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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

人気のケルティック・クリスマス。
アイルランドから本場の音楽をお届けします。
いにしえから次世代へ受け継がれはぐくまれる、豊かな伝統の音楽。アイル
ランドからお贈りする、心温まるコンサートをお楽しみください。
公演当日はアイリッシュ音楽のセッションを体験できるワークショップや、
ケルト市を開催します。お楽しみに！（ワークショップはチケット購入者対象）

角界出身という異色の経歴を持つ実力派・歌武蔵、見事な顔芸で高座を沸
かせる一琴、新作落語に頭角をあらわすきく麿、三代目志ん朝に入門し、
2012年に抜擢で真打昇進した志ん陽、体重106kgの巨体で高座をふるわ
す一蔵。話題のユニットが重量級の笑いをがっぷりおとどけ！古典落語から
新作落語、そして熱気ムンムンの大喜利まで笑いのフルコースをお楽しみ
に！

練馬文化センター 小ホール

7月21日（土）10:00～　予約受付開始

12/2（日） 17:00開演

アルタン、遊佐未森（特別ゲスト）
全席指定5,400円　中学生以下2,500円（当日券は各500円増）　
※中学生以下料金および当日券は友の会割引適用外
（株）プランクトン

出演：
料金：

共催：

第141回練馬区民寄席 アルタン祭り2018
～幻想のケルト音楽コンサート

落語協会のビッグ５が集結した人気ユニット
「東京デブサミット」が練馬初登場！

練馬文化センター 小ホール

7月5日（木）10:00～　予約受付開始

10/26（金） 18:30開演

東京デブサミット（三遊亭 歌武蔵、柳家 一琴、林家 きく麿、
古今亭 志ん陽、春風亭 一蔵）
全席指定 3,000円
（一社）落語協会

出演：

料金：
協力：

New! New!

割  引割  引 小学生 4歳以上優 先

三遊亭 歌武蔵 柳家 一琴

春風亭 一蔵林家 きく麿古今亭 志ん陽



まちなかコンサートvol.23 in こどもと本のひろば

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、こどもと本のひろばにて開催！

7/21（土） 14：00開演

中川幸恵（ピアノ）、柳原有弥（ヴァイオリン）、米重美文子（パーカッション）
「うみのおまつりどどんとせ」（朗読・音楽）
モンティ／チャルダッシュ、葉加瀬太郎／情熱大陸 ほか
自由入場 無料（申込不要／定員100名）

絵本作家さとうわきこの人気シリーズ「ばばばあちゃんの絵本」より、「うみのおまつりどどんとせ」の朗読に音楽を
のせてお届けします。海の生き物たちが歌い、踊る、にぎやかな物語をお楽しみください。

出演：
演目：
曲目：
料金：

こどもと本のひろば
（南大泉3-17-20 区立南大泉図書館分室）

New!

0歳以上

練馬区文化振興協会協力事業

フォレスタコンサートin練馬

昨秋、大好評を博したフォレスタが練馬に再登場！想い出の名曲をご堪能ください。

10/3（水） 14：00開演

フォレスタ ほか
全席指定 5,800円

　　　  サンライズプロモーション東京 ☎0570-00-3337（全日10:00～18:00）

ＢＳ日テレ「BS日本・こころの歌」から誕生した音大出身の実力派グループ「フォレスタ」が、想い出の名曲をお届け
します。日本の風土と文化を歌い継ぐ、美しいコーラスをどうぞお楽しみに！
出演：
料金：

主催・問合せ：

フォレスタ・プロジェクト
一条貴之
フレンド企画

企画制作：
構成・演出：
協　　力：

練馬文化センター 大ホール

New!

7月8日（日）10:00～ 予約受付開始

練馬交響楽団 第68回定期演奏会

ロマン派音楽と新古典派音楽の楽しみ

11/11（日） 14：00開演

和田一樹（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
ブラームス／悲劇的序曲、ヒンデミット／ウェーバーの主題による交響的変容、ブラームス／交響曲第4番
全席自由 1,000円

ドイツを代表する作曲家の一人、ブラームスの作品から「悲劇的序曲」と「交響曲第４番」をお届けします。ロマン派
の香り溢れる序曲とシンフォニーをご堪能ください。また、20世紀を代表する新古典派作曲家の一人であるヒンデ
ミットの作品から、最も有名な「ウェーバーの主題による交響的変容」をお届けします。多くの現代作曲家に影響を
与えたヒンデミットの音楽をお楽しみください。

出演：
曲目：
料金：

練馬文化センター 大ホール

New!

