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12月22日（日）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

ピアノ貴公子たちが練馬に集結！
新しいショパンの魅力が満載！！ 
練馬区立美術館「ショパン―200年の肖像」展（4/26～6/28）の開催を記
念して、横山幸雄と今をときめく若手ピアニストが練馬に集結。
この日だけのスペシャルな競演をお見逃しなく！！

2020/6/27（土） 15:00開演

横山幸雄、金子三勇士、實川風、牛田智大
ショパン／4手のための変奏曲 KK.IVa/6 ニ長調、バラード全曲、
パデレフスキ／5月のアルバム「愛の歌」Op.10-2 ほか　
※曲目は変更になる場合があります。
全席指定 S席5,800円、A席4,800円

出演：
曲目：

料金：

練馬文化センター 大ホール

New!

割 引 小学生12月5日（木）10:00～ 販売開始 

今年のテーマは「RAINBOW」虹色に輝け！
練馬発の若者たちで作り上げるイベントです。多数の応募の中から審査を
経て、出演者が決定しました！ねりパフォに関わる全ての人たちの個性が輝
き、「RAINBOW」のように観る人を惹きつけるステージを繰り広げます。パ
フォーマーを目指す子どもたちの夢となるスペシャルゲストも登場。

■当日の運営ボランティアを募集します！ 
　ねりパフォを一緒に盛り上げませんか？
　詳細は練馬区文化振興協会HPをご覧ください。

2020/2 /9（日） 11:00開演

音楽部門7組、ダンス部門14組、パフォーマンス部門2組
スペシャルゲスト ICHIZA
全席自由 500円（高校生以下は無料 ※要無料チケット）

出演：

料金：

練馬文化センター 大ホール

New!

割 引 0歳以上 学生券

み  ゆ  じ じつかわかおる ともはる

優 先

年末年始 休館のお知らせ 練馬文化センターと大泉学園ゆめりあホールは右記の期間休館となります。令和元年12月29日（日）～令和2年1月3日（金)



割 引 小学生

今年度、練馬をぐるっと巡るアーティストは、ＣＭ音楽制作から教育現場まで多方面で活躍するシーナアキコ。今回は、妹尾美穂
と共演する「どうぶつパーティー」！ マリンバと鍵盤ハーモニカのDUOによる動物にまつわる楽曲がいっぱいのコンサート！

親子で楽しむミュージックキャラバン in 西大泉
12/16（月） 11：00開演

出演：
料金：

西大泉地区区民館（練馬区西大泉5-3-32）

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

シーナアキコ（マリンバ、ガラクタ演奏） 、妹尾美穂（鍵盤ハーモニカ）
入場無料（申込不要・先着40組80名程度） ※10:20より整理券を配布します。

New!

※主に0歳～3歳を対象としたプログラムです。 ※定員になり次第、入場をお断りする場合があります。
※車での来場はご遠慮ください。 無 料0歳以上

昨年大好評を博したゆめりあホールでのニューイヤーコンサート。今年は更にパワーアップ‼小粋な和芸ナビゲーターの
口上・獅子舞と共に、オペラの名曲や日本の歌で2020年の幕開けを華やかに彩ります！子供から大人そして、クラシック
コンサート初心者の方々も楽しめるコンサート♪新年に笑顔と元気をお贈りします。乞うご期待‼

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業 
ニューイヤーコンサート2020！！

2020/1/5（日） ①11：00 ②14：00開演

出演：
曲目：

料金：

主催：
申込・問合せ：

大泉学園ゆめりあホール

歌とピアノと獅子舞と♪歌劇や日本の名曲で2020年開幕です！

宇田川かおり（ソプラノ）、平良光代（ソプラノ）、清水一成（バリトン）、松永充代（ピアノ）、豆太郎（和芸ナビゲーター）
山田耕筰／この道、ヴェルディ／オペラ「椿姫」より“乾杯の歌”、ビゼー／オペラ「カルメン」より“闘牛士の歌”ほか
※曲目は変更になる場合があります。 
全席自由 大人3,600円（当日4,000円） 子ども（5才～高校生）1,500円
練馬区民・練馬区文化振興協会友の会会員割引：大人2,500円 子ども1,000円 ※当日券は割引適用外
ニューイヤーコンサート2020実行委員会
　　　 シュパース企画 ☎&FAX 048-212-3410 E-mail spass_kikaku@yahoo.co.jp 
　　　 たいら音楽教室 ☎03-3867-0488

