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避難訓練コンサート

New!

無 料

写真：野村佐紀子

コンサート中の災害発生を想定した
避難訓練を実施します。
劇場・コンサートホールで地震が起きたら、どんなことに気を付けて行動す
ればよいかを学ぶ来場者参加型の避難訓練コンサートです。警視庁音楽隊
による演奏をはじめ、消火体験、起震車、VR防災体験車による災害疑似体
験などにもご参加いただけます。

申込方法：4月3日（水）午前10時から、練馬文化センターHP「避難訓練コンサート申込
みフォーム」へお申込みください。電話申込みは4月10日（水）午前10時から受
け付けます。

注意事項：3歳以下のお子様の参加、車いすをご利用の方、介助の必要な方は、お問合せ
ください。動きやすい服装や運動靴などでご参加ください。

5/28（火） 14:00開演

警視庁音楽隊、警視庁音楽隊カラーガード ほか　
※都合により内容等が変更になる場合があります。
無料（事前申込制）
600名（定員に達し次第、締切）

出演：

料金：
定員：

練馬文化センター 大ホール

DRUM TAO「ザ・ドラマーズ」

新世代の和太鼓パフォーマンスが練馬に登場！
和太鼓を驚異のパフォーマンスで表現、世界26ヶ国、800万人以上を動員。
昨年のNHK紅白歌合戦にも出演し、話題のDRUM TAOが登場。鍛え抜か
れた肉体を彩る、コシノジュンコデザインの衣装にも注目。世界を圧巻する
“日本エンターテインメント”を肌で感じてください！

7/14（日） 16:00開演

DRUM TAO
全席指定 7,800円
タオ・エンターテインメント、サンライズプロモーション東京
　　タオ・エンターテインメント

出演：
料金：
共催：
企画制作：

練馬文化センター 大ホール

New!

割  引 小学生

写真：野村佐紀子



第59回ワンコイン・コンサート 
8/3（土） ①11：30 ・ ②15：00開演

會田瑞樹（打楽器・ヴィブラフォン）、小林孝彦（打楽器・マリンバ）、鈴木孝順（打楽器・マリンバ）
①モーツァルト（會田瑞樹編曲）／きらきら星変奏曲、大中恩／犬のおまわりさん ほか
②J.S.バッハ（白藤淳一編曲）／プレリュードとフーガ BWV543、武満徹／クロスハッチ ほか
※曲目は変更する場合があります。
①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）
②全席指定 500円

①0歳からのわいわいワンコイン・コンサート「大きな鉄琴、大きな木琴 さあ、どんな音？」（40分間）
②自分にごほうびワンコイン・コンサート「ヴィブラフォンとマリンバの共演」（60分間）

出演：
曲目：

料金：

大泉学園ゆめりあホール

New!

0歳以上

4月25日（木）10:00～ 販売開始 割  引

割  引

小学生

「ねりパフォ2020」イベント企画運営スタッフを募集します。募 集

『ねりパフォ』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集結
する、一大イベント！！企画内容の検討
や当日の運営も30歳以下の若者を中
心におこなっています。イベント運営や
まちおこしに興味がある、学校以外で
友達を作りたいなど、動機は様々。初
心者大歓迎！

劇団M.M.Cミュージカル「ALICE」
小中学生体験ワークショップ＆出演者オーディション 参加者募集
ミュージカルの歌やダンスを体験してみませんか？初めてのチャレンジも大歓迎！
ミュージカルの世界をワークショップで楽しく体験！講師の先生が優しく教えてくれます。希望者はプロの劇団員と
同じ舞台に出演できるミュージカル「ALICE」のオーディションにもチャレンジできます。夏休みに仲間たちと最高の
ステージを作りましょう！

劇団M.M.Cミュージカル
「ALICE」小中学生参加公演予告

※詳細は5月末頃ホームページ、
アンコール等にてお知らせ予定

8/4（日） 15：00開演 練馬文化センター 小ホール

募 集 ア リ ス

ア リ ス

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）
5月～2020年2月
①16歳以上30歳以下 
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：5月22日（水）18：30～20：30） 
③2020年2月8（土）、9日（日）のリハーサルと本番の両日参加できる方
15名程度（応募者多数の場合は抽選）
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、ypf-staff@neribun.or.jp へ
4月25日（木） 23:59受信分まで
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。

