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!

柳家さん若

三遊亭萬窓

鏡味仙成

第11回ゆめりあ若手寄席
〜真夏の夕涼み会〜

©Shigeto Imura

厳選！ヴィルトゥオーゾシリーズvol.2

岡本侑也チェロ・リサイタル

8 /18（土）16 : 00 開演

9 / 9（日）15 : 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

夏恒例のゆめりあ若手寄席で暑さを吹きとばそう！

今世界が最も注目しているチェリストが練馬に登場！

真打は、常に「明るく、楽しく、わかりやすい」を心がけ、都内の寄席や各地の
独演会にて活動を続けている三遊亭萬窓。二ツ目は、落ち着いた語り口調と
豊かな表情に引き込まれること間違いなし、柳家さん若。色物は、昨年バン
コク(タイ)にて公演を行い、その技術を世界にも知らしめた太神楽の鏡味仙
成が登場。また公演当日、協賛飲食店でチケットを提示すると、暑さを吹き
飛ばす「ヒヤッとサービス」が受けられます。

第一線で活躍する演奏家に焦点をあてたヴィルトゥオーゾシリーズ。第二弾
は、2017年世界３大コンクールの１つ、エリザベート王妃国際音楽コンクー
ルにて栄冠の第２位とイザイ賞を、また第16回齋藤秀雄メモリアル基金賞、
第28回出光音楽賞を受賞した岡本侑也が登場します。

出演：三遊亭萬窓（真打）、柳家さん若（二ツ目）、鏡味仙成（太神楽）
料金：全席指定 1,500円
※今回から指定席となりました。予約初日は電話予約受付のみ、窓口
販売は翌日より開始します。

（チェロ）、小林海都（ピアノ）
出演：岡本侑也
演目：シューマン／アダージョとアレグロ 変イ長調Op.70
ベートーヴェン／チェロ・ソナタ第2番 ト短調Op.5-2
ショパン／チェロ・ソナタ ト短調Op.65 ほか
※曲目は変更になる場合があります。
料金：全席指定 3,500円

5月10日（木）10:00〜
5月11日（金）10:00〜

5月26日（土）10:00〜

予約受付開始（電話のみ）
窓口販売開始

割 引 小学生

予約受付開始

優先

割 引 小学生

New!

第33回練馬区新人演奏会出演者選考オーディション
一次審査
5 / 25（金）声楽部門・26（土）木管楽器部門・27（日）弦楽器部門
練馬文化センター 小ホール

ソリスト選考オーディションに臨む、若き音楽家の白熱した演奏！
11月29日開催の「第33回練馬区新人演奏会」で、東京フィルハーモニー交響楽団と共演するソリスト
を選出するオーディション！今回は声楽・木管楽器・弦楽器の３部門を実施します。
※開始時間については練馬区文化振興協会HPをご確認ください。
料金：自由入場 無料（申込不要）
無料

小学生

第31回練馬区新人演奏会出演者 若狭知恵

New!

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業

藤田真央ピアノリサイタル2018
5 /11（金）19：00開演

練馬文化センター 小ホール

誰にもとめられない 進化し続ける 藤田真央2018
「彼の音楽は胸をキュンとさせるものがある」と故中村紘子が認めた、現在19歳の大学２年生

New!

ⓒ井村重人

出演：藤田真央（ピアノ）
曲目：ドビュッシー／ピアノのために、ショパン／アンダンテスピアナートと華麗なる大ポロネーズ、ショパン／ピアノソナタ第3
番 ほか ※曲目は変更になる場合があります。
料金：全席指定 一般3,500円 学生3,000円
主催・申込・問合せ：一般社団法人 未来音楽企画 ☎03-5946-9455
好評発売中 割 引 小学生 学生券

森の音楽会♪どなたでも楽しめるファミリーコンサート！ 歌＆ピアノwithオカリナ
5 / 26（土）14：00開演

大泉学園ゆめりあホール

大自然の風景と共に♪ココロとカラダが元気になる音楽の時間

New!
土方聡子

土方善文

新道美緒

出演：土方聡子（歌）、土方善文（オカリナ）、新道美緒（歌＆ピアノ）
曲目：リチャード・ロジャース／サウンドオブミュージック、久石 譲／君をのせて、土方善文／森の小鳥たち ほか
料金：全席自由 一般3,000円 子ども（0歳〜高校生）1,000円 ファミリー（一般1名＋子ども1名）3,000円 ※3歳以下ひざ上無
料（座席が必要な場合は有料）
主催・申込・問合せ：森の音楽会・運営 ☎070‒6641‒2794
メール satoco.oﬃce@gmail.com ホームページ http://www.satoco.info
好評発売中 割 引 0歳以上

