
5月31日（金）10:00～ 予約受付開始 5月14日（火）10:00～ 予約受付開始
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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

第13回ゆめりあ若手寄席 
～真夏の夕涼み会2019～　

New!

好評のゆめりあ若手寄席。
夏の暑さを元気に笑って吹き飛ばそう！
真打は「聴いた後にはロマンチックな幸福感に包まれる」と評判の隅田川馬
石。二ツ目は、軽妙な語り口で着々とファンを増やし、来春に真打昇進が決
定した春風亭一左。色物は「今日はちゃんとやりますよ」が定番、おしゃべり
マジックのアサダ二世。
近隣の飲食店では、チケット提示で「ヒヤッとサービス」を実施！真夏の暑さ
をひととき忘れて、にっこり笑える若手寄席にお越しください！

8/17（土） 16:00開演

隅田川馬石（真打）、春風亭一左（二ツ目）、アサダ二世（奇術）　
全席指定 1,500円
（一社）落語協会

出演：
料金：
協力：

大泉学園ゆめりあホール

トリエステ・ヴェルディ歌劇場
オペラ「椿姫」

ヴェルディゆかりのイタリアの名門。
満を持してお届けする極上の椿姫！
イタリアとウィーンそれぞれの強みを併せ持つ、トリエステ・ヴェルディ歌劇
場が16年ぶりに来日。世界中で人気の高い「椿姫」を上演します。
毎年絶大な人気を誇る海外オペラの引っ越し公演を、練馬文化センターで
お楽しみください。

11/5（火） 18:30開演

ファブリツィオ・マリア・カルミナーティ
ジュリオ・チャバッティ
ヴェルディ／椿姫
全席指定 S席16,000円、A席13,000円、B席10,000円、C席7,000円
コンサート・ドアーズ／楽天チケット

指揮：
演出：
演目：
料金：
共催：

練馬文化センター 大ホール

New!

割  引 小学生割  引 小学生 優 先



まちなかコンサートVol.31 in 大泉公園

5/11（土） 11：00開演

橋本侑里映（ヴァイオリン）、阿部加奈子（クラリネット）、加畑嶺（ピアノ）、橋本久喜（企画・制作）
リベルタンゴ、ニュー・シネマ・パラダイスメドレー ほか ※曲目は変更する場合があります。
自由入場 無料

出演：
曲目：
料金：

大泉公園（大泉学園町6-25）

New!

小学生

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 参加者募集募 集

ミュージカルの世界をワークショップで楽しく体験！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。

ア リ ス

6月1日（土）10:00～12:30または14:00～16:30（抽選で決定）　
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。通過者は劇団M.M.Cミュージカル「ALICE」の稽古（全11回）・8/3リハーサル・8/4本番のすべてに参加い
ただきます。（別途参加費3,000円） ※①のみの参加も可。
練馬区在住・在学の小学3年生～中学3年生
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 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。抽選結果は5月16日（木）頃発送予定。
練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311　稽古の日程および公演本番の詳細は練馬文化センターHPをご確認ください。

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：

演奏家等派遣事業（平成31年度後期）

福祉施設や病院等で行われる催しに無料で演奏家の派遣や映画予告編上映をします。
募 集

2019年10月１日～2020年３月31日に練馬区内の福祉施設や病院などで行うイベント
練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホール、練馬区文化振興協会HPで配布する要領をご確認の上、
所定の申込書を持参またはご郵送ください。
５月27日（月）必着
練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311

対　　象：
申込方法：

締　　切：
問 合 せ：

気軽に本格的な音楽を楽しめる「まちなかコンサート」
聞き馴染みのある名曲を、ヴァイオリン、クラリネット、ピアノの編成で華やかにお贈りします。

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！
12月4日開催の「第34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！今回は金管楽器、ピアノの２部門を実施します。オーディションは自由に観覧できますので、ぜひお越し
ください。

橋本久喜

阿部加奈子阿部加奈子

加畑嶺

橋本侑里映橋本侑里映

第34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（土） 金管楽器部門 ・ 26（日） ピアノ部門 開演時間未定 練馬文化センター 小ホール

第32回練馬区新人演奏会出演者　伊舟城歩

5月25日（土）10:00～インターネット受付開始／5月27日（月）10:00～窓口販売開始

自由入場 無料（申込不要）料金：
※開演時間については、5月13日（月）以降に練馬区文化振興協会HPをご確認ください。

※会場の都合により、電子ピアノを使用します。
※車での来場はご遠慮ください。 
※雨天時は、大泉学園町地域集会所（定員60名）で実施。定員になり次第入場をお断りする場合があります。

0歳以上

無 料

ドリームステージだけのオリジナルストーリーとライブが楽しめる！
子どもたちに大人気の「スター☆トゥインクルプリキュア」が楽しいドリームステージになりました！！
みんなで楽しめるうたとダンスいっぱいのステージ！プリキュアと一緒にうたっておどっちゃおう♪

練馬区文化振興協会協力事業

スター☆トゥインクルプリキュア ドリームステージ♪

7/26（金） ①11：00 ②14：00開演 練馬文化センター 大ホール

全席指定前売り S席2,800円 A席2,300円 B席1,800円
※当日券（各席200円増し）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）
劇団飛行船

料金：

主催：

無 料

©ABC-A・東映アニメーション

割 引 0歳以上

New!

