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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

New!

1月11日（金）10:00～ 販売開始

みんなであそぼ！
森と劇場のサーカスフェスタ

New!

練馬文化センター一帯が一日中楽しめるサーカス広場
に！子供も大人もみんなで遊ぼう！
赤ちゃんも大人も、障がいがある方もない方もみんなが楽しめるパントマイ
ム作品やサーカスショーやワークショップ。その他、無料で楽しめる森のス
テージの大道芸やパレード、子どもの遊び場など盛りだくさん。練馬産の新
鮮野菜が並ぶマルシェも同日開催！

3/30（土）  10:00～16:30

ふくろこうじ、沢入国際サーカス学校卒業生サーカス団、浅草雑芸団、
ムンドノーボぽこブヨ～ダン、シャボン玉クリちゃん
無料

●パントマイムワークショップ ほか
9:40～
第１・２リハーサル室
出演：ふくろこうじ 参加料：500円

●パントマイム・サーカスショー
13:30開演 小ホール
出演：ふくろこうじ「出口あり」、沢入国際サーカ
ス学校卒業生サーカス団 料金：全席自由500円

出演：

料金：

お知らせ
平成30年12月29日（土）～平成31年1月3日（木） 練馬文化センターおよび大泉学園ゆめりあホールは休館です。
平成31年1月21日（月）17:00～終日 メンテナンスのため練馬文化センターおよび大泉学園ゆめりあホールの窓口でチケット販売・引換え、
友の会入会・更新はできません。

0歳以上 1月20日（日）10:00～ 予約受付開始 

万作・萬斎狂言の会
～鍋八撥・奈須与市語・千切木～

日本を代表する伝統文化“狂言”の
神髄をご堪能ください
市の代表の座を巡り、浅鍋売りと羯鼓売りの争いを描く「鍋八撥」。源平合
戦の有名な逸話を華やかな仕形とともに語る「奈須与市語」。弱虫の割には
強がる夫と、気は強いが夫思いの妻のやりとりが楽しい「千切木」。狂言3曲
を解説付きでお届けします。

野村万作、野村萬斎、石田幸雄、深田博治、高野和憲、月崎晴夫 ほか
高野和憲
全席指定 5,000円
（株）万作の会

出演：
解説：
料金：
共催：

割  引 小学生

練馬文化センター 小ホール
4/11（木） 19:00開演

な す の よ い ち の か た りな べ や つ ば ち

かっこ

ち ぎ り き

沢入国際サーカス学校卒業生サーカス団 ふくろこうじ

浅草雑芸談浅草雑芸団

平成つつじ公園、練馬駅周辺、練馬文化センターなど

事前にチケットが必要な催し物：練馬文化センター

「鍋八撥」
野村万作

「千切木」
野村萬斎

「奈須与市語」
内藤連

割  引



第142回練馬区民寄席～雲助・扇遊・はん治～

豪華競演！名人の至芸を味わい尽くす！

5/24（金） 18：30開演

五街道雲助・入船亭扇遊・柳家はん治・桃月庵こはく・入船亭扇ぽう
全席指定 3,000円
（一社）落語協会

平成28年に紫綬褒章を受章し今年芸歴51年目を迎える正統派・五街道雲助、明るい芸風で江戸の粋
を伝える入船亭扇遊、ほんわかした口調で客席を笑いの渦に巻き込む柳家はん治。名人たちによる円熟
の話芸をお楽しみください。
出演：
料金：
協力：

練馬文化センター 小ホール

New!