7月20日（金）10:00～ 販売開始

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業

グノー生誕200年コンサート

グノーの知られざる名作を生誕200年のこの年に！

9/1（土） 14：00開演

久保田洋（指揮）、渡邉恵津子（ソプラノ）、下村雅人（テノール）、鹿野由之（バス）
グノー／オペラ「サバの女王」（演奏会形式 フランス語上演 抜粋）、交響曲第一番、
モテット「ガリア」、操り人形の葬送行進曲
自由席 3,000円 学生1,000円（当日券のみ 窓口にて学生証をご提示ください）
※3歳以下入場不可 ※保護者と同伴の小学生以下は無料

音楽史に残る作曲家の生誕記念の年に、上演機会の少ない作品をお披露目してきたミクロコスモス《Anniversary 
Series》。今年はフランスの作曲家シャルル・グノーのオペラ「サバの女王」のダイジェストを中心に、彼の知られざる
名曲をお届けします。
出演：
演目：

料金：

練馬文化センター 大ホール

New!

好評発売中

練馬文化センターバックステージツアー～舞台づくりのヒミツを探ろう～

7/25（水） ①10：30 ②14：30開始
練馬文化センター 大ホール
小学生とその保護者
各回10組20名
1名300円（保険料含む）

練馬文化センターの舞台裏、いったいどんな仕組みと仕掛けがあるのでしょうか？ふだんは入れないホールの裏側
の様々な場所を見学したり、機材の一部を実際に操作してみたりすることができる、親子で「見て」「体験して」楽しめ
るツアーです。
日時：
場所：
対象：
定員：
料金：

申込方法：往復はがきまたはメールで ①バックステージツアー（「1回目」
または「2回目」）参加希望 ②住所 ③参加者全員の氏名(ふりがな)・年齢 
④電話番号をご記入の上、〒176-0001練馬区練馬1-17-37 練馬文化
センター バックステージツアー係またはbst@neribun.or.jpへ
締切：7月3日（火）必着 結果は7月9日（月）頃通知予定 
※メールは23:59受信分まで ※申込多数の場合は抽選 小学生

募 集

ピンスポットルームでの機材操作体験の様子ピンスポットルームでの機材操作体験の様子

割  引 小学生

割  引 小学生

小学生

※車での来場はご遠慮ください。※定員になり次第、入場をお断りする場合があります。
当公演は、石神井公園ふるさと文化館分室（石神井台1-33-44）で開催の
「元気いっぱい!! ばばばあちゃん―絵本作家・さとうわきこ展」（7月7日～9月30日）との連携事業です。

※公演当日の混雑状況により開場時間を早める場合があります。

主催：申込：ミクロコスモス ☎090-8039-5205 FAX 04-2922-3517 メールmicro@mub.biglobe.ne.jp
　　　　　練馬文化センター窓口（10：00～20：00） ※チケット取扱いのみ

©ＢＳ日テレ　写真はイメージです

中川幸恵（ピアノ） 米重美文子（パーカッション）米重美文子（パーカッション）柳原有弥（ヴァイオリン）

久保田洋（指揮）久保田洋（指揮）

下村雅人（テノール）

渡邉恵津子（ソプラノ）渡邉恵津子（ソプラノ）

鹿野由之（バス）

無 料



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 無料でご入場できます。●歳以上

割 引優 先

無 料小学生

※託児サービスあり（要事前申込）

平成三十年度（公社）全国公立文化施設協会 主催 東コース 

松竹大歌舞伎

第11回ゆめりあ若手寄席
～真夏の夕涼み会～

夏恒例のゆめりあ若手寄席で暑さを吹きとばそう！

8/18（土） 16 :00開演 大泉学園ゆめりあホール

三遊亭萬窓（真打）、柳家さん若（二ツ目）、
鏡味仙成（太神楽）
全席指定 1,500円 

出演：

料金：

割  引 小学生

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

今世界が最も注目しているチェリストが練馬に登場！

9/9（日） 15：00開演 練馬文化センター 小ホール

岡本侑也（チェロ） 、小林海都（ピアノ）
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。
全席指定 3,500円