平良光代平良光代 宇田川かおり宇田川かおり 清水一成

松永充代松永充代豆太郎豆太郎
発売中

12月6日（金）10:00～ 予約受付開始

11月26日（火）10:00～　受付開始

12月3日（火）10:00～ 販売開始

5歳以上

シーナアキコ妹尾美穂妹尾美穂

喜び、悲しみ、怒り、悔しさ…わたしたちの人生はさまざまなエピソードが積み重なっています。ワークショップ参加者が記
憶の底から掘り起こした大切な人生の物語に、歌やダンスや音楽などのパフォーマンスを繋げてお贈りします。

区民参加劇「マイライフ・マイステージ」
2020/2 /23（日・祝） ①14：00 ②18：00開演

出演：

料金：

大泉学園ゆめりあホール

私たちの街に住む、私たち一人一人の物語

能祖將夫（構成・演出・朗読）、白石光隆（ピアノ）、井上大辅（振付・ダンス）、藤井彩加（振付・ダンス）、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

New!

コンサートチケットつき！ ぴあ（アプリ版）でのクラシックの水先案内人を講師に迎え、クラシック音楽の楽しみ方や
オーケストラの魅力、作曲家についてなどを学ぶ全3回の講座です。

ビジネスパーソンのためのクラシック鑑賞入門 
～世界中のビジネスエリートはクラシック音楽を聴いているらしい～

2020/2/5（水）・19（水）・26（水） 19：00開講

講師：
対象：
定員：
参加費：

申込方法：

問合せ：

練馬文化センター 第1リハーサル室

田中泰（（一財）日本クラシックソムリエ協会代表理事）
18歳以上
30名（先着順）
5,000円（2020年3月8日（日）15：00開演 フレッシュ名曲コンサート「ショパン＆ムソルグスキー」のS席
チケット代含む）
メールで①件名「ビジネスパーソンのためのクラシック鑑賞入門」 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤性別 
⑥電話番号をご記入のうえ、workshop@neribun.or.jpへ
練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311

New!

中川家が2年ぶりの登場！実力派のダイノジ、パンクブーブーから、2019年にブレイクした若手芸人ミキ、しゅんしゅん
クリニックＰまで、バラエティ豊かな出演者でお届けします。

よしもと大笑いライブin練馬2020
2020/2/1（土） 19：00開演

出演：

料金：
共催・企画・制作：

練馬文化センター 大ホール

2019年ブレイク芸人から実力派まで、練馬文化センターでしか見られない豪華共演！

中川家、ダイノジ、レイザーラモン、パンクブーブー、ミキ、うるとらブギーズ、ネルソンズ、しゅんしゅんクリニックＰ  
※出演者は変更になる場合があります。
全席指定 4,000円（当日4,500円） ※4歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料） ※当日券は友の会割引適用外
　　　　　吉本興業株式会社

New!

New!

しゅんしゅんクリニックＰ

ダイノジダイノジダイノジ

ミキ

中川家

0歳以上割  引



第276回 アトリウムミニステージ
～特別公演～
12/18（水） 12 :15開演 練馬区役所１階アトリウム

太田将誉（ピアノ）
坂本龍一／戦場のメリークリスマス、
太田将誉／夕日 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：

即興演奏や、作曲も手掛ける自閉症のピアニストによる
特別公演！

無 料0歳以上

第34回練馬区新人演奏会

白熱のオーディションで選ばれた4人の新進演奏家と
東京フィルハーモニー交響楽団による熱い共演！

12/4（水） 18：30開演 練馬文化センター 小ホール

岩倉宗二郎（トロンボーン）、小西光太（トロンボー
ン）、和田華音（ピアノ）、佐藤陽十（ピアノ）、上野正
博（指揮）、東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
ヨルゲンセン／トロンボーンのための組曲 作品22、ラ
フマニノフ／ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18 ほか
全席自由 1,000円 

出演：

曲目：

料金：

練馬区演奏家協会コンサート 
ソプラノ、ケーナ、アルパ、ギターによる 
「美しい日本の旋律と言葉」

2020/2 /14（金） 19：00開演 大泉学園ゆめりあホール

大前恵子（ソプラノ）、八木倫明（ケーナ）、高橋咲
子（アルパ）、清永充美（ギター）
成田為三／浜辺の歌、武満徹／小さな空、越谷達
之助／初恋、スコットランド民謡（やぎりん訳詞）／
広い河の岸辺  ほか
全席指定 1,000円