New!



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269回 アトリウムミニステージ

5/15（水） 12 :15開演 練馬区役所１階アトリウム

蔭井清夏（ヴァイオリン） ほか
ベートーヴェン／ヴァイオリンソナタ5番「春」より第1楽章、
クライスラー／美しきロスマリン 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。
今回はヴァイオリンの演奏です。

無 料

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

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

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！

7/14（日） 16:00開演 練馬文化センター 大ホール

DRUM TAO
全席指定 7,800円
ぴあ／サンライズプロモーション東京

出演：
料金：
共催：

割  引 小学生

第59回ワンコイン・コンサート 

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）
料金：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）
料金：全席指定 500円

8/3（土） ①11：30 ・ ②15：00開演 大泉学園ゆめりあホール

第2回練馬文化センター
避難訓練コンサート

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。

5/28（火） 14:00開演 練馬文化センター 大ホール

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：

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：
ⒸWarner ClassicsⒸWarner Classics

會田瑞樹

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

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

0歳以上

割  引

割  引

小学生

※託児サービスあり（要事前申込）

無 料

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～
6/1（土） 14：00開演 練馬文化センター 大ホール

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
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
　　　 http://tnco.or.jp

指揮：
出演：

料金：

共催・問合せ：
割  引 小学生 学生券 完売御礼

完売御礼



練馬文化センター イベントスケジュール 5・6月 大ホール 小ホール ギャラリー大 ギ小

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

TEL
WEB
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WEB

TEL
WEB

TEL
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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

11日（土） 18：30～20：00 
自由席 2,500円 小学生以下500円
【問】音楽喫茶アカシア　☎ 03-3554-3461

Tsutomu Lowguns K5 ～ｅｎ～　
ワンマンライヴ5/11

SAT

大

大

大

大

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

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 
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

小

6 月

1日（土） 17：30～20：30 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】東江　☎ 090-1614-9335

沖縄新進芸能家協会　
第二回ゆいまわる東京公演6/1

SAT

小

1日（土） 14：00～16：00 
全席指定 Ｓ5,000円 Ａ4,000円 Ｂ3,000円 Ｃ2,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

東京ニューシティ管弦楽団　
第2回練馬定期演奏会　6/1

SAT

16日（日） 13：30～15：30 
自由入場 無料
【問】豊島交響吹奏楽団　info@toshimakoukyou.org

豊島交響吹奏楽団第13回不定期演奏会6/16
SUN

小

22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 金管楽器部門二次審査6/22

SAT

小

23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 ピアノ部門二次審査6/23

SUN

小

26日（日）
自由入場 無料
【問】マムズハート　☎ 080-6659-3987

針と糸であそぶ展5/26
SUN

29日（土） 19：00～20：40 
全席指定 5,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

妄ソー劇場文豪シリーズ その2　　6/29
SAT

小

22（土）～23日（日）
自由入場 無料
【問】光風松乃會　☎ 090-1810-3691

第23回光風松乃會書展（かな書道）

23日（日） 15：00～17：00 
無料（要整理券）
【問】所沢フィル事務局　☎ 080-6764-0249

所沢フィルハーモニー管弦楽団　
第40回定期演奏会6/23

SUN

2日（日） 13：30～15：30 
自由入場 無料
【問】石オケ事務局　shakuoke@gmail.com 

石神井インターナショナルオーケストラ　
第6回定期演奏会6/2

SUN

2日（日） 15：00～18：30 
全席指定 2,500円
【問】ポエラバグループ　☎ 042-423-1390

ポエラバグループ 
第11回 ポリネシアンダンス発表会6/2

SUN

小

7日（金） 15：00～16：40 18：30～20：10 
全席指定 一般前6,000円 当6,500円 他
【問】実行委員会事務局　☎ 090-4429-5747

篠原聖一バレエ・リサイタル　
DANCE for Life 20196/7

FRI

小

9日（日） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】合唱団 SPP　☎ 080-5208-3011

