
7月20日（土）10:00～ 予約受付開始 7月9日（火）10:00～ 予約受付開始
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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

第143回練馬区民寄席
～一朝・一之輔・馬玉～

New!

大名跡と実力派が揃う錦秋の夕べ
江戸前落語の大名跡、“粋でいなせな江戸落語”で定評のある春風亭一朝、
2012年に21人抜きの抜擢で真打昇進、当代きっての人気を誇る春風亭一
之輔、高座に上がれば会場がパッと華やぐ実力派の金原亭馬玉の豪華競
演！軽妙洒脱な江戸の芸をお楽しみください。

10/18（金） 18:30開演

春風亭一朝、春風亭一之輔、金原亭馬玉、鏡味仙三郎社中
全席指定 3,000円
（一社）落語協会

出演：
料金：
協力：

練馬文化センター 小ホール

財津和夫コンサート2019 
with 姫野達也

名曲の数々を味わう至福のコンサート！
財津和夫がステージに帰ってきます！ TULIPメンバーでもある姫野達也と
の息の合ったコンサートをぜひ生でご覧ください！そして、一緒に歌ってくだ
さい！！

11/22（金） 18:30開演

財津和夫、姫野達也 ほか
「青春の影」「心の旅」「サボテンの花」 ほか
※曲目は変更になる場合があります。
全席指定 7,300円
東京労音
　　SKIYAKI LIVE PRODUCTION／ピラミッド／ビス音楽出版

出演：
曲目：

料金：
共催：
企画制作：

練馬文化センター 大ホール

New!

割 引 小学生割 引 小学生

春風亭一之輔 春風亭一朝 金原亭馬玉

優 先



4歳以上

講師：大滝寛（俳優・文学座所属） 対象：15歳以上（中学生不可）、全日程参加できる方 定員：30
名（抽選） 参加費：2,000円 申込方法：往復はがきまたはメールで ①朗読ワークショップ参加希
望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤性別 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス（ある方のみ） ⑧演
劇・朗読経験の有無 ⑨応募動機⑩特に配慮が必要な点（健康上不安なこと等）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 またはworkshop@neribun.or.jp（件名を
「朗読ワークショップ参加者申込」）まで。 申込締切：7月26日（金）必着 ※メールは23：59受信分
まで 問合せ：練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311

■日程・会場
10月5日（土）、10月12日（土）、10月19日（土）、10月26日（土）、11月9日（土）、11月16日（土） 各日
13：30～16：30 練馬文化センター、11月17日（日）9：00～13：00 区民・産業プラザCoconeri
ホール（練馬区練馬1-17-37 Coconeri 3階）

演劇的手法による朗読ワークショップ
「原田マハを読む」参加者募集

BS日テレから誕生した音大出身の実力派コーラスグループ「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！

原田マハ著「星がひとつほしい
との祈り」（実業之日本社）よ
り『斉唱The Harmony』を読み
ます。ワークショップでは、作
品を「読む」だけでなく、身体を
動かすゲームやエクササイズな
ども交え、表現する楽しさを学
びます。指導者としても定評の
ある文学座の俳優・大滝寛さ
んが丁寧にわかりやすく指導
します。声を出して感じる朗読
の世界を楽しみましょう。

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
10/1（火） 14：00開演

出演：
企画・制作：
料金：
主催・問合せ：

練馬文化センター 大ホール

大好評につき練馬で待望の2019年公演決定！想い出の名曲をご堪能ください。

New!