出演：

曲目：

料金：
割 引 小学生

第61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（40分）
②自分にごほうびワンコイン・コンサート（60分）

2020/3 /7（土） ①13：30 ②16：00開演
大泉学園ゆめりあホール

Chemin de Neige＜平田侑（ピアノ）、髙橋由起
（フルート）＞
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全席指定 500円

出演：

料金：

練馬交響楽団ミュージック・
サミットWelcome to NERIMA

世界中の音楽が練馬に！

2020/3 /15（日） 14：00開演 練馬文化センター 大ホール

米津俊広（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
マルケス／ダンソン第２番、ドビュッシー／3つの
交響的素描「海」、チャイコフスキー／組曲「くるみ
割り人形」 ほか
全席自由 1,000円

出演：
曲目：

料金：

割 引 小学生

石神井公園ふるさと文化館 特別展 
「あれもこれも大江戸漫画づくし」連携企画 
無声映画上映会

活弁と生演奏で味わう江戸ゆかりの名作！

2020/2 /16（日） 14 :00開演 大泉学園ゆめりあホール

片岡一郎（活動写真弁士）、上屋安由美（ピアノ）、宮澤や
すみ（三味線）、田中まさよし（太鼓・パーカッション）
『なまくら刀』（1917年／4分／監督：寺内純一）、『豪傑児
雷也』（1921年／19分／監督：牧野省三 出演：尾上松之
助） 、『御誂治郎吉格子』（1931年／61分／監督：伊藤大
輔 出演：大河内傳次郎、伏見直江）
全席指定 2,000円

出演：

作品：

料金： 割 引 小学生

ねりぶんJAZZ　生誕100周年
アート・ブレイキーのすべて 
～小林陽一＆スペシャルJJM～

瀬川昌久プロデュース第13弾！

2020/2 /11（火・祝） 15:00開演 練馬文化センター 小ホール

小林陽一＆スペシャルJJM（ジャパニーズジャズ
メッセンジャーズ）、瀬川昌久（企画・解説）
モーニン、チュニジアの夜、Niagara Shuffle ほか
全席指定 3,000円

出演：

曲目：
料金：

割 引 小学生

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2020

賛助出演者が都合により江口二美へ変更になりました。

2020/1/18（土） 17:00開演 練馬文化センター 大ホール

出演：曽我大介（指揮）、早稲田大学交響楽団 賛助出演：
高橋維（ソプラノ）、江口二美（ソプラノ）、吉川健一（バリ
トン） 料金：全席指定 指定席Ａ（1階、2階前方）3,500
円 指定席Ｂ（2階後方）2,500円 主催・申込・問合せ：練
馬稲門会 ☎070-3526-4179 FAX03-4243-2759 
nycneritou@waseda-info.com 小学生

令和元年度優秀映画鑑賞推進事業

映画音楽の名作を観る～今井正監督特集～

原節子出演『青い山脈』ほか青春映画の名作を上映

2020/1/18（土） ①13:00～ ②16:20～ 練馬文化センター 小ホール

①『青い山脈』『続 青い山脈』（1949年/90分+82分/白黒
/35mm）監督：今井正 音楽：服部良一 出演：原節子、
杉葉子、木暮実千代、池部良 ほか ※途中休憩あり 
②『純愛物語』（1957年/130分/カラー/35mm） 監督：今
井正 音楽：大木正夫 出演：江原真二郎、中原ひとみ、
岡田英次 ほか
全席指定 1,000円（１日券・３本立て）

作品：

料金：
割 引 小学生

第14回ゆめりあ若手寄席 
～大泉新春落語会2020～

2020年新春！めでたい初笑いは大泉学園で！

2020/1/13（月・祝） 14：00開演 大泉学園ゆめりあホール

柳家甚語楼（真打）、春風亭一蔵（二ツ目）、
ニックス（漫才）
全席指定 1,500円　

出演：

料金：

割 引 小学生

フレッシュ名曲コンサート

「ショパン＆ムソルグスキー」
2020/3/8（日） 15:00開演 練馬文化センター 大ホール

広上淳一（指揮）、野上真梨子（ピアノ）、
東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
ショパン／ピアノ協奏曲第1番 ホ短調
ムソルグスキー ラヴェル編曲／展覧会の絵
全席指定 Ｓ席3,800円 Ａ席3,000円 
公益財団法人 東京都歴史文化財団（東京文化会館）
東京オーケストラ事業共同組合