出演：
曲目：

料金： 割  引 小学生

毎年恒例の松竹大歌舞伎に尾上菊之助が登場。
昼の部 13:00 夜の部 17:30開演

7/29（日） 練馬文化センター 大ホール

尾上菊之助 ほか
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

出演：
料金：

割  引 小学生 学生券

無 料

第259回アトリウムミニステージ

7/18（水） 12 :15-12 :45 練馬区役所１階アトリウム

黒崎拓海（ピアノ）
ショパン／ノクターン Op.9-2 変ホ長調
リスト／超絶技巧練習曲S.139より第4番ニ短調
「マゼッパ」 ほか　　
自由入場 無料

※車での来場はご遠慮ください。

出演：
曲目：

料金：

第3水曜日に開催しているお昼休みコンサート。
今回は、ピアノの演奏です。

0歳以上無 料

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 練馬文化センター 小ホール

葛西聖司（アナウンサー・古典芸能解説者）
全席自由 500円

出演：
料金：

割  引 小学生

瀬川昌久プロデュース第10弾記念公演

ねりぶんJAZZ ビッグバンドジャズの魅力の全て
～All About Big Band～

スウィングからモダン～現代までの
代表的バンドサウンドとヴォーカルを再現！

9/29（土） 15:00開演 練馬文化センター 小ホール

羽毛田耕士ビッグバンド、紗理（ヴォーカル）、
瀬川昌久（企画・解説）
Tea For Two（二人でお茶を）、Take The A Train
（Ａ列車で行こう） ほか
全席指定 3,000円

出演：

曲目：

料金： 割  引 小学生

プラハ国立劇場オペラ
フィガロの結婚

モーツァルトが自作オペラを自ら指揮した
唯一現存する栄光の劇場

2019/1/9（水） 18 :30開演 練馬文化センター 大ホール

プラハ国立劇場オペラ管弦楽団／合唱団
モーツァルト／フィガロの結婚
全席指定 S席14,000円 A席11,000円 
B席7,000円

出演：
演目：
料金：

割  引 小学生

劇団M.M.Cオリジナルミュージカル
「うみとみう」 小中学生参加公演

みうと海の生き物たちとの不思議な出会い。
この夏、いちばん心に残るファンタジー！

8/5（日） 15：00開演 練馬文化センター 小ホール

劇団M.M.C、練馬区の小中学生
オリジナルミュージカル「うみとみう」
全席指定 大人1,500円 中学生以下800円 
※2歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）

出演：
演目：
料金：

練馬交響楽団
第67回定期演奏会

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。

7/22（日） 14:00開演 練馬文化センター 大ホール

金 洪才（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
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
全席自由 1,000円

出演：
曲目：

料金：
割  引 小学生

キエフ・クラシック・バレエ
眠れる森の美女 全幕

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！

8/11（土・祝） ①12 :30 ②15:00開演 練馬文化センター 大ホール

キエフ・クラシック・バレエ
眠れる森の美女 全幕
全席指定 3,800円

出演：
演目：
料金：
※演奏は特別録音音源を使用します。

割  引 4歳以上割  引

第55回ワンコイン・コンサート

日本の音 和楽器の音

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）

8/4（土） ①11:30 ②15:00開演 大泉学園ゆめりあホール

松浪千紫（箏）、永池あかり（箏・十七絃）、
菊池河山（尺八）
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完売