フォレスタ ほか　構成・演出：一条貴之
　　 フォレスタ・プロジェクト　協力：フレンド企画
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）

募 集

7月4日（木）10:00～ 予約受付開始 割 引 小学生

割 引 小学生

小学生

練馬交響楽団第70回定期演奏会はイタリアを代表する作曲家レスピーギの交響詩「ローマ三部作」（噴水、松、祭
り）をお届けします。トレビの泉、トリトンの噴水、アッピア街道などローマに実在する歴史的遺産がテーマになって
います。金管楽器、打楽器などの多彩な音が響き渡る演奏をお楽しみください。

練馬交響楽団第70回定期演奏会
11/17（日） 14：00開演

出演：
曲目：
料金：

練馬文化センター 大ホール

レスピーギを体験してみませんか

松尾葉子（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
レスピーギ／ローマ三部作「ローマの噴水」「ローマの松」「ローマの祭り」
全席自由 1,000円

7月19日（金）10:00～ 販売開始

ロシアに燦然と輝く芸術の都、サンクトペテルブルグより稀代の振付家レオニード・ヤコブソンが育んだバレエ劇場が
来日。チャイコフスキー・バレエの傑作であり、バレエ界不動の人気演目として誉れ高い「白鳥の湖」をお届けします。

ロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ
～レオニード・ヤコブソン記念～「白鳥の湖 全３幕」
12/22（日） 14：00開演

出演：
演目：
料金：

練馬文化センター 大ホール

世界中で愛されるクラシック・バレエの最高傑作！

ロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ
白鳥の湖 全３幕
全席指定 S席7,500円、A席5,000円

7月28日（日）10:00～ 予約受付開始 割 引

New!

東京練馬を拠点に和太鼓界のトップランナーとして活躍する渡辺洋一の芸道50周年記念公演。東京・関東近郊の
名だたる太鼓チームが流派を越えて、『新しい風』をテーマに日本の祭りを熱演します。
“魂を呼び覚ます”和太鼓の魅力と醍醐味をたっぷりとお楽しみください。

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業 
太鼓集団天邪鬼 渡辺洋一 芸道50周年記念公演『新しい風』
9/14（土） 18：30開演 ・ 15（日） 14：00開演

出演：
料金：
主催・申込・問合せ：

練馬文化センター 小ホール

世界50数ヵ国で活躍する、天邪鬼代表渡辺洋一の記念公演

太鼓集団天邪鬼 ほか
全席自由 前売り4,500円 当日5,000円 練馬区民・友の会会員割引券4,000円  
　　　　　　太鼓集団天邪鬼　☎03-3904-1745  http://amanojaku.info

6月27日（木）10:00～ 販売開始

New!

New!

※演奏は特別録音音源を使用します。

※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。



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271回 アトリウムミニステージ

7/24（水） 12 :15開演 練馬区役所１階アトリウム

住谷美帆（サクソフォン） ほか
プッチーニ／オペラ「トゥーランドット」より 誰も寝
てはならぬ、石川亮太／日本民謡による狂詩曲 ほか
自由入場 無料（申込不要）

※車での来場はご遠慮ください。

出演：
曲目：

料金：

7月は第4水曜日に開催します。
今回はサクソフォンの演奏です。

無 料0歳以上

第13回ゆめりあ若手寄席 
～真夏の夕涼み会2019～　

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！

8/17（土） 16 :00開演 大泉学園ゆめりあホール

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：

割 引 小学生

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歌劇場
満を持してお届けする極上の椿姫！

11/5（火） 18:30開演 練馬文化センター 大ホール

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： 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

バックステージツアー2019 ～舞台の裏側 新発見！～

8/5（月） ①13：30 ②17：00開始 練馬文化センター 大ホール

練馬文化センターのバックステージをのぞいてみませんか
対象：①小学生とその保護者 ②中学生以上 定員：①10組20名 ②20名 参加費：
1名300円（保険料含む） 応募方法：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とふりがな・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まで 応募締切：7月5日（金）必着 
※メールは23：59受信分まで ※応募者多数の場合は抽選

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をお届けします

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：

割 引 小学生

練馬区演奏家協会コンサート

クララ・シューマンと仲間たち

女流音楽家たちの曲を中心にお届けします。

10/19（土） 14:00開演 練馬文化センター 小ホール

石神井の森トリオ＜西谷国登（ヴァイオリン）、毛
利巨塵（チェロ）、坂田麻里（ピアノ）＞
クララ・シューマン／ピアノ・トリオ ト短調op.17、
ファニー・メンデルスゾーン／ピアノ・トリオ ニ短
調op.11 ほか
全席指定 1,000円　