活動内容：
活動期間：
対　　象：

定　　員：
申込方法：

締　　切：
問 合 せ：

まちなかコンサートVol.29 in 北町第二地区区民館
4/6（土） 11：00開演

トリトン＜大河内淳矢（尺八）、菅野朝子（ヴァイオリン）、井尻兼人（チェロ）＞
銀河鉄道999（アニメ「銀河鉄道999」より）、ゲーゼ／ジェラシー、花～島唄（沖縄メドレー） ほか
100名 ※定員になり次第、入場をお断りする場合があります。

出演：
曲目：
定員：

北町第二地区区民館レクホール（北町6-24-101）

まちなかコンサートVol.30 in 練馬
4/20（土） ①11：00 ・ ②13：00開演

メガネブラス＜野呂紀之（トランペット）、星野朱音（トランペット）、鈴木希恵（ホルン）、井上康一（トロンボー
ン）、田中優幸（テューバ）＞
デュカス／ペリのファンファーレ、サン＝サーンス／『動物の謝肉祭』より、ビゼー／ファランドール ほか

出演：

曲目：

練馬駅北口ペデストリアンデッキ（練馬1-17-37）

New!

0歳以上 無 料

気軽に本格的な音楽を楽しめる「まちなかコンサート」。４月の開催予定です！
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。 

メガネブラス

トリトン

會田瑞樹

※雨天時は中止となります。

①
②

日　　程：
場　　所：
講　　師：
内　　容：

参加資格：

参 加 費：
定　　員：
応募方法：

応募締切：

問 合 せ：

6月1日（土）10:00～12:30または14:00～16:30※１　
練馬文化センター リハーサル室　
劇団M.M.C　
【①体験ワークショップ】簡単なダンスや歌のレクチャーなど 【②オーディション】①の内容を講師の前
で発表・審査。審査結果は後日郵送にて通知します。（歌やダンス以外にもやる気や個性を審査対象とし
ますので、初心者の方もぜひご参加ください。①のみの参加も可能です。）
練馬区在住・在学の小学3年生～中学3年生（平成31年4月現在）
11回の稽古・リハーサル・本番すべて※2に参加可能な方　
500円（保険料含む）　
80名（応募者多数の場合は抽選）
往復はがきに ①「ALICE」ワークショップ参加希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④学校名・学年（平成31
年4月現在） ⑤性別 ⑥電話番号 ⑦保護者氏名 ⑧オーディションへの参加の有無 ⑨特技をご記入の
上、〒176-0001練馬区練馬1-17-37 練馬区文化振興協会 「ALICE」体験ワークショップ＆オーディ
ション係宛 まで（申込みは1人1通、連名申込みは不可）　
5月10日（金）必着。結果は5月16日（木）頃発送予定。

練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311

※1 参加時間は抽選で決定、返信はがきにてお知らせします。
※2 オーディション通過者は11回の稽古（7/7、14、15、22、23、25、26、28、30、31、8/2）、8/3リハーサル、
　　8/4本番に参加・出演します。（25名程度／参加費3,000円）



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

第268回 アトリウムミニステージ

4/24（水） 12 :15開演 練馬区役所１階アトリウム

東佳音（フルート）、小林遼（ピアノ）
メンデルスゾーン／《無言歌集》より『春の歌』Op.62-6、
ドニゼッティ／ソナタ ハ長調 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：

4月は第4水曜日に開催します。
今回はフルートとピアノの演奏です。

無 料

第58回ワンコイン・コンサート
パパゲーノの音楽大冒険！

第一線で活躍するオペラ歌手によるコンサート。

4/29（月・祝） 14：00開演 練馬文化センター 小ホール

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　
デンツァ／フニクリフニクラ ほか 
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）