1月30日（水）10:00～ 予約受付開始 割  引 小学生

割  引

第34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＞

【金管楽器部門】

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、12月4日（水）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。

5/25（土）・ 6/22（土） 練馬文化センター 小ホール

【ピアノ部門】
5/26（日）・ 6/23（日） 練馬文化センター 小ホール

募 集

第58回ワンコイン・コンサート
パパゲーノの音楽大冒険！

普段聴くことが少ない、第一線で活躍するオペラ歌手による
子どもから大人まで楽しめるコンサート。

4/29（月・祝） 14：00開演

吉川健一（バリトン）、村田ゆう子（ソプラノ）、石野真穂（ピアノ）
モーツァルト／オペラ「魔笛」より おいらは鳥刺し～パパパの二重唱　
ルイージ・デンツァ／フニクリフニクラ ほか ※曲目は変更する場合があります。
全席指定 500円 ※３歳未満ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）

モーツァルトのオペラ「魔笛」に登場するパパゲーノの迫力ある歌声の演奏、童謡をみんなで一緒に歌っ
たり、リズムで身体を動かす心地よさを感じたりするプログラムです。

出演：
曲目：

料金：

練馬文化センター 小ホール

1月17日（木）10:00～ 予約受付開始

東京ニューシティ管弦楽団
第2回練馬定期演奏会～愛がテーマの音楽会～

スメタナの祖国愛、ドヴォルザークの故郷愛、神津善行の人の愛。
現代ともすれば忘れがちな大切な“愛”を、
名曲にのせて思い起こしていただける感動の演奏会です。

6/1（土） 14：00開演

内藤彰、神津善行（音楽物語「メダカとの出会い」）
中村メイコ、神津カンナ、神津はづき、東京ニューシティ管弦楽団（管弦楽）
スメタナ／「モルダウ」（連作交響詩「我が祖国」より）
神津善行作曲・脚本／音楽物語「メダカとの出会い」（浜田広介童話による）
ドヴォルザーク／交響曲第9番 ホ短調 作品95「新世界より」
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・シニア（60歳以上）：10％割引 学生（25歳以下、S席を除く）：50%割引
　　　  東京ニューシティ管弦楽団 ☎03-5933-3266（土日祝日を除く10-18時）
　　　  http://tnco.or.jp

指揮：
出演：
曲目：

料金：

共催・問合せ：

金管楽器部門（70名程度）・ピアノ部門（50名程度）
※声楽部門・木管楽器部門・弦楽器部門は平成32年度に実施する予定です。
次の①～③にあてはまる方
①平成31年3月31日現在、満15歳以上満30歳未満
　（平成元年4月2日～平成16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34回練馬区新人演奏会へ出演できる
2月15日（金）～4月10日（水）までの9：00～17：00（土・日・祝日を除く） ※先
着順。募集定員になり次第、締め切ります。
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　
※詳細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
区役所本庁舎アトリウム・練馬区文化振興協会HP

対象（募集人数）：

応 募 資格：

募 集期 間：

問 合 せ ：

練馬文化センター 大ホール

New!

1月8日（火）10:00～ 販売開始 ※練馬文化センターは9日10:00より販売開始 割  引 小学生

0歳以上

学生券

入船亭扇遊 五街道雲助 柳家はん治

 石野真穂 ©篠原栄治村田ゆう子吉川健一

New!

優 先



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

フレッシュ名曲コンサート

～スクリーンから届いた～映画音楽名曲集

オーケストラで聴く、映画音楽の名曲！

2/23（土） 16:00開演 練馬文化センター 大ホール

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）
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
全席指定 S席3,800円 A席3,000円

出演：

曲目：

料金：

第265回
アトリウムミニステージ
1/16（水） 12 :15開演 練馬区役所１階アトリウム

伊舟城歩生（ピアノ）
ベートーヴェン/ピアノソナタ第14番 嬰ハ短調「月
光」作品27-2 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30分のお昼休みコンサート。今回は、第32
回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です。

無 料

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～

記録映画の金字塔『東京オリンピック』ほかを上映！

1/19（土） 13：00開演 練馬文化センター 小ホール

『ぼんち』（1960年/104分）監督：市川崑 
音楽：芥川也寸志 出演：市川雷蔵、京マチ子、若尾
文子、山田五十鈴 ほか
『東京オリンピック』（1965年/169分）監督：市川崑 
音楽：黛敏郎 ※途中休憩あり
全席指定 1,000円（２本立て・入替なし）　