出演：

料金：

① 0歳以上割  引

は け た やすし

公演中止のお知らせ

平成30年12月15日（土）・16日（日）に練馬文化センターにて開催を

予定しておりましたモスソビエト国立アカデミー劇場「三人姉妹」「桜

の園」は、主催者であるロシア文化フェスティバル日本組織委員会の

都合により公演が中止になりました。

公演を心待ちにされていた皆様には、心よりお詫び申し上げます。

■ 7月25日（水）15：00～ 小中学生向けのやさしい歌舞伎講座
も開催。申込受付中。



練馬文化センター イベントスケジュール 7・8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

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

窓 口

窓 口

小
1日（日） 15：30～18：00 
自由入場 無料
【問】石川・田中ダンス　☎ 03-3958-3313

第63回石川須姝子・田中いづみ
ダンスアカデミー発表会

7/ 1
SUN

小
5日（木） 10：30～15：00 
自由入場 無料
【問】練馬区老人クラブ　☎ 03-6914-5125

練老連芸能大会7/ 5
THU

7日（土） 16：00～17：30 
全席自由 500円
【問】練馬混声合唱団　☎ 080-1275-3280

創立50周年記念練馬混声合唱団
第49回定期演奏会

7/ 7
SAT

小

小

小

小

小

小

8日（日） 14：00～16：10 
全席自由 500円
【問】曽布川　☎ 090-4203-4859

文京白山フィルハーモニック
第34回定期演奏会

7/ 8
SUN

小
8日（日） 17：30～19：00 
無料（要招待券）
【問】ブレスＯ₂　☎ 03-3924-1014

ブレスＯ₂ ５ｔｈコンサート7/ 8
SUN

９日（月） 18：30～20：30 
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科　☎ 03-5995-8240

日本大学芸術学部音楽学科
第125回定期演奏会

7/ 9
MON

小
11日（水） 19：00～20：30 
全席自由 500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

歌舞伎プレセミナー　　　7/11
WED

7 月

2日（木） 10：25～18：00、3日（金） 9：55～18：00 
全席自由 500円
【問】中吹連専用電話　☎ 090-8107-1512

第58回 東京都中学校吹奏楽コンクール

4日（土） 16：00～20：15 
無料（要整理券）
【問】今田　☎ 042-463-7801

LE.CONCERT DE M.I.BALLET 20188/4
SAT

5日（日） 14：00～16：00 
全席自由 一般2,000円 学生1,500円
【問】谷田部　☎ 080-9693-9778

東京音楽大学付属高等学校
ＯＢＯＧオーケストラ

8/5
SUN

小
5日（日） 15：00～16：30 
全席指定 大人1,500円 中学生以下800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M.M.Cオリジナルミュージカル
「うみとみう」小中学生参加公演8/5

SUN

小
7日（火） 15：00～18：00 
無料（要整理券）
【問】平多武於舞踊研究所　☎ 090-2565-3130

平多武於舞踊研究所 発表会8/7
TUE

8日（水） 18：00～20：30 
無料（要事前申込）
【問】総務課総務係　☎ 03-5984-2600

第26回平和祈念コンサート8/8
WED

8日（水） 16：00～19：30 
自由入場 無料
【問】総務課総務係　☎ 03-5984-2600

平和祈念パネル展示コーナー8/8
WED

小

8日（水） 14：00～15：20、9日（木） 14：00～15：20
全席指定 8日 前3,000円 当3,500円
9日 前2,500円 当2,800円
【問】児演協　☎ 03-5909-3064

児演協第46回夏休み児童・青少年演劇フェス
ティバル 人形劇団クラルテ・ひとみ座公演

10日（金） 17：00～20：00 
全席自由 前2,500円 当3,000円
【問】ＮＥＸＵＳ　☎ 080-5511-9626

Dance show case NEXUS vol.88/10
FRI

11日（土・祝） ①12：30～14：00 ②15：00～16：30  
全席指定 3,800円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

キエフ・クラシック・バレエ
眠れる森の美女 全幕

8/11
SAT

小
11日（土・祝） 16：30～19：30 
無料（要整理券）
【問】リトルスターバレエ　☎ 080-2093-4746

リトルスターバレエスタジオ 第4回発表会8/11
SAT

12日（日） 13：30～16：00 
全席自由 1000円
【問】関口　☎ 03-3904-6730

邦楽アンサンブル「来音」
第十五回定期演奏会

8/12
SUN

小
12日（日） 11：00～17：00 
自由入場 無料
【問】琴柳流　☎ 03-3994-3616

琴柳流夏の会8/12
SUN

8 月

14日（土） 14：00～16：15 
全席自由 一般4,000円 高校生以下2,000円
【問】ドルチェ・カント　☎ 070-1253-0477

青盛のぼる ドルチェ・カントⅤ 
～甘い調べ～

7/14
SAT

大

15日（日） 14：00～16：00 
無料（要整理券）
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