出演：

曲目：

料金：

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 練馬文化センター 小ホール

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

出演：

料金：
協力：

割  引 小学生

0歳以上

【金管楽器部門】

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

割  引 0歳以上

二〇一九年度（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！

7/10（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

©篠原栄治

山崎バニラの活弁大絵巻
in ゆめりあ 2019～勇者のアイテム

人気活動写真弁士・山崎バニラがおくる喜劇王ロイドの名作！

6/2（日） 14:00開演 大泉学園ゆめりあホール

山崎バニラ（活動写真弁士）
『心の力』（大藤信郎監督／1931年／12分）
『忍術千一夜』（大伴龍三監督/1939年/18分）
『豪勇ロイド』（フレッド・ニューメイヤー監督／
1922年／49分） 
全席指定 一般2,000円 
子ども（４歳～小学生）1,000円

出演：
演目：

料金：

厳選！ヴィルトゥオーゾシリーズvol.3
辻彩奈ヴァイオリン・リサイタル

色彩豊かな音楽性と、際立つ表現力。今まさに咲き誇る、若き才能!!

6/15（土） 15:00開演 練馬文化センター 小ホール

辻彩奈(ヴァイオリン)、碓井俊樹(ピアノ)
ベートーヴェン／ヴァイオリン・ソナタ第8番 ト長
調 op.30-3、J.S.バッハ／無伴奏パルティータ第
2番 ニ短調 BWV1004 より「シャコンヌ」、フラン
ク／ヴァイオリン・ソナタ イ長調 FWV8 ほか
全席指定 3,500円

出演：
曲目：

料金：

4歳以上

残席わずか

割  引

ⒸWarner ClassicsⒸWarner Classics

東佳音 小林遼

割  引 小学生

練馬区演奏家協会コンサート ヨハン・シュト
ラウスⅡ世～ワルツからオペレッタへ

ヨハン・シュトラウスⅡ世の生涯を、音楽とともにおおくりします。

6/7（金） 19：00開演 大泉学園ゆめりあホール

野尻小矢佳（パーカッション）、瀧村依里（ヴァイオ
リン）、吉岡次郎（フルート）、乗松恵美（ソプラ
ノ）、新崎誠実（ピアノ）
ヨハン・シュトラウスⅡ世／美しく青きドナウ、オッ
フェンバック／「天国と地獄」より序曲 ほか
全席指定 1,000円　

出演：

曲目：

料金： 割  引 小学生

練馬交響楽団
第69回定期演奏会

郷愁ただようボヘミアの響きから

7/21（日） 14：00開演 練馬文化センター 大ホール

小森康弘（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
ドヴォルザーク／謝肉祭、小山清茂／管弦楽のた
めの木挽き歌、ドヴォルザーク／ 交響曲第8番
全席自由 1,000円

出演：
曲目：

料金：

ⒸWarner Classics
割  引 小学生

『妄ソー劇場 文豪シリーズ』
その２

イッセー尾形が2年ぶりの登場、待望の文豪シリーズ第２弾！

6/29（土） 19 :00・6/30（日） 15:00開演 練馬文化センター 小ホール

イッセー尾形
ゴーゴリ「外套」、横光利一「機械」、川端康成「浅
草紅団」、太宰治「斜陽」、佐多稲子「女店員とスト
ライキ」 ※演目は変更になる場合がございます。
全席指定 5,000円
　　イッセー尾形事務所

出演：
演目：

料金：
企画協力：

写真：野村佐紀子
割  引 小学生

募 集 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（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。
2月15日（金）～4月10日（水）（土・日・祝日を除く）9：00～17：00 
※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。

対象（募集人数）：

募 集 期 間：

問  合  せ：

【金管楽器部門】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

【金管楽器部門】

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

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年度後期）

3月1日（金）～4月30日（火・祝） 17：00必着
練馬区文化振興協会 舞台芸術支援事業担当 ☎03-3993-3311

練馬区文化振興協会では、平成31年10月1日～平成32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協会情報誌「アンコール」による広報協力