作品：

料金： 割  引 小学生

瀬川昌久プロデュース第11弾 ゆめりあJAZZ vol.26 

吉野ミユキ率いるトップ女性オールスターズ
2/2（土） 15：00開演 大泉学園ゆめりあホール

吉野ミユキカルテット＜吉野ミユキ（アルトサックス）、
外山安樹子（ピアノ）、若林美佐（ベース）、鈴木麻緒
（ドラム）＞ ゲスト：ませひろこ（ソプラノサックス）、高
橋里実（アルトサックス）、瀬川昌久（企画・解説）
スターティング・ポイント、チュニジアの夜、ボ
ディ・アンド・ソウル ほか
全席指定 2,500円

出演：

曲目：

料金： 割  引 小学生

練馬区立美術館「ラリック・エレガンス」展連携企画　

藤井一興ピアノ・リサイタル

音が煌めく、フランス芸術の世界

3/2（土） 14：00開演 練馬文化センター 小ホール

藤井一興
ラヴェル／クープランの墓、ドビュッシー／前奏曲
集第２集より「花火」、ルーセル／ソナチネOp.16 
ほか ※曲目は変更になる場合があります。
全席指定 3,000円 アンダー25歳割引（入場時年
齢確認あり）2,000円 連携セット割引（演奏会チ
ケット+展覧会チケット）3,500円
（株）ミリオンコンサート協会

出演：
曲目：

料金：

協力：
割  引 小学生

練馬交響楽団 春 ありがとう ～平成～

平成をつづる２時間！そして未来へ

3/10（日） 14：00開演 練馬文化センター 大ホール

佐藤寿一（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
ディズニー映画「アナと雪の女王」メドレー、ヴェ
ルディ／アイーダ凱旋行進曲、ラヴェル／ダフニス
とクロエ 第２組曲 ほか
全席自由 1,000円

出演：
曲目：

料金：
割  引 小学生

第57回ワンコイン・コンサート
ヴァイオリンDuoの美しい音楽の世界へ

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）

3/9（土） ①11：30 ②15：00開演 大泉学園ゆめりあホール

森垣悠美（ヴァイオリン）、中澤万紀子（ヴァイオリ
ン・ヴィオラ）
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：

区民参加劇
「マイライフ・マイステージ」

私たちの街に住む、私たちの物語

2/17（日） ①13：00 ②17：00開演 大泉学園ゆめりあホール

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）、能祖將夫（構成・演出・朗読）
ワークショップ参加者 ※各回、出演するワーク
ショップ参加者が異なります。
全席自由 500円

出演：

料金：
割  引 小学生

第12回ゆめりあ若手寄席
～大泉新春落語会～

新春恒例ゆめりあ若手寄席で初笑い！
協賛飲食店の「ほっこりサービス」もお楽しみください　

1/6（日） 14：00開演 大泉学園ゆめりあホール

柳家喬之助(真打）、柳亭市童（二ツ目）、
のだゆき（音楽パフォーマンス）
全席指定 1,500円
（一社）落語協会

出演：

料金：
協力：

割  引 小学生

デーモン閣下の邦楽維新Collaboration

新春地獄絵図 ～芥川龍之介を詠み謳う

1/27（日） 16:00開演 練馬文化センター 大ホール

デーモン閣下（朗読・歌唱）、三橋貴風（尺八・プロ
デュース）、福田栄香（筝・三絃）、稲葉明徳（篳篥・
笛・笙）、外山香（二十絃筝）、松崎雄一（編曲・キー
ボード）、雷電湯澤（ドラムス）、石川俊介（ベース）、
田村祐子（サンドアート）、Kohei（サンドアート）
全席指定 S席6,500円（残席わずか） 
A席5,000円