出演：

曲目：

料金： 割 引 小学生

ゆめりあJAZZ vol.27 
西村協＆楽しいジャズ仲間たち
～ジャズ・ヴォーカルの魅力と愉しみ～

瀬川昌久プロデュース公演第12弾は、
大好評のジャズ・ヴォーカル特集！

9/14（土） 15：00開演 大泉学園ゆめりあホール

西村協（Vo）、飯田さつき（Vo）、紗理（Vo）、出口誠
ピアノトリオ、瀬川昌久（企画・解説）
How High The Moon、Smile ほか 
※曲目は変更になる場合があります。
全席指定 2,500円

出演：

曲目：

料金： 割 引 小学生

劇団M.M.Cミュージカル
「ALICE」小中学生参加公演

アリスが迷い込んだ鏡の中の世界…
不思議な冒険がはじまる！

8/4（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　
ミュージカル「ALICE」
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♪

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！

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：

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

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 

出演：
演目：

料金：

割 引 小学生 学生券※託児サービスあり（要事前申込）

募 集

小学生

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

©ABC-A・東映アニメーション 割 引残席わずか

残席わずか

0歳以上



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

窓 口

窓 口

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

大

7 月

3日（水） 18：30～20：00 
自由入場 無料
【問】日芸音楽事務室　☎ 03-5995-8240

日本大学芸術学部音楽学科  
第128回定期演奏会7/ 3

WED

5日（金） 10：30～15：00 
自由入場 無料
【問】練老連事務局　☎ 03-6914-5125

練馬区老人クラブ連合会「芸能大会」

8 月

2日（金）～5日（月）
自由入場 無料
【問】シルバー人材センター　☎ 03-3993-7168

ボトルシップ 作品展

7日（水） 14：00～16：05 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】児演協　☎ 03-5909-3064

児演協第47回夏休み児童・青少年
演劇フェスティバル「人形劇団クラルテ公演」8/7

WED

大
9日（金） 18：00～20：30 
無料（要事前申込）
【問】総務課総務係　☎ 03-5984-2600

第27回平和祈念コンサート8/9
FRI

9日（金） 12：30～16：00 
自由入場 無料
【問】早苗会 服部　☎ 03-3997-7920

夏休み三世代三味線コンサート
同時三味線無料体験会開催8/9

FRI

11日（日） 11：30～18：00 
自由入場 無料
【問】ポコアポコ　☎ 03-5946-2166

ポコアポコ音楽教室 発表会20198/11
SUN

12日（月・祝） 17：00～19：00 
無料（要整理券）
【問】小林　☎ 090-6345-3881

第12回ダンススタジオパピヨン発表会8/12
MON

大
13日（火） 14：00～16：30／17：30～20：00
自由席 前3,800円 当4,800円 指定席 前4,800円
【問】Ｅｎ 渋谷校　☎ 03-6418-1536

Dance Camp Plus 2019 
Summer Showcase8/13

TUE

大
31日（土） 14：00～16：00 
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Ⅵ
ようこそイタリアオペラの世界へ8/31

SAT

大
3日（土） 17：00～20：00 
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】ＮＥＸＵＳ　☎ 080-5511-9629

NEXUS Vol.9 DANCE Performance!8/3
SAT

大
1日（木） 15：00～17：00 
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.2 　
大谷康子と楽しむ音楽の旅～アメリカ　8/1

THU

4日（日） 15：00～16：30 
全席指定 大人1,500円 中学生以下800円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

劇団M.M.Cミュージカル「ALICE」
小中学生参加公演8/4

SUN

5日（月） 15：00～18：00 
無料（要整理券）
【問】平多武於舞踊研究所　
takehito-dance-teacher@docomo.ne.jp

平多武於舞踊研究所
8/5
MON

大
6日（火） 16：00～20：00 
無料（要整理券）
【問】今田　☎ 042-463-7801

LE CONCERT DE M.I BALLET8/6
TUE

6日（火） 14：00～15：20 
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】児演協　☎ 03-5909-3064