第39回練馬児童合唱団演奏会7/15
SUN

大

16日（月・祝） 15：00～17：00  
全席自由 500円
【問】混声合唱団事務局　☎ 03-3926-2647

混声合唱団かわせみ 第24回演奏会7/16
MON

大

15日（日） 14：30～16：00 
自由入場 無料
【問】広報担当　poppomusicale@gmail.com   

Poppo Musicale 3rd Concert7/15
SUN

20日（金） 13：30～16：00 
自由入場 無料
【問】青少年課青少年係　☎ 03-5984-4691

第68回 社会を明るくする運動のつどい7/20
FRI

21日（土） 11：00～12：40 14：00～15：40 
全席指定 前1,300円 当1,500円
【問】劇団銀河鉄道　☎ 03-5684-3320

劇団銀河鉄道のぬいぐるみミュージカル
『狼とかわいいこやぎたち』

7/21
SAT

大

21日（土） 15：30～18：30 
無料（要整理券）
【問】藤田舞踊研究所　☎ 03-3999-2975

藤田舞踊研究所生徒発表会7/21
SAT

22日（日） 14：00～16：00 
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 第67回定期演奏会7/22
SUN

大

大

1日（水） 14：00～16：00  
全席指定 2,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

真夏の音楽会vol.1 
大谷康子と楽しむ音楽の旅～ウィーン

8/1
WED

大

大

大

大

大

大

大

26日（木） 18：20～20：00 
自由入場 無料
【問】飯塚モダンダンス　☎ 03-3559-1957

飯塚モダンダンススタジオ発表会7/26
THU

27日（金） ①11：00～12：30 ②14：00～15：30
全席指定 前Ｓ2,700円 Ａ2,200円 Ｂ1,700円
当Ｓ3,000円 Ａ2,500円 Ｂ2,000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

ＨＵＧっと！プリキュア ドリームステージ♪　7/27
FRI

大

27日（金） 18：00～20：30 
無料（要整理券）
【問】直井バレエ　☎ 03-3923-0926

直井まき恵バレエスタジオ発表会7/27
FRI

28日（土） 11：00～12：45 14：00～15：45 
無料（要招待券）
【問】進研ゼミ中学講座　☎ 0120-929-100

進研ゼミ
「東京都 難関都立高校 入試説明会」

7/28
SAT

大

28日（土） 10：30～11：15 
全席自由 大人1,000円 ２歳以上中学生以下500円
【問】おとあーと研究室　☎ 080-9381-3482

親子で楽しむ夏のスペシャル
おとあーとコンサートｉｎねりぶん

7/28
SAT

29日（日） 昼の部13：00～15：45 夜の部17：30～20：15
全席指定 一等席5,800円 二等席4,800円 三等席3,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

松竹大歌舞伎7/29
SUN

大

大

大

大

30日（月） 17：00～20：00 
無料（要招待券）
【問】サヤカバレエ　☎ 090-9649-8948

ＳＡＹＡＫＡ ＢＡＬＬＥＴ ＳＴＵＤＩＯ
第1回発表会

7/30
MON

大

31日（火） 14：30～16：15 
自由入場 無料
【問】ＢＢ２０１８ 担当　bandbe.bandbe@gmail.com

吹奏楽コンサート 
ＢＲＡＳＳ ＢＡＮｄＢＥ 2018

7/31
TUE

大

8/8
8/9
WED

THU

8/2
8/3
THU

FRI

ギ



大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 7・8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6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。

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。

宮地楽器発表会

20日（金） 11：00～19：30 
自由入場 無料
【問】教室企画管理課　☎ 042-383-5551

ホ

7/20
FRI

Group Nemoto ～ソロ＆2台のピアノ＆歌に
よる子供と大人のコンサート～
21日（土） 14：30～20：00 
自由入場 無料
【問】根本音楽教室　☎ 090-6107-3293

ホ

7/

7/

21
SAT

シャブラン音楽教室 発表会

22日（日） 14：00～18：00 
自由入場 無料
【問】シャブラン　☎ 03-3995-5979

ホ

22
SUN

第17回 研究発表演奏会 フルートの楽しみ　
佐々木真とともに
13日（月） 15：00～18：00 
自由入場 無料
【問】みゆずメソン　☎ 048-477-1313