出演：

料金：

0歳以上

割  引 小学生

大井剛史 ©K.Miura ©K.Miura

©上野隆文

学生券

柳亭市童 柳家喬之助 のだゆき

練馬区文化振興協会協力事業

早稲田大学交響楽団 ニューイヤーコンサート2019
1/19（土） 17：00開演

練馬文化センター 大ホール

指定席3,500円 自由席2,000円料金：

割  引 小学生 学生券

ねりま若者文化祭 ライブパフォーマンス　

ねりパフォ2019
2/3（日） 11:00開演 練馬文化センター 大ホール

軽音楽部門８組、ダンス部門15組、パフォーマンス
部門3組
全席自由 500円
（18歳以下は無料 ※要無料チケット）

出演：

料金：

小学生

プラハ国立劇場オペラフィガロの結婚
1/9（水） 18 :30開演

練馬文化センター 大ホール

全席指定 S席14,000円 
A席11,000円 
B席完売

料金：

©SEIICHI KAIJO

割  引 小学生

割  引 0歳以上①
②

割  引

■当日の運営ボランティアを募集します！ 
募集条件等詳細は練馬区文化振興協会HPをご覧くださ
い。 応募締切：1月10日（木） 0歳以上

割  引 小学生

いばらき あゆむ



大

大

大

大

大

大

大

大

大

練馬文化センター イベントスケジュール 1・2月 大ホール 小ホール ギャラリー大 ギ小

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

1 月

9日（水） 18：30～21：30 
全席指定 Ｓ席14,000円 Ａ席11,000円 B席完売
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

プラハ国立劇場オペラ「フィガロの結婚」1/ 9
WED

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

2 月

1日（金） 14：30～16：00 
無料（要事前予約）
【問】練馬区教育指導課　☎ 03-5984-5746

ねりま小中一貫教育フォーラム2/1
FRI

大

大

3日（日） 11：00～18：00 
全席自由 500円 18歳以下は無料 ※要無料チケット
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ねりま若者文化祭 ライブパフォーマンス
ねりパフォ2019

2/3
SUN

9日（土）ソロ・アドリブ部門 13：30～16：00
10日（日）団体部門 10：00～16：00 
全席自由 2,000円
SWING BRASSスペシャルコンサート
9日（土） 17：30～19：30
全席自由 3,000円
※2/9グランプリ大会チケットの購入者は＋1000円で
入場可
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

第6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 2019      

大 11日（月・祝） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】ハルモニア　☎ 090-5126-7620

ハルモニア ウインド アンサンブル
第29回定期演奏会

2/11
MON

20日（水） 19：30～21：30 
全席指定 3,600円　
【問】（株）夢空間　☎ 03-5785-0380

桃月庵白酒 独演会「白酒むふふ～vol．20」2/20
WED

大 22日（金） 18：30～20：30 
全席指定 Ｓ席10,000円 Ａ席6,500円
【問】SPN実行委員会　☎ 050-3631-4491

SingPhoNight2/22
FRI

大 23日（土） 16：00～18：00 
全席指定 Ｓ席3,800円 A席3,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

フレッシュ名曲コンサート
スクリーンから届いた映画音楽名曲集　　

2/23
SAT

大 25日（月） 17：30～20：30 
全席指定 Ｓ席5,000円Ａ席3,000円
【問】笑顔と夢を絆でプロ　☎ 03-6426-5313

第９回笑顔と夢を絆でチャリティショー
～スペシャルゲストに福田こうへいさんを迎えて～

2/25
MON

28日（木） 10：30～15：40 
自由入場 無料
【問】練老連歌謡大会　☎ 03-6914-5125

練老連歌謡大会2/28
THU

13日（日） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】大江戸交響楽団　☎ 090-8317-9491

大江戸交響楽団 第18回定期演奏会1/13
SUN

小

小

小

小

13日（日） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】東京ムジークフロー　tokio.musik.froh@gmail.com

