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!
最優秀賞：声楽部門 工藤和真（テノール）
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New!

優秀賞：声楽部門 矢野敦子（ソプラノ）

©井村重人
最優秀賞：木管楽器部門 住谷美帆（サクソフォン）

優秀賞：木管楽器部門 後藤榛花（クラリネット）

最優秀賞：弦楽器部門 飯守朝子（ヴァイオリン）

優秀賞：弦楽器部門 高松亜衣（ヴァイオリン）

第33回練馬区新人演奏会

子どもたちに生の舞台を!!

劇団うりんこ「夜明けの落語」

11/ 29（木）18 : 30 開演 17: 50 表彰式

12 / 9（日）15 : 00 開演

練馬文化センター 小ホール

練馬文化センター 小ホール

オーディションを経て選ばれた６名のソリストが
東京フィルハーモニー交響楽団と豪華共演！
練馬から飛翔する、若き音楽家たちの熱いステージをお見逃しなく！
出演：最優秀賞・優秀賞受賞者6名、上野正博（指揮）、
東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
曲目：ヴェルディ／歌劇「海賊」より あぁ、お前の言うとおりだ
ラーション／サクソフォン協奏曲
メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲 ほか
料金：全席自由 1,000円
区内小中学生（在住・在学）とその保護者（先着50組100名様）をご招待します。
募集期間：9月5日（水）〜10月15日（月）必着（メールは23：59受信分まで）
※応募詳細は練馬文化センターHPまたは公演チラシをご覧ください。

9月5日（水）10:00〜 販売開始

割 引 小学生 学生券

スピーチこわい！少女を救ったのは『まんじゅうこわい』？
のなかあかね

小学4年生の野中暁音がこの世で一番こわいものは、人前で話すこと。そん
な暁音に最大のピンチが訪れます。それは「五分間スピーチ」！大阪から
来た転校生が披露した落語『まんじゅうこわい』に感動した暁音は、自分も
じゅげむ
『寿限無』を披露する決意をします。人前に立つのが苦手、友達との関係づく
りなど、誰もが経験する悩みと暁音はどう向き合っていくのでしょう…劇中
の落語も必見です！
出演：劇団うりんこ
料金：全席自由 大人2,500円（当日2,700円）、3歳〜中学生1,500円（当日
1,800円）、親子ペア3,500円（当日取り扱いなし）
※親子ペアおよび当日券は友の会割引適用外
共催：ねりま子ども劇場 後援：練馬区教育委員会
協力：NPO法人 清瀬こども劇場、東久留米こども劇場

9月10日（月）10:00〜 販売開始

割 引

3 歳以上

New!

平成30年度優秀映画鑑賞推進事業

映画音楽の名作を観る〜市川崑監督特集〜
練馬文化センター 小ホール
2019/ 1/19（土）13：00 開演
今こそ観るべき記録映画の金字塔『東京オリンピック』を上映！
山崎豊子の同名小説を豪華キャストで映画化した文芸ドラマの名作『ぼんち』、
「芸術か記録か」の国民的論議を巻
き起こし、空前の観客動員を記録した『東京オリンピック』を上映します。

New!

（1960年/104分/カラー/35mm）監督：市川崑 音楽：芥川也寸志 出演：市川雷蔵、
『ぼんち』
京マチ子、若尾文子、
作品：
越路吹雪、草笛光子、中村玉緒、山田五十鈴、船越英二、中村鴈治郎 ほか
（1965年/169分/カラー/35mm）
監督：市川崑 音楽：黛敏郎 ※途中休憩あり
『東京オリンピック』
料金：全席指定 1,000円（２本立て・入替なし）
9月28日（金）10:00〜 販売開始 割 引 小学生

気軽に本格的な音楽を楽しめる「まちなかコンサート」。９月以降の開催予定です！
公園や駅前、いつもの帰り道、見慣れた街の風景。普段の何気ない場所が、
「まちなかコンサート」の時間だけ、音楽
に出会える空間に変わります。 料金：自由入場 無料（申込不要）
※車での来場はご遠慮ください。※曲目は変更になる場合があります。※vol.25、27は雨天中止。

