン コンサート23
27日（金） 14：00～16：30 
自由入場 無料（要整理券）
【問】斉木　☎ 03-3689-8035

ホ

4/27
FRI

プリマヴェーラ・オペラコンサート

27日（金） 19：15～21：00 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】まゆりＦＣ事務局　☎ 03-6380-4560

ホ

4/27
FRI

アール・リリック 2018 前期

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

ホ

4/30
MON

和紙絵画 草美会展

6日（金）～10日（火）
自由入場 無料
【問】和紙絵画草美会　☎ 03-3978-1528

TAVERNA di CANTO vol.３

9日（月） 19：00～21：00 
全席自由 2,500円
【問】TAVERNA事務局　usahero_023@yahoo.co.jp

ホ

4/9
MON

シャンソン弾き語りの夕べ、いしざかびんが

12日（木） 18：30～20：20 
全席自由 2,000円
【問】いしざかびんが　☎ 0277-51-3041

ホ

4/12
THU

練馬区演奏家協会コンサート　
賢治の愛した音楽
13日（金） 19：00～21：00 
全席自由 1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

4/13
FRI

Mitsuo produce 震災復興支援ライヴ

14日（土） 19：30～21：00 
自由入場 無料
【問】吉澤　☎ 090-4913-1864

ホ

4/14
SAT

日本ドイツリート協会（関東支部）　
リートデュオ・リサイタル
14日（土） 14：00～16：00 
全席自由 一般3,000円 会員・会友2,000円
【問】ＪＤＬ　☎ 03-5367-8345

ホ

4/14
SAT

坂田麻里ピアノリサイタル
「石神井の森のピアニストと仲間たち」
15日（日） 14：00～16：00 
全席自由 前2,500円 当3,000円
【問】シャブラン　☎ 03-3995-5979

ホ

4/15
SUN

開拓者たち ～ギターデュオが紡ぐ、
ラテンクラシックの調べ～
15日（日） 19：00～21：00 
全席自由 一般前4,000円 学生前2,000円 他
【問】パラナ・オフィス　☎ 080-9548-1834

ホ

4/15
SUN

大泉第二中学校 第一期同期の集い　
古稀からの手習展Ⅳ
17日（火）～23日（月）
自由入場 無料
【問】古稀からの手習展　☎ 03-3925-0978

アンサンブル・リエート 第一回演奏会

21日（土） 13：00～16：30 
自由入場 無料（要事前予約）
【問】リエート事務局　☎ 090-8890-5524

ホ

4/21
SAT

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

ホ

3/24
SAT

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

ホ

3/28
WED

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

ホ

3/30
FRI

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

ホ

3/3
SAT

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

ホ

3/5
MON

武蔵野音楽大学弦楽器専攻生有志による　
ENSEMBLE CONCERT
7日（水） 19：00～21：00 
全席自由 1,000円
【問】武蔵野弦楽器　☎ 090-7797-0219

ホ

3/7
WED

第20回 朗読・風の会発表会

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

ホ

3/8
THU

『リラックス革命』528Hｚ・アコースティック
Live By TOKMA
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

ホ

3/8
THU

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

ホ

3/9
FRI

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』
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
席が必要な場合は有料） ②予定枚数終了
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

3/10
SAT

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

ホ

3/11
SUN

第4回 琉球古典芸能と空手の集い

21日（水・祝） 13：00～16：00 
自由入場 無料
【問】寺本さやか研究所　☎ 090-1791-5332

ホ

3/21
WED

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）

ホ

3/20
TUE

第1回 大泉桜通り落語会

17日（土） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】さつきプロデュース　☎ 090-7717-3565

ホ

3/17
SAT

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

ホ

3/23
FRI

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

3/23
3/25
FRI

SUN
ギ

三姉妹展

10日（土）～11日（日）
自由入場 無料
【問】オカモト　☎ 04-2942-2827

3/10
3/11
SAT

SUN
ギ

3/27
4/2
TUE

MON
ギ

4/6
4/10
FRI

TUE
ギ

4/17
4/23
TUE

MON
ギ

予定枚数終了



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 1 8 . 3  /  Vo l . 3 9 6

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30（2018）年3月発行／通巻第396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/ 

春風亭一之輔

平成30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

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

平成30年3月24日（土）
開場12:30 開演13:30
有楽町よみうりホール

全席指定 4,500円
［Pコード：483-120］［Lコード：34163］

ＪＲ・「有楽町駅」駅前

桃月庵白酒 三遊亭萬橘

気になる三人かい…

三遊亭小遊三・
春風亭小朝 二人会

好評
発売中！