混声合唱団S.P.P 第25回定期演奏会6/9
SUN

小

15日（土） 15：00～17：00 
全席指定 3,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

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　6/15

SAT

小

11日（火）～17日（月）
自由入場 無料
【問】土田　☎ 090-5146-5862

ハッピーフォト倶楽部 第三回写真展

14日（金） 15：00～18：00 
全席自由 6,500円
【問】コーヤミュージック　☎ 080-8421-0308

新田晃也コンサート6/14
FRI

小

15日（土） 18：00～20：20 
自由入場 無料
【問】秋山　☎ 080-6614-9580

昭和大学管弦楽団 第57回定期演奏会6/15
SAT

16日（日） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】磯貝　☎ 090-6110-1388

Tokyo StackArt Wind Ensemble
第9回定期演奏会6/16

SUN

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

ギ

5/10
5/13
FRI

MON

ギ

ギ

29日（土）
自由入場 無料
【問】マムズハート　☎ 080-6659-3987

針と糸であそぶ展6/29
SAT

30日（日） 15：00～16：40  
全席指定 5,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

妄ソー劇場文豪シリーズ その2　　6/30
SUN

小

ギ

6/22
6/23
SAT

SUN

ギ

5/19
5/25
SUN

SAT

完売御礼

完売御礼

ギ

6/11
6/17
TUE

MON



大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 5・6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31年4月15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。

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

窓 口

窓 口

窓 口

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

コンサート×おしばい 「ベートーヴェン物語」

２日（木・休) 19：30～20：30 
自由席 3,000円
【問】みむみむの森　☎ 070-5466-7293

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

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

第10回 フォトクラブ大泉 写真展

3日（月）～9日（日）
自由入場 無料
【問】フォトクラブ大泉　☎ 090-2434-4399

歌声喫茶ともしびin大泉学園

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

ホ

6/13
THU

西圭子ピアノ名曲コンサート　
子供から大人まで楽しめるクラシック♪
30日（日） 19：00～20：30 
全席自由 大人2,000円 高校生以下1,000円
【問】アンフィニテ　☎ 090-5193-2270

ホ

6/30
SUN

東日本大震災復興支援チャリティーカラオケ

17日（月） 11：00～20：00 
自由入場 無料
【問】めかぶの会　☎ 090-1791-6265

ホ

6/17
MON

ドミトリー・フェイギン 門下発表会

19日（水） 18：30～21：40 
自由入場 無料
【問】門下担当者 朴　ｔ.o.feyginclass@gmail.com  

ホ

6/19
WED

谷修コンサート2019

21日（金） 19：00～21：00 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】ジェットワンプラス　☎ 03-5337-2046 

ホ

6/21
FRI

ミクロコスム「夢」

28日（金） 19：00～20：40 
全席自由 大人3,500円 ペア券6,000円
【問】詞音工房　☎ 03-6760-1411

ホ

6/28
FRI

第13回千代の会 ピアノとうたのコンサート

29日（土） 18：30～20：30 
自由入場 無料
【問】橋本　☎ 03-3922-9221

ホ

6/29
SAT

ピアノ・ヴァイオリン発表会

30日（日） 13：30～16：30 
自由入場 無料
【問】山岸ピアノ教室　☎ 03-4291-1962

ホ

6/30
SUN

山崎バニラの活弁大絵巻inゆめりあ2019
～勇者のアイテム　
2日（日） 14：00～15：45 
全席指定 一般2,000円 子ども（4歳～小学生）1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

6/2
SUN

ジョイントコンサート

5日（水） 13：30～16：00 
全席自由（要 整理券）
【問】フクダ　☎ 080-5442-0523

ホ

6/5
WED

～泣いても、ぐずっても大丈夫！～　
第5回ベビーカーコンサートin練馬
8日（土） 10：50～11：30 
全席自由 大人1,000円 子ども500円
【問】練馬のおたから会　☎ 080-5037-7177

ホ

6/8
SAT

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
7日（金） 19：00～20：30 
全席指定 1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

6/7
FRI

練馬女声コーラス第16回定期演奏会

12日（水） 14：00～16：00 
全席自由 （要 整理券）
【問】齋藤　☎ 03-3992-1391

ホ

6/12
WED

6 月

5/2
5/6
THU

MON

ギ

第26回 彩炎画会 作品展

4月25日（木）～5月1日（水・祝）
自由入場 無料
【問】柏岡　☎ 03-3922-8928

4/25
5/1
THU

WED

ギ

6/3
6/9
MON

SUN

ギ

完売御礼

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。 

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
■ Confetti（カンフェティ） 0120-240-540 http://confetti-web.com/

予約・お問い合わせ：夢空間 03-5785-0380（平日10時～18時） http://yume-kukan.net

令和元（2019）年5月発行／通巻第410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/ 

東西南北伸びる伸びる交通網JRに私鉄に地下鉄に八路線大繁華街に話芸の髄を四つの芸が競って集う個性の広さと深さに唸る夜いけいけ、ゴーゴー、池袋華やぐブクロの遊び場へ

い
け
い
け
池
袋 

夢
高
座

開場18:30 開演19:00
東京芸術劇場 プレイハウス

「池袋駅」西口より徒歩2分。

全席指定 4,100円
［Pコード：493-080］［Lコード：34240］

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)

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/

好評
発売中

「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

2019年

6月19日（水）

三遊亭白鳥

林家きく麿

立川談笑

三遊亭兼好