ホ

8/13
MON

花房伸江門下生によるコンサート

15日（水） 18：00～21：00 
自由入場 無料
【問】オフィスリピート　☎ 080-5183-4185

ホ

8/15
WED

コンサート×おしばい「ベートーヴェン物語」

14日（火） 10：30～11：35 
全席自由 3,000円
【問】みむみむの森　☎ 070-5570-7294

ホ

8/14
TUE

歌声喫茶ともしびin大泉学園

17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

8/17
FRI

泉ヴォーカル 第九回コンサート

17日（金） 18：00～20：00 
自由入場 無料
【問】原戸　☎ 03-6760-9555

ホ

8/17
FRI

第11回ゆめりあ若手寄席
～真夏の夕涼み会～
18日（土） 16：00～17：30 
全席指定 1,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

8/18
SAT

「みんなの学校」上映会

19日（日） 9：40～11：30 
全席自由 1,000円
【問】音の輪　☎ 080-6759-2623

ホ

8/19
SUN

かけがえのない貴方へ♡
ハートのコンサート ＶＯＬ．15
19日（日） 19：00～21：30 
全席自由 1,500円
【問】飯塚音楽スタジオ　☎ 090-1432-4029

ホ

8/19
SUN

第26回 ヤングアーチストピアノコンクール
セミファイナル
23日（木） 10：15～20：00 
全席自由 900円
【問】ヤングアーチスト　http://yaa.gr.jp

ホ

8/23
THU

混声合唱えとせとら演奏会 Ｖｏｌ．7

25日（土） 19：00～21：00 
自由入場 無料
【問】景山　☎ 080-5014-7632

ホ

8/25
SAT

オリーブ絵画展

27日（金）～31日（火）
自由入場 無料
【問】オリーブ カンベ　☎ 03-3904-2237

宮地楽器発表会

31日（火） 11：00～19：30 
自由入場 無料
【問】教室企画管理課　☎ 042-383-5551

ホ

ホ

7/31
TUE

小畑朱実・田辺とおる門下生 声楽発表会

5日（木） 18：30～21：00 
自由入場 無料
【問】小畑・田辺声楽教室　FAX 03-6751-5849

ホ

ホ

7/ 5
THU

羽川真介（チェロ）＆渚智佳（ピアノ）
デュオ・コンサートＶｏｌ．5
7日（土） 14：00～16：00 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】プラージュ企画　☎ 03-3557-5820

ホ

7/ 7
SAT

十一代桂文治後援会 夏のつどい

8日（日） 19：00～21：15 
全席自由 2,500円
【問】桂文治後援会　☎ 03-3557-0981

ホ

7/ 8
SUN

第26回 ヤングアーチストピアノコンクール
予選
1日（日） 10：30～19：30 
自由入場 無料
【問】ヤングアーチスト　http://yaa.gr.jp

ホ

7/ 1
SUN

小室等＆李政美 平和のためのライブ2018

9日（月） 19：00～21：30  
全席自由 一般前1,500円 学生1,000円 他
【問】市民の声ねりま　☎ 03-5933-0108

ホ

7/ 9
MON

ピアノ系男子のすてきな夕べ 第3弾

11日（水） 19：00～20：45 
全席自由 前1,000円 当1,300円
【問】中山アートハウス　☎ 042-398-3283

ホ

7/11
WED

オペラの館へようこそ ～声楽発表会～

13日（金） 18：00～21：30 
全席自由 2,000円
【問】ドルチェ・カント　☎ 070-1253-0477

ホ

7/13
FRI

マイカイ・ウクレレサークル＆フラ発表会

14日（土） 13：00～16：00 
自由入場 無料
【問】梁瀬　☎ 03-3923-4871

ホ

7/14
SAT

歌声喫茶ともしびin大泉学園

18日（水） 9：50～11：30  
全席自由 2,000円
【問】ともしび音楽企画　☎ 03-6907-3801

ホ

7/18
WED

演奏家集団「石塚組」定例演奏会
～プロ声楽家によるオペラと合唱の調べ～
18日（水） 15：00～17：00 19：00～21：00 
全席自由 3,000円
【問】石塚声楽研究会　☎ 090-1303-0451