0歳からのコンサート
6 / 3（日）①10：30 ②14：00開演

大泉学園ゆめりあホール

赤ちゃんから大人まで、気軽に楽しむクラシック！
出演：郷古麻記子（ソプラノ）、横山歩（ピアノ）ゲスト 平野正子（フルート）
曲目：パッへルベル／カノン、プッチーニ／私のお父さん、ドップラー／ハンガリー田園幻想曲 ※曲目は変更になる場合があります。
料金：全席自由 大人1,000円 子ども500円 ※2歳未満ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）
主催・申込・問合せ：Pont de l Avenir (ポン ドゥ ラヴェニル) メール pontdelavenir@gmail.com
※友の会割引チケットは、大泉学園ゆめりあホール窓口のみ取扱い
好評発売中 割 引 0歳以上

募 集

練馬区文化振興協会では、平成30年10月1日〜平成31年3月31日に練馬文化センターまたは大泉学園ゆ
めりあホールで行われる高度な舞台芸術公演に対し、下記の支援を行います。
①施設使用料の補助（上限あり） ②情報誌「アンコール」による広報協力
締切：6月29日
（金）17：00必着
練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業（H30年度後期）
問合せ：練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311
※詳細は練馬区文化振興協会HPをご確認ください。

舞台公演を支援します

募 集

「ねりま若者文化祭ライブパフォーマンス（ねりパフォ）2019」運営スタッフを募集します。
『ねりパフォ2019』は練馬区内で活躍するダンス・軽音楽などの若手パフォーマーが練馬文化センター大ホールに一堂に集まり、発表・交流するイベントです。
約400人の若手パフォーマーが出演し、約1300人の観客が集まる一大イベントに運営スタッフとして参加してみませんか？

活動内容：
①イベント内容の企画・検討
②広報活動
③当日運営(司会アシスタント、出演者サポート、会場整理など)
対象：
①16歳以上30歳以下の方（募集人数 15名程度）
②月１回程度の企画ミーティングに概ね出席できる方（第1回：6月13日（水）19時〜21時）
③平成31年2月2日(土）、3日(日)のリハーサルと本番の両日参加できる方

申込方法：
往復はがきまたはメールで ①「運営スタッフ応募」②氏名（ふりがな）③年齢 ④
住所 ⑤電話番号 ⑥メールアドレス（PDFデータが受信できるアドレス）⑦自己
PR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「ねり
パフォ」係またはypf-staﬀ@neribun.or.jp へ ※応募者多数の場合は抽選
締切：6月6日
（水）必着または23:59受信分まで
問合せ：練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311
※詳細は練馬区文化振興協会HPをご確認ください。

New!

練馬区文化振興協会 協力事業

HUGっと！プリキュア ドリームステージ♪

7/ 27（金）①11：00 ②14：00 開演

練馬文化センター 大ホール

人気アニメ「プリキュア」シリーズの最新作！
うたとダンスいっぱいのドリームステージだけのオリジナルストーリーで、プリキュアたちが大活躍！！プリキュアたちと一緒に歌って踊ろう♪
当日会場だけの特典があります。詳細はHP、チラシをご確認ください。
料金：全席指定 前売りS席2,700円 A席2,200円 B席1,700円
※当日券（各席300円増）は友の会割引適用外 ※2歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）
5月26日（土）10:00〜 インターネット受付開始／5月28日（月）10:00〜 窓口販売開始

割 引

0 歳以上

©ABC-A・東映アニメーション

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〜

練馬区文化振興協会協力事業

わらび座 ミュージカルKINJIRO!
5/15（火）①14:00 ②18:30開演

練馬文化センター 大ホール

本当は面白い二宮金次郎！

音楽とフラが融合する真のハワイ魂をお届けします。

出演：わらび座（鈴木裕樹ほか）
作・作詞・演出：鈴木聡
料金：全席指定 5,000円
※当日券5,500円は友の会割引適用外
主催・問合せ：わらび座関東・中部事務所
割 引 小学生
☎048-286-8730

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、カヴェナ・メクラー、日本のフラチー
ム ほか ※フラ・ダンサーが変更になりました。
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）