0 歳以上

無料

まちなかコンサートVol.24 in 電車の見える公園
電車の見える公園（北町1-38-23）
9 / 9（日）11：00 開演
：本間雅智（テューバ）、尾崎浩之（トランペット）、
出演：ブラスファンタジスタ（金管五重奏）
砂川隆文（トランペット）、渡邊善行（トロンボーン）、小林祐治（ホルン）
曲目：バッハ／スピリット・ビー・ジョイフル、ロジャース／「サウンド・オブ・ミュージック」より私のお気に入り ほか

まちなかコンサートVol.25 in 大泉中央公園
大泉中央公園サービスセンター前（大泉学園町9-4-3）
10 / 6（土）11：00 開演
：中川美保（ソプラノサクソフォン）、
出演：アンサンブル・ラパン（サクソフォン四重奏）
井上貴子（テナーサクソフォン）、渡辺美輪子（アルトサクソフォン）、奈良美里（バリトンサクソフォン）
曲目：ヘンデル／サバの女王の入城、ドヴォルザーク／ユーモレスク ほか

まちなかコンサートVol.26 in 石神井台
石神井台地域集会所（石神井台4-5-14）
10 / 21（日）11：00 開演
出演：ルロットオーケストラ：伊藤万桜（ヴァイオリン）、井口信之輔（コントラバス）、浜川慎司（フルート）、
原口沙矢架（ピアノ）、松岡雅史（打楽器）
曲目：オッフェンバック／天国と地獄、チャイコフスキー／眠りの森の美女 ほか

まちなかコンサートVol.27 in 練馬
練馬駅北口ペデストリアンデッキ（練馬1-17-37）
11/ 3（土・祝）11：00 開演

New!

出演：クラリネット四重奏：西村薫（クラリネット）、市川徹（クラリネット）、篠塚恵子（クラリネット）、
山本絵里（クラリネット）
曲目：グランドマン／カプリス、フランス童謡／クラリネットをこわしちゃった ほか

親子で楽しむミュージックキャラバン in 春日町
春日町南地区区民館（春日町15-20-25）
10 /16（火）11：00 開演
赤ちゃんと子育て中の皆さんへ音楽をお届けする地域のコンサート
歌とコントラバス、シンプルな高い音と低い音の重なりは素朴で心休まります。赤ちゃんをお膝に抱っこして、一緒に
音に耳を澄ます、体に触れる、声を出す。気持ちがほっとして、優しく楽しいひとときを過ごしませんか。
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：世界のわらべうた、手遊びうた、手のダンス（アルゼンチン）、小さな家（ハンガリー）ほか
料金：入場無料（申込不要・先着40組80名程度）
※主に0歳〜3歳を対象としたプログラムです。※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。

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業

New!

0歳児からようこそ！歌とピアノのハッピーファミリーコンサート

「かいじゅうさがしに動物園へいこう！」
10 /7（日）①11：00 ②14：00開演

大泉学園ゆめりあホール

童謡やクラシック音楽を物語と共に楽しむ歌とピアノのコンサート
出演：保田真奈
（歌・おはなし）、冨永紘加（ピアノ）
曲目：キッチン・ワルツ／ドラマなおんがくひろば
「かいじゅうさがしに動物園へ行こう！」
料金：全席自由 一般（中学生以上）1,500円 子ども（3
歳以上小学生以下）500円 ※2歳以下ひざ上無
料（座席が必要な場合は有料）※車椅子席あり
主催・申込・問合せ：キッチン・ワルツ
HP https://kitchen-waltz.jimdo.com/ メール kitchen-waltz@live.jp
☎03-5912-0840（平日11:00〜18:00）
8月25日（土）10:00〜 予約受付開始 0歳以上

New!

0 歳以上

無料

発達障害を題材に、心理士を通して描いた「生きにくさ」の物語

演劇公演『わたしの、領分』
10 /18（木）19 : 30開演
10 /19（金）①15 : 00 ②19 : 30開演
10 / 20（土）①14 : 00 ②18 : 00開演
10 / 21（日）①13：00 ②17：00開演

大泉学園
ゆめりあホール

料金：全席自由 Ｓ席4,800円（客席前方）
Ａ席4,300円
（当日4,500円）
脚本・演出：松澤くれは
主催・申込・問合せ：
「わたしの、領分」製作委員会
メール pro.watashi@gmail.com ☎050-5319-3493
9月上旬 販売開始 割 引 小学生