ホ

7/18
WED

7 月

第42回 ピティナ・ピアノコンペティション

1日（水）～2日（木） 10：30～19：30 
全席自由 一般1,000円 学生500円
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

第10回 横山恵子先生門下発表会

3日（金） 16：00～21：00  
自由入場 無料
【問】津田　☎ 090-7250-9712

ホ

8/3
FRI

第55回ワンコイン・コンサート 
日本の音 和楽器の音
4日（土） ①11：30～12：10 ②15：00～16：00
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完売
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

8/4
SAT

設立10周年記念 練馬笛の音楽隊
Flauto Dolce リコーダーコンサート
5日（日） 14：00～16：00 
自由入場 無料（要整理券）
【問】小島　☎ 090-8398-9480

ホ

8/5
SUN

第26回 ヤングアーチストピアノコンクール
セミファイナル
6日（月） 10：15～20：00 
全席自由 900円
【問】ヤングアーチスト　http://yaa.gr.jp

ホ

ホ

8/6
MON

第42回 ピティナ・ピアノコンペティション

7日（火）～8日（水） 10：30～19：30
全席自由 一般1,000円 学生500円
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

高橋啓三先生門下生 声楽発表会

9日（木） 10：45～20：00 
自由入場 無料
【問】高橋啓三門下　☎ 080-3435-7466

ホ

8/9
THU

イデア・ミュージック・コンサート

11日（土・祝） 10：45～19：00 
自由入場 無料
【問】イデア　☎ 080-1177-3238

ホ

8/11
SAT

第9回 藤城ピアノ教室 ピアノ発表会

12日（日） 13：00～16：30 
自由入場 無料
【問】藤城ピアノ教室　☎ 090-6508-2074

ホ

8/12
SUN

8 月

第42回 ピティナ・ピアノコンペティション
地区予選
3日（火）～4日（水） 10：30～19：30
自由入場 無料
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

7/3
7/4
TUE

WED

7/27
7/31
FRI

TUE
ギ

8/7
8/8
TUE

WED

ホ

8/1
8/2
WED

THU

第26回 ヤングアーチストピアノコンクール
予選
29日（日）～30日（月） 10：30～19：30
自由入場 無料
【問】ヤングアーチスト　http://yaa.gr.jp

7/29
7/30
SUN

MON

TEL
WEB

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

窓 口

窓 口



2 0 1 8 . 7  /  Vo l . 4 0 0

アンコール

平成30年8月15日（水）
開場11:30 開演12:30
中野サンプラザホール

S席（僅少） 4,000円 A席 3,500円
［Pコード：486-693］［Lコード：33466］

ゲスト：ナイツ

～夏休み まっぴるまスペシャル～
特選落語名人会’18

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

特典
5

TIC
KET

TIC
KET 5

6
発売日

TICKE
T

※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。
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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
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＜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7月発行／通巻第400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/ 

JR中央線・総武線／
東京メトロ東西線「中野駅」北口より徒歩1分

初心者のための歌舞伎体験
2018年7月28日（土） 14:00開演（13:30開場）

—文化と出会う夏休み—

板橋区立文化会館大ホール

夏休みに、

お子様から大人まで楽しめる作品を

ご家族みなさんでお楽しみください！

【 料 金 】

【予約・お問い合わせ】

全席指定 1階席 一般3,000円 高校生以下1,500円
　　　　 2階席 一般1,500円 高校生以下1,000円
※4歳未満入場不可。4歳からお席が必要です。 ※各税込
板橋区立文化会館チケットセンター 
TEL 03-3579-5666（9:00～20:00） http://www.itabun.com/
チケットぴあ［Pコード：485-294］
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平成30年8月21日（火）開場18:30 開演19:00

東京芸術劇場 
プレイハウス

全席指定 3,700円 
［Pコード：486-661］［Lコード：32513］

「池袋駅」西口より徒歩2分

瀧川鯉昇・
柳家喬太郎
二人会

「古典こもり
  其の十三」

好評
発売中！

好評
発売中！

林
家
た
い
平

春
風
亭
小
朝

春
風
亭
昇
太