児演協第47回夏休み児童・青少年
演劇フェスティバル「劇団影法師公演」8/6

TUE

7/ 5
FRI

6日（土） 17：00～20：00 
自由入場 無料
【問】石川・田中ダンス　☎ 03-3958-3313

第64回石川須姝子・田中いづみ
ダンスアカデミー発表会7/ 6

SAT

大
7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40回練馬児童合唱団演奏会7/ 7
SUN

7日（日） 14：00～16：00 
全席自由 1,500円
【問】アンサンブルナウ　☎ 044-750-3185

Ensemble Now 第50回記念定期演奏会7/ 7
SUN

大
10日（水） 13：30～15：30 
全席指定 5,500円
【問】（株）夢グループ　☎ 0570-064-724

Trio Los Panchos Japan Tour 20197/10
WED

10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7/10
WED

大
14日（日） 16：00～17：30 
全席指定 7,800円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

DRUM TAO 「ザ・ドラマーズ」　7/14
SUN

大
15日（月・祝） 16：30～19：30 
無料（要整理券）
【問】福永バレエ　☎ 03-3338-6496

福永バレエ 第20回バレエ発表会7/15
MON

15日（月・祝） 16：00～17：30 
自由入場 無料
【問】島田　☎ 080-5941-1360

第16回島田美智子モダンバレエ研究所
発表会7/15

MON

19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69回 社会を明るくする運動のつどい7/19
FRI

20日（土）～23日（火）
自由入場 無料
【問】マムズハート　☎ 080-6659-3987

at momsheart みんなの作品展17

大
21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69回定期演奏会　7/21
SUN

大
23日（火） 14：30～16：15 
自由入場 無料
【問】BB2019 担当　bandbe.bandbe@gmail.com

吹奏楽コンサート BRASS BANdBE 20197/23
TUE

大

26日（金） 
①11：00～12：30 
②14：00～15：30 
全席指定 前S2,800円 A2,300円 B1,800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】プリキュアドリームステージ♪実行委員会　
☎ 044-930-1551

スター☆トゥインクルプリキュア　
ドリームステージ♪　

7/26
FRI

大
27日（土） 14：00～16：00 
全席自由 500円
【問】阿部　☎ 080-1275-3280

練馬混声合唱団第50回定期演奏会7/27
SAT

大
28日（日） 13：30～16：30 
全席自由 1,000円
【問】所沢メンネルコール　☎ 090-4535-0376

男声合唱団 所沢メンネルコール　
第33回定期演奏会 ～歌は心のよろこび～7/28

SUN

28日（日） 13：30～16：00 
全席自由 1,000円
【問】HCP事務局　☎ 090-7762-2150

ハイドンコレギウム 第17回演奏会7/28
SUN

大

大

29日（月） 
昼の部14：00～16：40（予定枚数終了） 
夜の部18：30～21：10（残席わずか）
全席指定 一等5,800円 二等4,800円 三等3,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

松竹大歌舞伎
7/29
MON

30日（火） 10：20～18：15／31日（水） 9：50～17：30
全席自由 500円
【問】中吹連事務局　☎ 090-8107-1512

第59回東京都中学校吹奏楽コンクール

小

小

小

24日（水） 10：30～11：15 
全席自由 大人席1,500円 
子ども席（2歳以上中学生以下）800円
【問】おとあーと研究室　☎ 080-9381-3482

親子で楽しむおとあーとコンサート7/24
WED

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

ギ

7/20
7/23
SAT

TUE

ギ

8/2
8/5
FRI

MON

7/30
7/31
TUE

WED

WEB

残席わずか



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令和元年6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。

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

窓 口

窓 口

第43回ピティナ・ピアノコンペティション　
地区予選
2日（火）～3日（水） 10：30～19：00 
自由入場 無料
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481ホ