厳選！ヴィルトゥオーゾシリーズvol.2

練馬区文化振興協会協力事業

岡本侑也チェロ・リサイタル
9 / 9（日）15：00開演

練馬文化センター

フォレスタコンサートin練馬
10 / 3（水）14：00開演

小ホール

今世界が最も注目しているチェリストが練馬に登場！
出演：岡本侑也（チェロ）、小林海都（ピアノ）
曲目：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
割 引 小学生

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。
出演：フォレスタ ほか
料金：全席指定 5,800円
主催：サンライズプロモーション東京

©ＢＳ日テレ

音楽劇「シューマン大好き！」

10/26（金）18：30開演 練馬文化センター 小ホール

11/10（土）14 : 00開演

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！

出演：十亀正司（クラリネット）、渚智佳（ピアノ・編曲）、
澤江衣里（ソプラノ）、羽川真介（チェロ）
曲目：シューマン／トロイメライ、シューマン／献呈、
ブラームス／クラリネット三重奏曲より ほか
料金：全席自由 1,000円
割 引 小学生

割 引 小学生

練馬交響楽団
第68回定期演奏会

アルタン祭り
〜幻想のケルト音楽コンサート
12 / 2（日）17：00開演

練馬文化センター 大ホール

ロマン派音楽と新古典派音楽の楽しみ

練馬文化センター 小ホール

人気のケルティック・クリスマス
本場のアイルランド音楽をお届けします。

出演：和田一樹（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
曲目：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
料金：全席自由 1,000円

出演：アルタン、遊佐未森（特別ゲスト）
料金：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
共催：
（株）プランクトン
割 引 4歳以上

割 引 小学生

プラハ国立劇場オペラ
フィガロの結婚

第56回ワンコイン・コンサート
心に響く！美しき日本の唄

2 019 / 1/ 9（水）18 : 30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

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）

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が来日

出演：前川健生（テノール）、西谷衣代（ソプラノ）、
畠山正成（ピアノ）
料金：①全席指定 500円 ※2歳以下ひざ
0
上無料（座席が必要な場合は有料）① 割 引 歳以上
②予定枚数終了
② 割 引 小学生

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

フレッシュ名曲コンサート

第261回アトリウムミニステージ

割 引 小学生

映画音楽名曲集

スクリーンから届いた

9/19（水）12 : 15 -12 : 4 5

2019 / 2 /23（土）16 : 00開演 練馬文化センター 大ホール
新進気鋭のピアニスト原田莉奈が登場

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、テノール歌手の演奏です。

出演：大井剛史（指揮）、原田莉奈（ピアノ）、
東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
曲目：ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番 ハ短調
ニーノ・ロータ／『ゴッド・ファーザー』より 愛のテーマ ほか
料金：全席指定 S席3,800円 A席3,000円

大井剛史 ©K.Miura

練馬文化センター 小ホール

意外と知られていないシューマンの素顔
この日もっと身近な彼が見えてくる。

出演：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）
料金：全席指定 3,000円
協力：
（一社）落語協会

12 /8（土）①13：30 ②16：00開演

割 引 小学生

写真はイメージです

練馬区演奏家協会コンサート

第141回練馬区民寄席

11/11（日）14：00開演

練馬文化センター 大ホール

出演：髙畠伸吾（テノール）、降旗真理子（ピアノ）
曲目：ヴェルディ／歌曲「リゴレット」より 女心の歌
瀧廉太郎／荒城の月 ほか
料金：自由入場 無料
※車での来場はご遠慮ください。

割 引 小学生 学生券

0歳以上

©上野隆文

募 集

募 集

高度な舞台公演を支援します

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業（H31年度前期）
練馬区文化振興協会では、平成31年4月1日〜平成31年9月30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協会情報誌「アンコール」による広報協力
対象公演、
申込方法等、詳細は練馬区文化振興協会HPをご確認ください。
申込期間：9月3日(月)〜10月31日(水) 17時必着
申込先・問合せ：練馬区文化振興協会 舞台芸術支援事業担当
☎03-3993-3311
優先

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

ねりま若者文化祭ライブパフォーマンス
ねりパフォ2019出演者募集！

応募要領を確認の上、応募用紙に必要事項を記入し、動画を添
えて「ねりパフォ2019事務局」へ郵送または持参してください。
※応募要領は練馬文化センターで配布、または練馬区文化振興
協会ＨＰよりダウンロードできます。
申込締切：9月28日（金）必着
申込先・問合せ：練馬区文化振興協会 ねりパフォ2019事務局
☎03-3993-3311