東京ムジーク・フロー特別演奏会20191/13
SUN

14日（月・祝） 14：00～15：50 
全席指定 Ｓ席4,000円 Ａ席3,000円 他
【問】東京第一友の会　☎ 03-3971-9602

2019 ニューイヤーコンサート　
奥村愛＆斎藤圭土

1/14
MON

小 16日（水） 14：00～16：00 
全席指定 5,400円
【問】公演事務局　☎ 03-3402-2171

アルゼンチン・タンゴコンサート
～世界のタンゴ～Vol.27

1/16
WED

17日（木） 11：00～13：00 
全席指定 S席3,600円 A席3,200円
【問】（株）夢空間　☎ 03-5785-0380

新春まっぴるま寄席
三遊亭小遊三・林家たい平 二人会

1/17
THU

18日（金） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】地域福祉係　☎ 03-5984-2716

東京都民生委員制度100周年記念イベント
（桂文治による落語 民生・児童委員ＰＲ）

1/18
FRI

19日（土） 17：00～19：20 
指定席3,500円 自由席2,000円
【問】コンサート事務局　☎ 070-3526-4179

第13回 早稲田大学交響楽団
ニューイヤーコンサート 

1/19
SAT

小 19日（土） 13：00～18：00 
全席指定1,000円 2本立て・入替なし
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

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　

1/19
SAT

28日（月） 14：00～15：00 
無料（申込受付終了）
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

チェンバロの魅力 
チェンバロ・ミニコンサート

1/28
MON

大 29日（火） 19：30～21：30 
全席指定 S席3,600円 A席3,200円
【問】（株）夢空間　☎ 03-5785-0380

新春若手花形落語会1/29
TUE

25日（金） 19：00～20：30 
全席指定 前3,500円 当4,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

よしもと新春大笑いまつりin練馬2019　1/25
FRI

27日（日） 16：00～19：00 
全席指定 S席6,500円（残席わずか） A席5,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

デーモン閣下の邦楽維新Collaboration 
新春地獄絵図～芥川龍之介を詠み謳う　

1/27
SUN

大 20日（日） 14：00～16：00 
全席自由 1,000円
【問】野武　☎ 090-2401-9245

ジョン万次郎メモリアルオーケストラ演奏会1/20
SUN

20日（日） ①13：00～14：00 ②14：45～15：45 
無料（申込受付終了）
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

チェンバロの魅力
チェンバロ・ワークショップ

1/20
SUN

予定枚数終了

ギ

2/9
2/10
SAT

SUN



大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 1・2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12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。

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。

第12回ゆめりあ若手寄席
～大泉新春落語会～
6日（日） 14：00～15：30 
全席指定 1,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

1/ 6
SUN

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
9日（水） 16：30～20：30 
自由入場 無料
【問】水野門下　☎ 090-5620-7191

ホ

1/ 9
WED

櫻田門下発表会

26日（土） 18：45～21：30 
自由入場 無料
【問】ペルラムージカ　☎ 03-6326-4031

ホ

1/26
SAT

東京都石神井学園　地域公開講座

29日（火） 12：45～15：00 
自由入場 無料
【問】石神井学園　☎ 03-3996-4191

ホ

1/29
TUE

Piano Duo Concert
～2台4手・8手を中心に～
31日（木） 17：40～21：00 
自由入場 無料
【問】ＰＤＣ事務局　☎ 090-6935-6807

ホ

1/31
THU

Brass Quintet JaJu －The 3rd Concert－

12日（土） 19：00～20：40 
全席自由 一般2,000円 学生1,000円
【問】横尾　☎ 080-4924-7600

ホ

1/12
SAT

コンセール・プラージュ発表会Vol.9　 
渚智佳門下生によるピアノ発表会
13日（日） 10：40～19：30 
自由入場 無料
【問】プラージュ企画　☎ 03-3557-5820

ホ

1/13
SUN

第10回久保田啓子と仲間たち
「語りと歌の午後」シニア応援イベント
17日（木） 10：30～16：40 
全席自由 1,500円
【問】FTB企画　☎ 090-3408-0310

ホ

1/17
THU

ウィーンのかおり
ニューイヤーコンサート2019
19日（土） 10：15～11：30 
全席自由 一般前2,800円 子ども1,000円 他
【問】シュパース企画　☎ 048-212-3410