申込 期 間：
申込・問合せ：

募 集

二〇一九年度（公社）全国公立文化施設協会 主催 東コース 

松竹大歌舞伎

高麗屋親子二代襲名披露をお見逃しなく！
昼の部14:00開演 夜の部18:30開演

7/29（月） 練馬文化センター 大ホール

松本白鸚、松本幸四郎、市川猿之助 ほか
襲名披露「口上」、双蝶々曲輪日記「引窓」、色彩間
苅豆「かさね」
全席指定 一等席：5,800円、二等席：4,800円、
三等席：3,000円 

料金：
演目：

料金：

割  引 小学生 学生券

※詳細は練馬区文化振興協会HPをご確認ください。

※託児サービスあり（要事前申込）

残席わずか

残席わずか



練馬文化センター イベントスケジュール 4・5月 大ホール 小ホール ギャラリー大 ギ小
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4 月

1日（月） 13：30～15：00 
全席指定 ＰＳ 前7,344円 当8,640円
　　　　 ＳＳ 前6,264円 当7,344円
【問】(株)夢グループ　☎ 0570-064-724

小林旭プレミアムコンサート4/1
MON

5 月

2日（木・休） 11：00～18：30 
自由入場 無料
【問】日本舞踊藤村流　☎ 03-6324-8673

第五回藤村流お浚い会「藤之会」5/2
THU

大
4日（土・祝） 12：30～15：00 
自由入場 無料
【問】東洋高等学校　☎ 03-3291-3824

東洋高等学校吹奏楽部 第15回定期演奏会5/4
SAT

5日（日・祝） 16：30～19：30 
自由入場 無料
【問】杉本佳子バレエ学校　☎ 03-3970-0783

第21回37周年杉本佳子バレエ学校発表会5/5
SUN

大
6日（月・休） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】事務局　☎ 03-3904-9497

石神井南中学校OB吹奏楽団
第38回定期演奏会5/6

MON

10日（金） 14：00～16：20 
無料（要整理券）
【問】合唱団ONKAN　☎ 03-5241-7246

合唱団ONKAN 第6回演奏会5/10
FRI

10日（金）～13日（月）
自由入場 無料
【問】石神井和楽会　☎ 03-3904-5014

第21回石神井和楽会作品展

大
11日（土） 17：40～19：30 
全席自由 500円
【問】慈恵医大音楽部　jikeiorchestra.tickets@gmail.com

東京慈恵会医科大学音楽部管弦楽団
第108回定期演奏会5/11

SAT

大
12日（日） 11：00～18：00 
自由入場 無料
【問】練馬区合唱連盟　☎ 03-3921-2076

第58回区民文化祭 春の合唱祭5/12
SUN

12日（日） 19：30～21：00 
全席自由 1,000円
【問】水嶋　☎ 080-3121-3024

Orchestra Est 第3.5回演奏会5/12
SUN

大
16日（木） 18：30～20：30 
全席指定 5,500円
【問】労音チケット　☎ 047-365-9960

日本人ボリビア移住120周年　
永遠のカルカス5/16

THU

16日（木） 10：15～20：00 
全席自由 1,000円
【問】シムラスタジオ　☎ 090-2752-5535

第52回志村あじさい会 春の発表会5/16
THU

18日（土） 18：00～20：30 
自由席4,000円 指定席4,500円
【問】トウキョウザ　☎ 03-3998-2007

トウキョウザ ４th SHIENKAI5/18
SAT

大
19日（日） 16：30～19：00 
全席自由 3,000円
【問】ジョイ・バレエ　☎ 03-3950-5039

ジョイ・バレエストゥーディオ
The 24th Performance5/19

SUN

19日（日）～25日（土）
自由入場 無料
【問】野澤　☎ 03-3926-5953

第14回しんせいスケッチ会展

22日（水） 19：00～21：00 
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.21」5/22
WED

24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

第142回練馬区民寄席
～雲助・扇遊・はん治～5/24

FRI

大
25日（土） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】コンセール・リベルテ　☎ 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16回定期演奏会5/25