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。

無料

練馬文化センター イベントスケジュール 9・10月
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ギ ギャラリー
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1日（土）14：00〜16：00
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】ミクロコスモス ☎ 090-8039-5205
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第4回 関東学生三曲連盟OBOG演奏会
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練馬アカデミー合唱団 第24回定期演奏会

SUN
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2日（日）14：00〜16：00
全席自由 500円
【問】冨永 ☎ 03-3970-2706

3

『石井のおとうさん ありがとう』上映会

小

3日（月）14：00〜16：30
窓口
全席自由 前1,000円 当1,200円
【問】さつきプロデュース ☎ 090-7717-3565
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SUN
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23日（日・祝）14：00〜15：20／18：00〜19：20
自由入場 無料（事前公募）
【問】佐藤 ☎ 03-3998-5341

小

11

10/

第28回バレエ・モダン翔美会発表会

THU

24日（月・休）16：30〜19：30
自由入場 無料
【問】横山昭子バレエ ☎ 03-3996-8675

小

チャオズウインドアンサンブル
第二回定期演奏会

FRI

24日（月・休）14：00〜15：45
自由入場 無料
【問】スエナガ ☎ 090-9008-7723

小

アンゲネーム管弦楽団 第15回定期演奏会
24日（月・休）19：00〜21：00
全席自由 1,000円
【問】宣伝係 angenehm̲information@yahoo.co.jp

15日（土）13：30〜16：00
全席自由 前4,000円 当4,500円
【問】グレイス合唱団 ☎ 042-425-3622

15
19
FRI

MON

☎ 090-5777-9215

ねりぶんJAZZ ビックバンドジャズの魅力の全
て〜All About Big Band〜
完売御礼

29日（土）15：00〜17：15
全席指定 3,000円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

ガレリア座第31回公演 オペレッタプロジェクト21
カールツェラー喜歌劇「小鳥売り」

30日（日）14：00〜17：30
全席指定 S席3,000円 A席2,500円 他
【問】ガレリア座 ☎ 070-5552-7357

窓口

窓口

ティピーバレエ発表会2018
17日（月・祝）16：30〜19：00
無料（要整理券）
【問】ティピーバレエ ☎ 090-4439-5507

寿文化祭
19日（水）10：00〜16：20、20日（木）10：00〜16：00
自由入場 無料
【問】練老連 ☎ 03-6914-5125

22日（土）〜25日（火）
自由入場 無料
【問】ギャラリーPb ☎ 03-3925-4860

ＭＡＮＵＷＡＩ 30ＴＨ ＨＯ'ＩＫＥ
23日（日・祝）16：00〜19：30
全席指定 4,500円
【問】マヌワイオル ☎ 03-3846-8260

ギ

21

10/

SUN

大

23

10/

TUE

小

26

10/

第48回城西舞踊会

FRI

30日（日）12：00〜15：00 16：00〜20：00
全席自由 5,000円
【問】若柳吉以 ☎ 03-3921-1708

小

26
28
SUN

10/

3

WED

大

フジサトバレエスタジオ60周年記念公演
シンデレラ 全三幕

河野賢一郎 絵画個展。
「光る海2018」

小

10/

1 0 月

グレイス合唱団チャリティーコンサート2018
モーツァルト：ミサ曲ハ短調 フォーレ：レクイエム

21日（金）11：00〜19：30
自由入場 無料
【問】井藤 ☎ 03-3991-7805

SAT

10/

13日（木）〜17日（月・祝）
自由入場 無料
【問】６人展事務局橋本 ☎ 042-463-6814

17日（月・祝）16：00〜19：30
指定席 3,000円 自由席 1,500円
【問】チケットデスク ☎ 03-5933-3266

13

10/

10/

練馬稲門会 第7回『写真展』
28日（金）〜30日（日）
自由入場 無料
【問】練馬稲門会写真クラブ

3
10/
4
THU
10/

WED

ギ

5
9
TUE

10/

FRI

10/

ギ

10/

6

SAT

大

10/

7

SUN

大

10/

8

MON

大

10/

8

MON

小

10日（水）19：00〜21：00
全席自由 一般 当3,500円 他 学生2,000円 他
【問】ぴとれ座事務局 ☎ 080-4931-4058

ザ・ニュースペーパーＬＩＶＥ2018
11日（木）14：00〜16：00／18：00〜20：00
全席指定 4,800円
【問】Ro‐Onチケット ☎ 047-365-9960