ホ

1/19
SAT

十一代桂文治後援会 新春のつどい

19日（土） 14：00～16：00 
全席自由 2,500円
【問】桂文治後援会　☎ 090-8007-7894

ホ

1/19
SAT

子どもと大人と、みんなで楽しむロシアの夕べ
歌とピアノのコンサート
19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

1/19
SAT

太陽の声 月のささやき 
～哀愁と情熱のドラマティックコンサート～
20日（日） 19：00～20：20 
全席自由 3,000円
【問】オフィス和奏　☎ 080-9684-1230

ホ

1/20
SUN

第15回ＮＥＷＳリトルアーティスト展

20日（日）
自由入場 無料
【問】ＮＥＷＳ大泉学園　☎ 03-5933-0801

1/20
SUN

歌声喫茶ともしびin大泉学園

22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

1/22
TUE

武田真理門下生ピアノ発表会

23日（水） 10：30～19：00 
自由入場 無料
【問】オノベ　☎ 090-8102-8142

ホ

1/23
WED

新春 雅楽コンサート

24日（木） 19：00～21：00 
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】倫遊会　rinyuu.gagaku@gmail.com  

ホ

1/24
THU

練馬区演奏家協会コンサート　
素晴らしきかな、ブラームス！
25日（金） 19：00～20：30 
全席自由 1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

1/25
FRI

1 月

TEL
WEB

TEL
WEB

ゆめりあJAZZ vol.26 
吉野ミユキ率いるトップ女性オールスターズ
2日（土） 15：00～17：15 
全席指定 2,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

2/2
SAT

東京都立大泉桜高等学校
第12回卒業制作展
7日（木）～13日（水）
自由入場 無料
【問】都立大泉桜高校　☎ 03-3978-1180

ピアノトリオ珠玉の名曲集vol.1 ～新進気鋭
演奏家がゆめりあより贈る迫力と感動～
8日（金） 19：30～21：00 
全席自由 一般前3,000円 学生2,000円 他
【問】ルロートTRIO　☎ 080-3350-1744

ホ

2/8
FRI

第26回 ぼくとわたしのコンサート

9日（土） 16：30～18：30 
自由入場 無料
【問】小川ピアノスタジオ　☎ 03-5935-0035

ホ

2/9
SAT

スマイルコンサート VOL．2
～歌を歌うと元氣になる！～
12日（火） 18：30～20：30 
自由入場 無料
【問】オフィス和奏　☎ 080-9684-1230

ホ

2/12
TUE

佐藤憲介フルートリサイタルシリーズPart18

13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

ホ

2/13
WED

区民参加劇
「マイライフ・マイステージ」　　
17日（日） ①13：00～15：00 ②17：00～19：00 
全席自由 500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

2/17
SUN

武蔵野音楽大学ユーフォニアム・テューバ専攻
生有志によるアンサンブルコンサート
22日（金） 18：30～20：30  
全席自由 前800円 当1,000円
【問】代表　☎ 090-6881-3743

ホ

2/22
FRI

アンゲネーム管弦楽団 第12回室内楽演奏会

24日（日） 19：00～21：00 
全席自由 500円
【問】宣伝係　angenehm_information@yahoo.co.jp  

ホ

2/24
SUN

丸山景子ピアノリサイタル

27日（水） 19：00～21：00 
全席自由 1,000円
【問】丸山　☎ 090-5772-1659

ホ

2/27
WED

歌声喫茶ともしびin大泉学園

20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

2/20
WED

第3回武蔵野音楽大学オーボエ・ファゴット
専攻生ダブルリードアンサンブル演奏会
28日（木） 19：00～21：00 
全席自由 前800円 当1,000円
【問】チケット係　☎ 090-2910-3704

ホ

2/28
THU

4人のピアニストによる2台ピアノコンサート

19日（火） 19：00～21：15 
全席自由 1,000円
【問】小針　☎ 080-3689-9614

ホ

2/19
TUE

2 月

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

チケット窓口販売

チケット予約・販売

窓 口

ギ

2/7
2/13
THU

WED

ギ

完売御礼
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アンコール

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10：00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。 
※1月21日（月）17:00～終日 メンテナンスのため窓口
でチケット販売・引換えはできません。