SAT

25日（土） 開演時間未定
自由入場 無料
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

第34回練馬区新人演奏会 出演者選考
オーディション 金管楽器部門一次審査　5/25

SAT

大
26日（日） 14：00～16：00
全席自由 前売無料 当800円
【問】石川　☎ 080-4843-0206

東京理科大学管弦楽団
2019年春季定期演奏会5/26

SUN

26日（日） 開演時間未定
自由入場 無料
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

第34回練馬区新人演奏会 出演者選考
オーディション ピアノ部門一次審査5/26

SUN

大
29日（水） 13：15～16：15 
自由入場 無料
【問】広報普及係　☎ 03-3964-1141

東京都健康長寿医療センター
第154回老年学・老年医学公開講座5/29

WED

大
28日（火） 14：00～16：30 
全席自由・無料（事前申込制）
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

第2回練馬文化センター
避難訓練コンサート　　5/28

TUE

大
31日（金） 16：30～19：00 
全席指定 6,500円
【問】公演事務局　☎ 050-3533-3550

森山良子コンサートツアー2019～2020
～Prime Songs～　5/31

FRI

17日（金） 14：30～16：00 
自由席 前2,500円 当2,800円
指定席 前3,000円 当3,300円
【問】あまのわ水野　☎ 090-9849-6120

「つゆのまるこの仏教茶話会」5/17
FRI

2日（火） 14：30～16：00 
自由入場 無料
【問】くりーふ　☎ 03-6316-8366

Ｃuleaf Dance School発表会4/2
TUE

小

5日（金） 18：30～20：30 
全席指定 5,000円
【問】労音チケット　☎ 047-365-9960

歌と語りのジョイントライブ
普天間かおり＆井上麻矢4/5

FRI

小

5日（金）～11日（木）
自由入場 無料
【問】青木　☎ 090-8500-0237

アートフロンティア展

7日（日） 17：30～19：30 
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】リバーダンス　☎ 03-3992-8875

River☆Dance Studio 
Special Live Performance4/7

SUN

7日（日） 10：30～18：30 
自由入場 無料
【問】渡部　☎ 03-3990-2609

第58回練馬区民謡連盟春季大会4/7
SUN

小

8日（月） 19：30～21：30 
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.74/8

MON

小

小

9日（火） 10日（水） 19：00～20：30 
無料（要事前申込）
【問】東京都教育委員会　☎ 03-5320-6787

平成31年度 東京都公立学校
教員採用候補者選考（32年度採用）説明会

10日（水） 19：30～21：00 
全席指定 前8,500円 当9,000円
【問】ラティーナ　☎ 03-5768-5588

Guinga＆Mônica Salmaso4/10
WED

11日（木） 19：00～20：50 
全席指定 5,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

万作・萬斎狂言の会
～鍋八撥・奈須与市語・千切木～4/11

THU

小

12日（金）～14日（日）
自由入場 無料
【問】Ｐｂ絵画教室展　☎ 03-3925-4860

ギャラリープルシアンブルー絵画教室作品展

14日（日） 16：00～19：00 
無料（要整理券）
【問】佐多・河内バレエ　☎ 090-1773-6860

佐多達枝・河内昭和バレエスタジオ
第57回発表会4/14

SUN

14日（日） 13：00～20：30 
自由入場 無料
【問】山崎　http://www.2pianos.jp

第14回山崎裕＆濱本愛
ピアノ門下生コンサート＋α4/14

SUN

小

15日（月） 19：00～21：00 
全席自由 一般前3,000円 当3,500円
　　　　 学生前1,500円 当2,000円 他
【問】ぴとれ座事務局　☎ 080-4931-4058

おーけすとら・ぴとれ座 第5回音楽会4/15
MON

小

19日（金）～21日（日）
自由入場 無料
【問】ラパナ　☎ 090-5392-7195

Lapana Hawaiian Quilt Club 生徒作品展

21日（日） 13：30～16：00 
全席自由 500円
【問】代表者　☎ 070-5557-2195

東京ミューズシンフォニックバンド
第40回定期演奏会4/21

SUN

21日（日） 13：00～16：00 
全席自由 一般 前2,000円 当2,500円
　　　　 小学生以下  前1,000円 当1,500円
【問】てぃーちたーちぃ　☎ 080-1060-1531