窓口

神田松之丞 独演会

3日（水）14：00〜16：00
全席指定 5,800円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

TEL
WEB

第17回おとなのＡｕｌａ練馬校
パソコン生徒作品展

13日（土）12：00〜16：30
自由入場 無料
【問】千寿会舞踊の会 ☎ 03-5998-3839

第32回 紫紅会展
15日（月）〜19日（金）
自由入場 無料
【問】紫紅会 ☎ 090-4414-8005

第63回区民文化祭「合唱祭」
21日（日）11：00〜19：30
自由入場 無料
【問】生涯学習センター ☎ 03-3991-1667

練馬区老人クラブ連合会「レクダンス発表会」
23日（火）10：30〜16：00
自由入場 無料
【問】練老連事務所 ☎ 03-6914-5125

第141回練馬区民寄席
26日（金）18：30〜20：45
全席指定 3,000円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

ギ

26日（金）〜28日（日）
自由入場 無料
【問】石渡 ☎ 03-3993-0039

27

SAT

大

TEL
WEB

谷修ワンマンコンサート2018
27日（土）18：30〜20：30
全席自由 一般 当3,500円 他 小学生以下500円
【問】ジェットワンプラス ☎ 03-5337-2046

どうする？！核のゴミ。

27 「チャルカ〜未来を紡ぐ糸車〜」練馬上映会

SAT

小

28

10/

ねりま水彩画倶楽部展

SUN

5日（金）〜9日（火）
自由入場 無料
【問】保戸塚 ☎ 03-3998-1816

6日（土）14：00〜16：00
全席指定 4,000円
【問】未来音楽企画 ☎ 03-5946-9455

第11回千寿会舞踊の会
出演二代目西崎緑 他

美し国にっぽん 木版画展

10/

3日（水）〜4日（木）
自由入場 無料
【問】須藤 ☎ 090-4739-5369

オーケストラって楽しいな！
〜定番からはじめる音楽鑑賞〜

12日（金）19：00〜21：00
全席指定 3,300円
【問】夢空間 ☎ 03-5785-0380

FRI

10/

フォレスタコンサートin練馬

大

30

10/
窓口

第63回区民文化祭「民謡大会」
7日（日）10：00〜18：30
自由入場 無料
【問】生涯学習センター ☎ 03-3991-1667

オーケストラアンサンブル豊島
第24回定期演奏会

8日（月・祝）14：00〜16：00
全席自由 1,000円 他
【問】事務局 ☎ 070-2199-8945

田中克己＆池田怜士ピアノデュオリサイタル
―2台ピアノと打楽器の饗演―

8日（月・祝）14：00〜16：00
全席自由 3,000円
【問】池田 ☎ 090-7507-5835

おーけすとら・ぴとれ座 第4回音楽会

12 「松之丞ひとり〜夢成金」其の十二

10/

10/

師籍60周年記念 井藤麗山尺八邦楽演奏会

FRI

小

10

10/

第37回 練馬児童劇団発表会

色鉛筆画作品展2018 〜6人それぞれの目〜

21 （尺八・箏・三絃による）

9/

MON

FRI

ﬂow LIVE vol.13 LUMINOUS

9日（日）15：00〜16：30
全席指定 3,500円
【問】練馬文化センター ☎ 03-3948-9000

24

9/

9/

8日（土）14：00〜16：00
全席自由 500円
【問】西池袋管弦楽団 nisiikephil̲concert@yahoo.co.jp

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

大

24

西池袋管弦楽団 第19回定期演奏会

9

MON

9/

5日（水）11：00〜20：00、6日（木）13：00〜17：00
2日間通し 3,000円
【問】運営委員会 https://jbs-fg.org/inquiry/

小

9/

窓口

第1回日本ファゴットコンクール

8日（土）13：30〜16：00／17：30〜20：00
全席自由 前1,000円 当1,200円
【問】安河内 ☎ 090-2416-8788

SUN

小

1日（土）12：30〜17：00
自由入場 無料
【問】演奏会実行委員会 gakusan.obog@gmail.com

9/

23

9/

グノー生誕200年コンサート

TUE

小

30
4
SUN

10/

TUE

11/

ギ

27日（土）18：45〜21：15
全席自由 前800円 当1,000円
【問】核原発のない未来 ☎ 03-6760-9719

東京ピットオーケストラ結成１０周年記念／
０歳からのクラシック／オペラ名曲の午後

28日（日）1部 11：00〜12：00 2部 14：00〜16：00
全席自由 １部500円 ２部2,000円
【問】高橋 ☎ 090-6562-2864

第1回入山アキ子と唄仲間のコンサート
30日（火）14：00〜16：30／18：00〜20：30
全席指定 4,000円
【問】入山アキ子後援会 ☎ 04-2956-0448