令和元年～死にものぐるい！～女達の狂騒曲

1日（月） 19：00～21：30 
全席自由 2,000円
【問】モリヤマ　☎ 080-5268-3296

ホ

7/1
MON

中山みどり推薦演奏家シリーズ第11弾
美女系ピアニスト3人による欧米の風
4日（木） 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

7/4
THU

コン・フォートクラブ写眞習作展

4日（木）～7日（日）
自由入場 無料
【問】コンフォートクラブ　☎ 03-3904-6329

うた芝居吉田組プレゼンツ　
「あっちゅうの！」
5日（金） 19：00～21：00 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】歌芝居吉田組　☎ 080-5050-7706

ホ

7/5
FRI

道の会　声楽コンサート Ⅻ

8日（月） 13：30～16：30 
全席自由 1,000円
【問】金山　☎ 080-6587-3339

ホ

7/8
MON

東大泉マンドリンサークル
～30周年記念コンサート～
11日（木） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】岡村　☎ 03-3923-1047

ホ

7/11
THU

2nd クラシック・ガラ・コンサート
～弦・声・管で楽しむモーツァルトの世界～
13日（土） 13：30～16：00 
全席自由 1,000円
【問】別科修了生有志　g.riri.reiko@gmail.com 

ホ

7/13
SAT

スズキメソード大泉教室
ヴァイオリンコンサート
14日（日） 13：00～16：30 
自由入場 無料
【問】大泉教室　☎ 080-5547-0617

ホ

7/14
SUN

歌声喫茶ともしびin大泉学園

17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

7/17
WED

歌は楽しい！サマーコンサート

17日（水） 18：30～20：30  
全席自由 一般2,500円 学生1,000円
【問】青木　☎ 03-3992-7604

ホ

7/17
WED

佐々木理子ゆめりあコンサート2019夏

19日（金） 10：30～11：30 
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】リコミュージック　☎ 090-9806-0792

ホ

7/19
FRI

上畠由梨乃＆岩谷弦デュオコンサート

19日（金） 19：00～21：00 
全席自由 一般3,000円 学生2,000円
【問】「えん」佐伯　☎ 090-4598-0153

ホ

7/19
FRI

あるもにっく Summer Concert

20日（土） 18：00～20：00 
自由入場 無料
【問】あるもにっく　☎ 03-6760-6420

ホ

7/20
SAT

第27回ヤングアーチストピアノコンクール

23日（火） 10：15～20：00 
自由入場 無料
【問】ヤングアーチスト　☎ 03-3930-0365

ホ

7/23
TUE

第27回ヤングアーチストピアノコンクール

30日（火）～31日（水） 10：15～20：00 
自由入場 無料
【問】ヤングアーチスト　☎ 03-3930-0365

7 月

第20回北関東ピアノコンクール予選 第2日目

2日（金） 10：00～18：00 
自由入場 無料
【問】同事務局　☎ 027-363-6280

ホ

8/2
FRI

第59回ワンコイン・コンサート　　

3日（土） ①11：30～12：10 ②15：00～16：00
全席指定 500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