てぃーちたーちぃ10周年記念公演
八重山島唄めぐりの旅20194/21

SUN

小

25日（木） 10：00～16：30 
自由入場 無料
【問】田村　☎ 090-1502-8623

第８回東京石泉ライオンズクラブ
福祉音楽祭inねりま4/25

THU

小

28日（日） 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31回定期演奏会4/28

SUN

28日（日） 16：00～ 
自由入場 無料
【問】練馬区洋舞連盟　☎ 090-1764-5003

洋舞春の祭典No.17
第58回春の区民文化祭4/28

SUN

29日（月・祝） 14：00～14：45 
全席指定 500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

第58回ワンコイン・コンサート
パパゲーノの音楽大冒険！4/29

MON

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

30日（火・休） 14：00～16：00／18：00～20：00 
全席指定 ＰＳ 前7,344円 当8,640円
　　　　 ＳＳ 前6,264円 当7,344円
【問】（株）夢グループ　☎ 0570-064-724

夢スター歌謡祭 森昌子㊗還暦コンサート
～爆笑！コントで綴る昭和歌謡パート3～4/30

TUE

4/5
4/11
FRI

THU
ギ

ギ

4/9
4/10
TUE

WED

4/12
4/14
FRI

SUN

ギ

5/10
5/13
FRI

MON

ギ

5/19
5/25
SUN

SAT

ギ

4/19
4/21
FRI

SUN

完売御礼
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TEL
WEB

Mitsuo produce 震災復興支援LIVE Vol.4

6日（土） 19：30～21：00 
自由入場 無料
【問】吉澤　☎ 090-4913-1864

ホ

4/6
SAT

ビジョンミュージック第15回発表会

7日（日） 10：00～21：00 
自由入場 無料
【問】ビジョンミュージック　☎ 03-6915-8539

ホ

4/7
SUN

睦会「写真の集い」第19回写真展

8日（月）～14日（日）
自由入場 無料
【問】オツキ　☎ 03-3948-1470

コンセール・プティ14 春のコンサート

12日（金） 14：00～16：00 
全席自由 2,500円
【問】ＮＣ企画　☎ 03-3978-7915

ホ

4/12
FRI

歌声喫茶ともしびin大泉学園

16日（火） 9：50～11：30 
全席自由 前2,500円 当3,000円
【問】ともしび音楽企画　☎ 03-6907-3801

ホ

4/16
TUE

中山みどり推薦演奏家シリーズ第10弾　
美女系プレイヤーのすてきな音色
17日（水） 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

ホ

4/17
WED

アンサンブル・プレクトルSON
マンドリンコンサート 2019
19日（金） 14：00～16：00 
自由入場 無料（要 整理券）
【問】斉木　☎ 03-3689-8035

ホ

4/19
FRI

第5回笛の音楽祭～笛を楽しむ会 発表会～

24日（水） 13：00～16：00 
自由入場 無料
【問】笛を楽しむ会　☎ 090-3428-4163

ホ

4/24
WED

吉永研二 バリトンリサイタル

25日（木) 19：00～21：00 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】吉永　☎ 090-8351-7289

ホ

4/25
THU

第26回 彩炎画会 作品展

25日（木）～5月1日（水・祝）
自由入場 無料
【問】柏岡　☎ 03-3922-8928

第23回 トゥインクルコンサート

27日（土） 19：00～21：00 
全席自由 大人2,000円 小学生1,000円
【問】トゥインクル　☎ 080-3487-2618

ホ

4/

4/

4/

27
SAT

日比彩湖マリンバコンサート

26日（金） 19：00～20：45 
全席自由 一般前3,000円 学生2,500円 他
【問】MET　☎ 03-3822-7464

ホ

26
FRI

河原クラスピアノ発表会

28日（日） 14：00～15：30 
自由入場 無料
【問】河原　☎ 03-6457-0309

ホ

28
SUN

ミューズ・アンサンブル第13回公演　
合唱オペラ「ごんぎつね」
28日（日） 19：00～20：50 
全席自由 1,000円 他
【問】カゲヤマ　☎ 080-5014-7632