道中展
30日（火）〜11月4日（日）
自由入場 無料
【問】道中展事務局 ☎ 03-3992-7492

大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 9・10月

1

9/

SAT

ホ

8

9/

SAT

ホ

8

9/

SAT

ホ

9

9/

SUN

ホ

9

9/

SUN

ホ

10

9/

MON

ホ

12

9/

WED

ホ

13

9/

THU

ホ

15

9/

SAT

ホ

15
9/
17
MON
9/

SAT

ギ

16

9/

SUN

ホ

17

9/

MON

ホ

19
9/
22
SAT

9/

WED

ギ

9/

ホ

おるごーる♪「０歳からのおはなし音楽会」
〜あき〜
8日（土）10：30〜11：30
全席自由 500円（2歳以上有料）
【問】おるごーる♪山本 ☎ 070-5594-8671

24

MON

ホ

24
29
SAT

9/

MON

9/

ギ

25

TUE

ホ

9/

27

THU

ホ

関敦子ピアノリサイタル
8日（土）18：00〜20：30
全席自由 3,000円
【問】関敦子事務所 ☎ 03-3923-6215

26

WED

1日（土）15：00〜18：30
自由入場 無料
【問】ミニヨン事務局 ☎ 090-3524-5300

9/

28

FRI

窓口

ホ

フルート独奏団「ナナカマド」第13回発表会

9/

29

SAT

9日（日）13：00〜16：30
自由入場 無料
【問】ナナカマドの会 ☎ 03-5936-8682

ホ

第26回 ピアノコンサート

9/

29

SAT

9日（日）18：30〜21：20
自由入場 無料
【問】阿部明子Ｐ教室 ☎ 080-6652-0987

ホ

夢歌・ゆめりあ・ Part Ⅳ
−歌とフルートとピアノの共演−

9/

30

SUN

10日（月）19：00〜21：00
全席自由 1,000円
【問】ＣＰＦ azusa̲jc@yahoo.co.jp

ホ

道の会 第11回 歌の会
26日（水）15：30〜18：30
自由入場 無料
【問】道の会 ☎ 080-6587-3339

第10回 大泉カラオケ会
27日（木）11：00〜16：30
自由入場 無料
【問】料飲連合会事務所 ☎ 03-3921-2727

服部章子ピアノリサイタル
江口心一氏をお迎えして
28日（金）19：15〜21：00
全席自由 一般3,500円 学生1,500円
【問】リサイタル事務局 ☎ 080-5410-0929

チロルからの風
−内藤敏子チター演奏会−
29日（土）13：30〜15：30
自由入場 無料
【問】練視協文化部 ☎ 090-4591-6707

アール・リリック 2018
29日（土）19：00〜21：30
全席自由 3,000円
【問】村田 ☎ 03-5387-0977

澤江衣里（ソプラノ）＆渚智佳（ピアノ）
ジョイント・リサイタル Vol.3
30日（日）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

ともに歌う「日本のうた」コンサートVol.1
−みなさんも楽しく歌いましょう−

2

TUE

ホ

3

コーラス野ばら50周年記念演奏会

10/

WED

15日（土）14：00〜16：30
自由入場 無料
【問】杉野 ☎ 048-479-3555

ホ

第25回フラワースタジオアリス・
第15回瑶風書道教室 生徒作品展

4

10/

THU

15日（土）〜17日（月・祝）
自由入場 無料
【問】ＦＳアリス ☎ 03-3922-3557

ホ

発表会
ピアノとヴァイオリンと歌と指揮の夕べ

6

10/

SAT

16日（日）13：30〜16：30
自由入場 無料
【問】橋本 ☎ 03-3925-3398

向江陽子ホールワンマン『虹の待ち人』
アコースティックの陽だまり／月明かりのバンド
17日（月・祝）15：15〜16：45／19：00〜20：30
全席指定 前3,500円 当4,000円
【問】事務局 yoko.mukae@gmail.com