大谷康子＆
スロヴァキア国立放送交響楽団

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」

6 / 24（日）15 : 00開演
©尾形正茂

6 /10（日）17：00開演

練馬文化センター 小ホール

割 引

6 / 30（土）18 : 30開演

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席完売

練馬文化センター 小ホール

「百物語」シリーズ、待望のアンコール上演第二弾！
出演：白石加代子
構成・演出：鴨下信一
演目：三遊亭圓朝「牡丹灯籠」
料金：全席指定 5,000円
割 引 小学生

練馬交響楽団
第67回定期演奏会

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
7/11（水）19：00開演

7/ 22（日）14 : 00開演

練馬文化センター 小ホール

練馬文化センター 大ホール

歌舞伎がもっと身近に！もっとおもしろく！！

20世紀を代表する2人の作曲家の作品をお楽しみください。

出演：葛西聖司（アナウンサー・古典芸能解説者）
料金：全席自由 500円

出演：金 洪才（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
曲目：ショスタコーヴィチ／交響曲第5番
バーンスタイン／「ウエスト・サイド・ストーリー」
よりシンフォニック・ダンス ほか
料金：全席自由 1,000円

割 引 小学生

割 引 小学生

平成三十年度
（公社）
全国公立文化施設協会 主催 東コース

第55回ワンコイン・コンサート

松竹大歌舞伎
7/ 29（日）

日本の音 和楽器の音
8/4（土）①11:30 ②15 : 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

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。

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）

昼の部 13:00 夜の部 17:30開演

出演：松浪千紫（箏）、永池あかり（箏・十七絃）、
菊池河山（尺八）
料金：①全席指定 500円※2歳以下
0
ひざ上無 料（座 席が必 要な場 ① 割 引 歳以上
合は有料）②全席自由 500円 ② 割 引 小学生

料金：全席指定 一等席5,800円 二等席4,800円
三等席3,000円 ※昼の部 残席わずか
※託児サービスあり（要事前申込）

割 引 小学生 学生券

キエフ・クラシック・バレエ
眠れる森の美女 全幕
8/11（土・祝）①12 :30 ②15 : 00開演

優先

0 歳以上

第257回アトリウムミニステージ
5/16（水）12 : 15 -12 : 4 5

練馬文化センター 大ホール

練馬区役所１階アトリウム

歴史と芸術豊かなウクライナより、
若さと気品あふれるバレエ団が再来日！

第3水曜日に開催しているお昼休みコンサート。
今回は、サクソフォンの演奏です。

出演：キエフ・クラシック・バレエ
演目：眠れる森の美女 全幕
料金：全席指定 3,800円
※演奏は特別録音音源を使用します。

出演：住谷美帆（サクソフォン）ほか
曲目：モリコーネ／ニュー・シネマ・パラダイス メドレー
ミヨー／スカラムーシュ ほか
料金：自由入場 無料

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

割 引

4 歳以上

ⓒ 井村重人

※車でのご来場はご遠慮ください。

無料

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。 無 料

無料でご入場できます。

0歳以上
無料

大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 5・6月

ホ ゆめりあホール

5 月

2

5/

WED

5/

ホ

2日（水）13：30〜16：00
自由入場 無料
【問】笛を楽しむ会 ☎ 090-3428-4163
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アール・リリック 2018 前期
25日（金）19：00〜21：30
全席自由 3,000円
【問】村田 ☎ 03-5387-0977

森の音楽会♪どなたでも楽しめるファミリー
コンサート！ 歌＆ピアノｗｉｔｈオカリナ
26日（土）14：00〜16：00
全席自由 一般3,000円 子ども1,000円 他
【問】歌とオカリナ ☎ 070-6641-2794

笹嶋眞夫主催のCANTIAMO・女声合唱と
オペラ・歌曲SOLO愛好者
26日（土）19：00〜21：00
自由入場 無料
【問】市原 ☎ 03-3997-7826

練馬シャンソン教室 第6回発表会
27日（日）13：00〜16：30
自由入場 無料
【問】事務局 下河 ☎ 080-6607-4321

アール・リリック 2018 前期
27日（日）19：00〜21：30
全席自由 3,000円
【問】村田 ☎ 03-5387-0977

みんなの歌まつり＆水城ゆき
28日（月）12：00〜18：00
自由入場 無料
【問】水城カラオケ教室 ☎ 03-3978-0831

午後の音楽会
ドイツの歌と日本の歌レクチャーコンサート
29日（火）14：00〜15：30
自由入場 無料
【問】ドイツの歌の会 ☎ 03-3995-6715
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☎ 03-3904-6329