※1月21日（月）17:00～終日 メンテナンスのため練馬文化センターおよび大泉
学園ゆめりあホールの窓口で友の会入会・更新はできません。

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/

お得な特典いっぱい

※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情報誌を毎月郵送
❷公演チケット10％オフ（一部公演除く） 練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホール
❸公演チケット優先予約（一部公演除く） 練馬文化センター
❹展覧会ご招待（同伴１名可） 石神井公園ふるさと文化館、練馬区立美術館
❺限定イベント 石神井公園ふるさと文化館、練馬区立美術館

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

＜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
■ 練馬文化センター 《窓口販売あり/10時～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

平成31（2019）年1月発行／通巻第406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

独
演
会

「白酒むふふ～
Vol.20」

練馬文化センター 小ホール
全席指定5,400円
予定プログラム：パリのカナロ、
小雨降る径、ラ・クンパルシータ ほか
プレイガイド：練馬文化センター

窓口販売（10:00～20:00）
問合せ：インターナショナル・カルチャー 

03-3402-2171

出演：スペシャルゲスト 福田こうへい(60分出演)、ナナオ（プロジェクトリー
ダー）、ＳＨＡＨ（リーダー工藤武・ボーカルＫＡＺＵＭＩ）、ＫＡＮＡ、須藤圭子、
千田けい子、児島ちはる、日芸舞踊団「若竹」ジュニア渚(イリュージョン) 他
主催：笑顔と夢を絆でプロジェクト　
共催：公益財団法人としま未来文化財団　後援：練馬区 豊島区 他
料金：Ｓ席5,000円 Ａ席3,000円
プレイガイド：練馬文化センター 窓口販売 10:00～20:00
　　　　　　 カンフェティ チケットセンター 0120-240-540

平成31年

1月17日（木）
開場10:30
開演11:00
練馬文化センター
大ホール
S席 3,600円
A席 3,200円
［Pコード：489-498］
［Lコード：33460］

平成31年2月20日（水）
開場19:00 開演19:30
練馬文化センター

小ホール
全席指定 3,600円

［Pコード：490-540］
［Lコード：31547］

好評
発売中！

11月22日
発売

《チャリティーだから実現・・・究極のエンターテインメントショー》
東日本大震災・平成大災害被災地直接復興支援公演

～スペシャルゲストに福田こうへいさんを迎えて～

1階席完売
御礼

2階席でも満
足約束！

開場16:45 開演17:30（式典・途中休憩あり） 終演20:15予定
2019年2月25日（月）　練馬文化センター大ホール

アルゼンチン・タンゴ
コンサート　～世界のタンゴ～Vol.27

歌：菅原洋一

ナナオ

女流義太夫・浄瑠璃
竹本越孝

三味線
鶴澤賀寿

〈ゲスト〉 

たけもと こしこう つるざわ かず

チコス・デ・パンパ　
（バンドネオン：北村聡、バイオリン：永野亜希、
ピアノ：宮沢由美、コントラバス：佐藤洋嗣）

2019年

1月16日（水）
14:00開演
（13:30開場）

三
遊
亭

小
遊
三

林
家

た
い
平

新
春
ま
っ
ぴ
る
ま
寄
席
二人会

平成31年1月25日（金）より、新しいサービスが始まります

プレゼント！

ご入会・更新の方に
オリジナル・エコバッグ
をプレゼント！

もっと便利に！

窓口・郵便振込・インターネット、
いずれのお手続きでも料金が2,500円になります。

※郵便振込の場合、別途振込手数料がかかります。

窓口 2,500円（年会費）
郵便振込 2,600円（年会費・会員証郵送料）
インターネット 2,700円（年会費・会員証郵送料・システム利用料）

1月25日から
一律
2,500円

※入会方法など、詳しくは協会ホームページをご覧ください。
https://www.neribun.or.jp/