9

10/

TUE

ホ

10

10/

WED

ホ

11

写研フラッシュ30周展

10/

THU

24日（月・休）〜29日（土）
自由入場 無料
【問】写研フラッシュ ☎ 090-1653-8872

ホ

中山みどり推薦演奏家シリーズ第9弾
美女系プレイヤーのすてきな音色
25日（火）19：00〜20：45
全席自由 前3,000円 当3,300円
【問】中山アートハウス ☎ 042-398-3283

SUN

ホ

24日（月・休）10：30〜11：30
全席自由 500円
【問】音の輪 ☎ 090-5555-6701

12

10/
窓口

3日（水）18：30〜21：00
全席自由 800円
【問】大杉 ☎ 080-1567-3504

アール・リリック 18
4日（木）19：00〜21：30
全席自由 3,000円
【問】村田 ☎ 03-5387-0977

友遊クラブカラオケ発表会

0歳児からようこそ！歌とピアノのコンサート
「かいじゅうさがしに動物園へいこう」

SUN

騒いじゃっても大丈夫！
音の輪ポピュラーコンサート

御楽会 御邊典一門下生有志による演奏会

7

10/

7

22日（土）19：00〜21：00
自由入場 無料
【問】アミフランス ☎ 090-8037-0857

2日（火）13:30〜15：30
全席自由 一般2,000円 小学生以下500円
【問】Nアンサンブル ☎ 080-2006-2338

ホ

10/

19日（水）〜22日（土）
自由入場 無料
【問】桃美会 ☎ 03-3973-7714

ナイト オカリナ アンサンブルコンサート2018

6日（土）10：00〜20：00
自由入場 無料
【問】友遊クラブ ☎ 03-6760-7501

ホ

第33回 桃美会南画展

ホ

15

10/

MON

ホ

16

10/

TUE

ホ

17
10/
21
SUN

10/

WED

ギ

18

10/

THU

ホ

19

10/

FRI

ホ

SAT

10/

13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

SAT

20

1 0 月

歌声喫茶ともしびin大泉学園

13

10/

10/

12日（水）10：30〜11：45
全席自由 2,000円
【問】歌のいずみ ☎ 03-3867-0488

声楽・ヴォーカルコンサート

ホ

9/

9/

22 （クラシック、シャンソン、ポピュラー）

SAT

9/

9 月
Le Concert Mignon Vol.20
〜うたの夕べ〜

ホ ゆめりあホール

FRI

ホ

7日（日）11：00〜11：50／14：00〜14：50
全席自由 一般1,500円 子ども500円（2歳以下ひざ上無料）
【問】キッチン・ワルツ ☎ 090-9952-1975

アール・リリック 18
7日（日）19：00〜21：30
全席自由 3,000円
【問】村田 ☎ 03-5387-0977

ホ

21

10/

SUN

ホ

23

10/

TUE

ホ

25
31
WED

10/

THU

10/

ギ ゆめりあギャラリー

田坂麻木ピアノリサイタル
音のパレットシリーズVol.2 Opus．赤
13日（土）19：00〜20：45
全席自由 一般3,000円 学生1,500円
【問】Ｖｌｅｕｇｅｌ ☎ 090-9214-1926

歌声喫茶ともしびin大泉学園
15日（月）9：50〜11：30
全席自由 2,000円
【問】ともしび音楽企画 ☎ 03-6907-3801

さあ！歌とギターのドラマが始まった
ルナ・ケンゾーラテンを歌う
16日（火）18：00〜20：00
全席自由 前4,500円 当5,000円
【問】ルナ音楽事務所 ☎ 070-6467-5269

2018 第15回 ロトンヌ絵画展
17日（水）〜21日（日）
自由入場 無料
【問】ロトンヌナカダイ ☎ 042-421-3327

演劇公演『わたしの、領分』
18日（木）19：30〜21：00
全席自由
前S席4,800円（客席前方）A席4,300円 当4,500円
【問】森永 ☎ 050-5319-3493

演劇公演『わたしの、領分』
19日（金）15：00〜16：30／19：30〜21：00
全席自由
前S席4,800円（客席前方）A席4,300円 当4,500円
【問】森永 ☎ 050-5319-3493

演劇公演『わたしの、領分』
20日（土）14：00〜15：30／18：00〜19：30
全席自由
前S席4,800円（客席前方）A席4,300円 当4,500円
【問】森永 ☎ 050-5319-3493