奈良原弘美 ピアノ・リサイタル
15日（金）19：00〜20：45
全席自由 一般3,000円 学生1,000円 他
【問】リサイタル事務局 ☎ 090-2442-2850

四季の会 定期演奏会 フォーレレクイエム
メンデルスゾーン合唱曲集他
16日（土）13：30〜16：00
自由入場（要整理券）
【問】四季の会 ☎ 080-3413-2424

谷修コンサート2018
22日（金）19：30〜21：30
全席自由 前2,500円 当3,000円
【問】ジェットワンプラス ☎ 03-5337-2046

セザール・キュイ没後100周年イベント

ホ

24

SUN

ホ

6/

14日（木）〜17日（日）
自由入場 無料
【問】コンフォートクラブ

23 「ベニヤミヌスの鏡」

SAT

6/

コン・フォートクラブ写眞習作展

29

FRI

ホ

23日（土）1部13：00〜15：30
2部17：00〜18：00 3部18：30〜20：00
全席自由 １部２部各1,000円 ３部2,500円 他
【問】事務局 anatolylyadov@yahoo.co.jp

第12回 千代の会
〜ピアノとうたのコンサート〜
24日（日）18：30〜20：30
自由入場 無料
【問】橋本 ☎ 03-3922-9221

Handbell Cathy Concert Vol.5
29日（金）19：00〜20：40
全席自由 前1,500円 当2,000円
【問】サイトウ ☎ 080-5405-6781

アール・リリック 2018 前期
13日（日）19：00〜21：30
全席自由 3,000円
【問】村田 ☎ 03-5387-0977

イタリアの名曲を歌う会
ひばりヶ丘教室 第四回発表会
16日（水）13：30〜16：00
自由入場 無料
【問】梶山 ☎ 042-472-1403

第11回 大人のシャンソン会生徒発表会

18

26

SAT

11日（金）19：00〜20：45
全席自由 一般2,000円 小学生1,000円
【問】トゥインクル ☎ 080-3487-2618

17 「シャンソンを歌おう」音楽会
ホ

5/

5/

第22回 トゥインクルコンサート

ギ

5/

ホ

美女系ピアニスト2人による24曲の競演
矢島愛子＆林なつみ

16日（水）〜22日（火）
自由入場 無料
【問】柏岡 ☎ 03-3922-8928

THU

26

SAT

6日（日）19：20〜21：20
全席自由 前1,000円 当2,000円
【問】駒形事務局 ☎ 090-8776-0303

第25回 彩炎画会 作品展

5/

5/

駒形ブラザーズ 10周年記念演奏会

WED

5/

ホ

6日（日）10：30〜11：30
全席自由 500円
【問】音の輪 ☎ 090-5555-6701

10日（木）19：00〜20：45
全席自由 前3,000円 当3,300円
【問】アートハウス ☎ 042-398-3283

25

FRI

第50回 ユネスコジュニア世界児童画展

ギ

ホ

5/

2日（水）19：00〜21：00
全席自由 1,000円
【問】カゲヤマ ☎ 080-5014-7632

3日（木・祝）〜6日（日）
自由入場 無料
【問】大塚 ☎ 03-5936-6360

SUN

5/

第4回 笛の音楽祭オカリナ発表会

ギ ゆめりあギャラリー

17日（木）14：00〜16：30
自由入場 無料
【問】大人のシャンソン会 ☎ 090-3688-3654

混声合唱団 練馬ベッラヴォーチェ
第3回演奏会
18日（金）18：30〜20：15
自由入場 無料（要整理券）
【問】佐藤 ☎ 090-7017-7966

東星学園室内楽部 第18回定期演奏会
19日（土）17：00〜18：30
自由入場 無料
【問】東星学園中高部 ☎ 042-493-3201

日本グリーグ協会プロジェクトVol.19
グリーグ〜ノルウェー舞曲への誘い
20日（日）17：00〜19：15
全席自由 一般前3,000円 会員2,000円 他
【問】日本グリーグ協会 ☎ 090-6195-7354

Loｗ Brass Ensemble Chuliders
1st Concert
23日（水）19：00〜21：00
全席自由 一般前1,500円 学生前1,000円 他
【問】山下 ☎ 080-6797-0118

歌声喫茶ともしびin大泉学園
25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
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6 月
心つなげて 絵手紙展
2日（土）〜3日（日）
自由入場 無料
【問】大泉絵手紙の会