ホ

4/28
SUN

kalmia Concert

29日（月・祝) 14：00～15：45 
全席自由 1,000円
【問】カルミア会　kalmia2019＠hotmail．com  

ホ

4/29
MON

4 月

練馬十時会10周年発表会

3日（金・祝） 10：30～19：00 
自由入場 無料
【問】練馬十時会 榎本　☎ 090-7012-8241

ホ

5/3
FRI

第51回ユネスコジュニア世界児童画展

2日（木・休）～6日（月・休）
自由入場 無料
【問】大塚　☎ 03-5936-6360

吉田光三ギター合奏団 定期コンサート61

2日（木・休） 13：30～16：00 
全席自由 前2,700円 当3,000円
【問】吉田ギター事務局　☎ 03-3921-3027

ホ

5/2
THU

ひいらぎ合唱団演奏会

6日（月・休） 13：30～15：30 
全席自由 1,000円
【問】ひいらぎ合唱団　☎ 080-6519-5507

ホ

5/6
MON

サンミューズ ピアノ発表会

6日（月・休） 18：20～20：20 
自由入場 無料
【問】サンミューズ　☎ 03-5241-8116

ホ

5/6
MON

映画「望郷の鐘 満蒙開拓団の落日」上映会
映画「母 小林多喜二の母の物語」上映会
8日（水） 10：30～12：30 14：00～16：00
全席自由 前1,200円 当1,500円
【問】現代ぷろだくしょん　☎ 03-5332-3991

ホ

5/8
WED

春の石神井地域安全運動のつどい

9日（木） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】石神井署防犯係　☎ 03-3904-0110（内線2612）

ホ

5/9
THU

あだもサクソフォンアンサンブルリサイタル 
2019
11日(土） 14:00～16：10 
自由入場 無料
【問】あだもサックス　☎ 042-388-6802

ホ

5/11
SAT

～安房おぺらコンサート Vol．2～

15日(水） 18：30～20：30 
全席自由 2,500円
【問】狩野　☎ 090-8450-8215

ホ

5/15
WED

前川武廣と歌仲間inゆめりあ

16日（木） 11：30～18：00 
自由入場 無料
【問】前川　☎ 090-2230-9356

ホ

5/16
THU

Marimba Duo 1st recital

17日(金） 19：30～21：15 
全席自由 一般2,000円 学生1,500円
【問】千葉　☎ 090-1259-0045

ホ

5/17
FRI

練馬まちあるきワークショップ

18日(土） 18：15～20：00 
自由入場 無料
【問】加藤木　☎ 03-3978-4154

ホ

5/18
SAT

根來加奈ソプラノリサイタル～日本のうた・世
界の歌～ギターとピアノの音色と共に
19日（日） 14：00～16：00 
全席自由 一般4,000円 高校生以下3,000円
【問】unit K　☎ 03-3926-5902

ホ

5/19
SUN

アール・リリック 2019 前期

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

ホ

5/19
SUN

歌声喫茶ともしびin大泉学園

24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

5/24
FRI

髙畠伸吾 テノール・リサイタル ～Overture～

22日（水） 19：00～21：00 
全席自由 3,500円
【問】髙畠　☎ 03-3921-1652

ホ

5/22
WED

木管五重奏「Ensemble des Apaches」　
2nd concert
21日(火） 19：00～21：00 
全席自由 一般前3,000円 学生前2,500円 他
【問】事務局　☎ 090-9735-4982

ホ

5/21
TUE

第12回大人のシャンソン会生徒発表会　
シャンソンを歌おう
23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

ホ

5/23
THU

花開いたジャポニズム音楽　
～和洋調和楽アンサンブルアンビエンス
24日(金） 19：00:～20：30 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】齋藤　☎ 080-5405-6781