演劇公演『わたしの、領分』
21日（日）13：00〜14：30／17：00〜18：30
全席自由
前S席4,800円（客席前方）A席4,300円 当4,500円
【問】森永 ☎ 050-5319-3493

ｎｕ-ｃｌａｓｓｉｃｓ
定期コンサート Vol.2
23日（火）19：00〜21：00
全席自由 一般2,000円 学生1,000円
【問】ｎｕｃｌａｓｓ． ☎ 042-422-2510

祝 傘寿 宮本沙海 書・水墨画展

ギ

25日（木）〜31日（水）
自由入場 無料
【問】沙海書墨画研究所

26

公益社団法人練馬西法人会
「税務合同研修会」

10/

FRI

ホ

27

10/

SAT

ホ

27

10/

SAT

ホ

窓口

☎ 070-5010-1316

26日（金）14：00〜16：30
自由入場 無料（要 予約）
【問】練馬西法人会 ☎ 03-3923-7272

吉原りえ フルートリサイタル Vol.12
27日（土）14：00〜16：00
全席自由 一般前3,000円 学生前2,000円 他
【問】ふんわり音空間 fueneko5656@yahoo.co.jp

松村宏樹ヴァイオリンリサイタル
with 奥脇泉
27日（土）19：00〜21：00
全席自由 一般3,000円
【問】事務局 ☎ 090-1476-7434

オカリナと歌のしらべ
9日（火）13：30〜16：00
全席自由 前3,500円 当4,000円
【問】歌芝居吉田組 ☎ 080-5050-7706

田代誠マルコ・アンサンブルコンサート
Vol.1
10日（水）19：00〜21：00
全席自由 2,500円
【問】狩野 ☎ 090-8450-8215

相澤勵バリトン・リサイタルVol.8
11日（木）19：00〜21：00
全席自由 1,000円
【問】事務局 ☎ 03-5241-1237

第9回 ユキ ブーケ・ド・シャンテ コンサート
12日（金）14：00〜16：40
自由入場 無料（要予約 整理券）
【問】澤木 ☎ 090-6159-7799

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

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

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8月17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 . 9

/ Vol.4 0 2

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
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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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TIC

（10:00〜20:00）
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発売日
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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

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

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

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

リズモ
●大泉学園

北パーキング

練馬警察署南

駅前広場

西武池袋線
池袋→

●交番

↓上石神井

平成30（2018）年9月発行／通巻第402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＞

保谷こもれびホール

２１世紀スペシャル寄席ONEDAY

JR「有楽町駅」駅前
全席指定 4,100円
［Pコード：487-091］
［Lコード：34439］

三遊亭白鳥

開場12:00 開演13:00
有楽町よみうりホール／ビックカメラ７階

三遊亭萬橘

平成30年

桃月庵白酒

9月15日（土）

春風亭百栄

よってたかって
秋らくご’
18

好評
発売中 なかのZERO 笑いと健康フェスティバル2018

桃月庵白酒・
春風亭一之輔
with ロケット団

10月20日（土）

平成30年

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

■

全席指定 3,600円［Pコード：487-499］
［Lコード：33496］
なかのZEROチケットセンター 03-3382-9990 http://nicesacademia.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
■

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

20周年記念公演のご案内

ファミリーミュージカルアルプスの少女ハイジ
明るくて純真無垢なハイジは、車椅子のクララと出会い、2人の愛と友情が奇跡を
起こします。
大人も子どもも楽しめる作品です。
バックステージツアー、
出演者との握手会が
ございます。
詳細はお問い合わせください。

10/6（土）14：00開演（13：30開場）
メインホール

全席指定 おとな2,500円 中学生以下1,500円

※2歳以下の膝上鑑賞無料

こもれび
狂言会

正木慎也

小川麻琴

中山麻理

野 村万作・萬斎 狂言の世界

開館20周年を記念して、
上演前に野村萬斎師による演目解説があります。
華やかで賑々しい狂言二番をお楽しみください。
【予定演目】
末廣かり
（すえひろがり）
、
千切木
（ちぎりき）

11/27（火）19：00開演（18：30開場）
メインホール

全席指定 一般4,500円 大学生以下2,000円

※未就学児入場不可

野村万作

野村萬斎

【予約】西東京市保谷こもれびホール ☎042-421-2323（9：00〜17：00）