☎ 03-6760-9446

0歳からのコンサート
3日（日）10：30〜11：20／14：00〜14：50
全席自由 大人1,000円 子ども500円
【問】Pont de l'Avenir ☎ 080-8852-6039

“グルッポ・ラックァ ヴォーカルコンサート
3日（日）19：30〜21：00
自由入場 無料
【問】グルッポラックァ mizunoe.opera@gmail.com

第9回 フォトクラブ大泉 写真展
4日（月）〜10日（日）
自由入場 無料
【問】フォトクラブ大泉

☎ 090-5750-6816

東日本大震災復興支援チャリティーカラオケ
5日（火）11：00〜20：00
自由入場 無料
【問】めかぶの会 山岸 ☎ 090-1791-6265

チケット窓口販売
窓口

チケット予約・販売
TEL
WEB

コールアモーレ「あじさい色のコンサート」
合唱の楽しさと歌の心をあなたに
9日（土）14：00〜15：40
全席自由 1,000円
【問】曽根田 ☎ 048-461-0207

Carillon Piano Concert
10日（日）16：00〜19：00
自由入場 無料
【問】Carillon Arts ☎ 03-6382-6310

第10回 ふみ語りの会
11日（月）15：00〜16：30
自由入場 無料
【問】船田 ☎ 090-5406-1292

（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。

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

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）

WEB

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月から、練馬文化センター利用抽選会の日
程が変わりました！
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4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

2 0 18 . 5

/ Vol.39 8

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

2

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

公園

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

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

〒176‐0001
東京都練馬区練馬1-17-37
TEL.03‐3993‐3311

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

1

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

リズモ
●大泉学園

北パーキング

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

駅前広場

練馬警察署南

西武池袋線
池袋→

●交番

↓上石神井

平成30（2018）年5月発行／通巻第398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/
＜広告＞

カミナリ︵漫才︶

三遊亭円楽と若手花形芸人の会
平成 3 0年

5 月26 日（土）

好評
発売中！

初音家左橋

全席指定 4,200円
［Pコード：484-737］
［Lコード：33125］

三遊亭円楽

ＪＲ
「有楽町駅」
駅前 ビックカメラ７階

指揮

内藤彰

全席指定 3,600円
［Lコード：31314］
ゲスト：小室等 ［Pコード：485-072］

（歌手・作曲家）

■

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

■

e+（イープラス）http://eplus.jp

神津善行

語り

琵琶

中村メイコ 神津カンナ 神津はづき

坂田美子

音楽物語「傷ついた渡り鳥」
とある湖に暮らすカルガモ一家のお話。渡りの季節が近づいた頃、末っ子のロンが怪我をして飛べ
なくなってしまいます。厳しい冬はもうそこまで来ています。母鳥は、決断を迫られ、飛べる子供達
だけを連れて南に旅立ちますが、弟を思って兄は仮病を使って残ってしまいます。冬の猛威が二人
を襲います。くじけそうになったその時…
シンフォニックな音楽と珠玉の朗読に乗って、お互いをいたわりあう兄弟愛、子を思う母の愛、家
族の絆が感動とともに心にうるおいを与えてくれます。

6 月15 日（金）

開場18:30 開演19:00
練馬文化センター 小ホール

♪アニメの街にメルヘンの音楽♪

フンパーディンク／歌劇「ヘンゼルとグレーテル」序曲
神津善行／音楽物語「傷ついた渡り鳥」
リムスキー＝コルサコフ／交響組曲「シエラザード」作品35

桃月庵白酒 独演会
「白酒むふふ〜Vol.18」
平成 3 0年

■

第1回練馬定期演奏会（第118回定期演奏会）

神田松之丞︵講談︶

柳貴家雪之介
︵大神楽︶

開場12:00 開演13:00
有楽町よみうりホール

東京ニューシティ管弦楽団

平成3 0年

6 月9 日（土）

開場13:30
開演14:00

練馬文化センター大ホール

全席指定 Ｓ席：5,000円 Ａ席：4,000円 Ｂ席：3,000円 Ｃ席：2,000円
※練馬区民割引10％引き ※シニア割引
（60歳以上）10％引き

予約 お問合せ
■
■

東京ニューシティ管弦楽団チケットデスク03-5933-3266 ■ 練馬文化センター 窓口
チケットぴあ（Ｐコード100-881）
：TEL0570-02-9999 http://pia.jp/t/ ■ イープラス：http://eplus.jp/