ホ

5/24
FRI

小澤 博 傘寿リサイタル

26日（日） 14：30～16：20 
入場無料（要 招待券）
【問】小澤　☎ 090-5201-7567

ホ

5/26
SUN

騒いじゃっても大丈夫！ライブって楽しいよ

26日（日） 10：30～11：30 
全席自由 500円
【問】音の輪　☎ 090-5555-6701

ホ

5/26
SUN

アール・リリック 2019 前期

26日（日） 19：00～21：30 
全席自由 3,000円
【問】村田　☎ 03-5387-0977

ホ

5/26
SUN

みんなの歌まつり＆水城ゆき

27日（月） 12：00～18：30 
自由入場 無料
【問】水城歌謡教室　☎ 090-6045-4542

ホ

5/27
MON

練馬シャンソンを楽しむ会シャンソン発表会

28日(火） 13：00～16：30 
自由入場 無料
【問】事務局 下河　☎ 080-6607-4321

ホ

5/28
TUE

イタリアの名曲を歌う会　
ひばりヶ丘教室第五回発表会
29日(水） 13：30～16：00 
自由入場 無料
【問】中島　☎ 042-465-9142

ホ

5/29
WED

アール・リリック 2019 前期

31日（金） 19：00～21：30 
全席自由 3,000円
【問】村田　☎ 03-5387-0977

ホ

5/31
FRI

5 月

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

窓 口

4/25
5/1
THU

WED

ギ

4/8
4/14
MON

SUN

ギ

5/2
5/6
THU

MON

ギ

山水会　風景画展

15日(月）～21日(日)
自由入場 無料
【問】中嶋　☎ 04-2928-4933
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ギ



2 0 1 9 . 4  /  Vo l . 4 0 9

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。 

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 https://t.pia.jp/　■ ローソンチケット 0570-000-407　■ e+（イープラス） https://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31（2019）年4月発行／通巻第409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/ 

デブしか見えない世界がある!!　

池袋編東京デブサミット
2019年

4月10日（水）
開場18:30
開演19:00

東京芸術劇場
 シアターウエスト

JR、東京メトロ、東武東上線、
西武池袋線「池袋駅」西口より

徒歩2分。

全席指定 3,600円
［Pコード：492-801］
［Lコード：35473］

2019年5月31日（金）　
開場16：00開演16：30

練馬文化センター 
（こぶしホール）
全席指定 6,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

主催：ニッポン放送
企画制作：エンジェルソング 
後援：ドリーミュージック
制作協力：スーパーディレクション

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

7/13（金）
～8/4（日）
日本青年館他
にて開催！

公式サイトはこちら

＜問い合わせ＞
森山良子コンサート 練馬公演事務局
050-3533-3550
好評発売中

＜プレイガイド＞
・練馬文化センター／大泉学園ホール
 （窓口販売のみ 10：00 ～20：00）
・チケットぴあ 0570-02-9999
 （Pコード：140-113）
・ローソンチケット 0570-084-003
 （Lコード：72783）
・e+（イープラス） http://eplus.jp
・ショッパーチケットサービス
  0570-007-677(平日:10:00～17:00)

林家扇兵衛
（補欠）

森山良子
コンサートツアー 
2019～2020
Prime Songs

平成31年1月25日（金）より、新しいサービスが始まりました

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/

桃
月
庵

白
酒
独
演
会
「白酒むふふ～

Vol.21」

2019年

5月22日（水）
開場18:30 開演19:00
練馬文化センター

小ホール
窓口販売あり/10時～20時

全席指定 3,600円
［Pコード：492-417］
［Lコード：34085］好評

発売中

サックス奏者
坂田明

〈ゲスト〉 

三遊亭
歌武蔵

林家
きく麿

古今亭
志ん陽

春風亭
一蔵

柳家
一琴

「恐竜どうぶつ園」は、オーストラリアから始ま
り世界各地で上演されている大人気ファミリー
向け恐竜パペットショーです。キャストが操る
本物そっくりの恐竜たち。客席から見るだけで
はなく、舞台に上がったり、恐竜が客席に降り
てきたりと、とても近い距離で恐竜と触れ合え
る体験型の学べるパフォーマンスショーです。

恐竜どうぶつ園 検 索