8/3
SAT

十一代桂文治後援会 夏のつどい

4日（日） 18：30～21：00  
全席自由 2,500円 後援会会員無料
【問】桂文治後援会　☎ 03-3557-0981

ホ

ホ

8/4
SUN

第43回ピティナ・ピアノコンペティション

6日（火）～9日（金） 10：30～19：30
全席自由 一般1,000円 会員800円 他
【問】ピティナ　☎ 03.-3944-2481

第16回ハートフルコンサート

10日（土） 13：00～16：15 
自由入場 無料
【問】ＷＩＴＨはぴはぴ　☎ 090-3207-2168

ホ

8/10
SAT

イデア・ミュージック・コンサート

12日（月・祝） 11：15～18：30 
自由入場 無料
【問】イデア　☎ 080-1177-3238

ホ

8/12
MON

花房伸江門下生によるコンサート

13日（火） 18：00～21：00 
自由入場 無料
【問】オフィスリピート　☎ 080-5426-3703

ホ

8/13
TUE

髙橋啓三先生門下生 声楽発表会

18日（日） 10：45～20：00  
自由入場 無料
【問】髙橋啓三門下　☎ 080-9297-0361

ホ

8/18
SUN

歌声喫茶ともしびin大泉学園

19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

ホ

8/19
MON

ＪＪコンサート

19日（月） 19：00～20：45 
全席自由 2,500円
【問】メヌエット　☎ 04-2928-7851

ホ

8/19
MON

小学生対象税金○×クイズと映画鑑賞

20日（火） 13：00～16：00 
自由入場 無料（要 整理券）
【問】練馬西法人会　☎ 03-3923-7272

ホ

8/20
TUE

第27回ヤングアーチストピアノコンクール

22日（木）～23日（金） 10：30～19：30
全席自由 900円
【問】ヤングアーチスト　☎ 03-3930-0365

かけがえのない貴方へ♡
ハートのコンサートVOL.16
24日（土） 19：00～21：30 
全席自由 1,500円
【問】飯塚音楽スタジオ　☎ 090-1432-4029

ホ

8/24
SAT

第6回ユニバーサル・クラシック・コンサート
～0歳からのどなたでも楽しめる演奏会～
25日（日） 13：30～15：00 
全席自由 大人1,500円 小学生以下500円 他
【問】ひつじ企画　nuknuksheep@gmail.com  

ホ

8/25
SUN

テアトル・オペレッタ・フランセーズ 17

25日（日） 19：00～21：30 
全席自由 3,000円
【問】アトリエ・デュ・シャン　☎ 03-5387-0977

ホ

8/25
SUN

みんなの音楽会

31日（土） 19：30～21：00 
自由入場 無料
【問】心音会　☎ 090-6345-5437

ホ

8/31
SAT

第18回 佐々木真とともに　
フルート研究発表演奏会
14日（水） 15：00～18：00 
自由入場 無料
【問】みゆずメソン　☎ 048-477-1313

ホ

8/14
WED

第13回ゆめりあ若手寄席
～真夏の夕涼み会2019～
17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

8/17
SAT

8 月
7/4
7/7
THU

SUN

ギ

7/2
7/3
TUE

WED

ホ

7/30
7/31
TUE

WED

8/6
8/9
TUE

FRI

ホ

8/22
8/23
THU

FRI

完売御礼



＜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
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2019年

7月18日（木）
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 3,600円

［Pコード：493-917］
［Lコード：35132］

8月3日（土）　14：00開演メインホール

エルマーのぼうけん

一般1,800円 友の会1,500円 
こども（中学生以下）800円

【特別協賛】子どもげきじょう西東京基金

※0才から入場可。2才以下膝上鑑賞無料。

空を飛ぶ夢を持つ少年エルマーと老ネコのミミが、どうぶつ島にとらわれている子どものリュウを
助けにいく物語。果たしてエルマーとミミはリュウ助け出すことはできるのでしょうか？

2019年

7月16日（火）
17日（水）
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

各日 全席指定 4,000円
［Pコード：493-925］
［Lコード：35056］好評

発売中

浪曲：
玉川太福

〈ゲスト〉 

三味線：
玉川みね子

〈ゲスト〉 

五
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道
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春
風
亭
一
之
輔

Vol.5Hakucho Japan

雲
助
・
白
酒
そ
し
て

一
朝
・
一
之
輔

全席指定

【予約】 西東京市保谷こもれびホール　☎042-421-2323（9:00～17:00）
【主催】 西東京市保谷こもれびホール指定管理者　☎042-421-1919

サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス
St.Petersburg State STAGE CIRCUS
ハラハラ・ドキドキがいっぱい！

夏休みの最後は、おとなもこどもも楽しめる古きよきクラシック・サーカス！

一般2,800円 友の会2,300円 こども（中学生以下）1,200円
※0才から入場可。2才以下膝上鑑賞無料。

9月1日（日）　①12：30 ②15：00開演 メインホール
全席指定

2 0 1 9 . 7  /  Vo l . 412

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
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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。
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