出演：

曲目：

料金：
共催：
協力：

学生券割 引 小学生

最優秀賞：ピアノ部門
和田華音

最優秀賞：金管楽器部門
岩倉宗二郎（トロンボーン）

優秀賞：ピアノ部門
佐藤陽十

優秀賞：金管楽器部門
小西光太（トロンボーン）

割 引 小学生

©Greg Sailor.
©YoshinobuFukaya
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auraY2

©上野隆文

学生券

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

『青い山脈』『青い山脈』

『純愛物語』『純愛物語』

清永充美清永充美八木倫明八木倫明

高橋咲子高橋咲子大前恵子

0歳以上 割  引割  引 小学生① ②

『豪傑児雷也』
マツダ映画社所蔵

『なまくら刀』
国立映画アーカイブ所蔵

『豪傑児雷也』
マツダ映画社所蔵

『なまくら刀』
国立映画アーカイブ所蔵

高橋維高橋維 江口二美江口二美 吉川健一吉川健一

スインギー奥田スインギー奥田 Photo by Eisuke WatanabePhoto by Eisuke Watanabe

※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。

11月28日（木）10:00～ 予約受付開始

第7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 2020～
2020/1/25（土） 1/26（日） 練馬文化センター 大ホール

1月25日（土） 13:30開演 ソロ・アドリブ部門、団体部門
1月26日（日） 10:00開演 団体部門
全席自由 各日2,000円

日時：

料金：

1月25日（土） 17:30開演
全席自由 3,000円（1/25グランプリ大会チケット
の購入者は＋1,000円で入場できます。）
スインギー奥田 ほか

日時：
料金：

出演： 割  引 小学生

SWING BRASSスペシャルコンサート

残席わずか



練馬文化センター イベントスケジュール 12・1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

窓 口

窓 口

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

1 2 月

1日（日）～7日（土）
自由入場 無料
【問】紫紅会　☎ 090-4414-8005

第33回 紫紅会展

大
2日（月） 18：30～20：30 
全席指定 Ｓ6,500円 Ａ6,000円
【問】MIN-ON　☎ 03-3226-9999

音楽大国ブラジルが生んだ実力派ヴォーカル・
グループ！オリヂナリウス コンサート12/2

MON

大
3日（火） 17：45～20：20 
全席自由 前300円 当500円
【問】立教大学応援団　☎ 03-3985-2877

立教大学体育会応援団吹奏楽部・チアリー
ディング部第49回定期演奏会12/3

TUE

4日（水） 18:30～21:00 
全席自由 1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

第34回練馬区新人演奏会12/4
WED

大
5日（木） 18：30～20：30 
指定席 S5,000円 他 自由席 B3,000円
【問】バレエ団ピッコロ　☎ 03-3972-1476

バレエ団ピッコロ第35回クリスマス公演12/5
THU

6日（金） 19：00～20：30 
全席自由 1,000円
【問】満企画　☎ 042-421-0851

東京ウエストサイド・クリスマス12/6
FRI

大
8日（日） 14:00～16:00 
全席指定 無料（申込受付終了）
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

Nerimaユニバーサルコンサート　12/8
SUN

8日（日） 13：30～16：00 
全席自由 5,000円
【問】瀬川流事務所　☎ 080-5377-0358

第8回瀬川流瀬川仙女リサイタル12/8
SUN

9日（月） 18：00～20：50 
自由入場 無料
【問】國井　☎ 080-5071-1692

第57回立教大学スペインギタークラブ
定期演奏会12/9

MON

10日（火） 18：00～20：00 
全席自由 3,000円
【問】ベタニアの家　☎ 03-3387-5567

ベタニアの家チャリティーコンサート12/10
TUE

大
11日（水） 13：00～15：30 
全席指定 PS9,350円 SS前7,678円 当8,800円
【問】チケットセンター　☎ 0570-064-724

夢スター歌謡祭春組対秋組歌合戦12/11
WED

11日（水）～14日（土）
自由入場 無料
【問】障害者施策推進課　☎ 03-5984-4598

障害者ふれあい作品展

大

14日（土） 
①13:00～15:00 ②17:00～19:00 
全席指定 5,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

東京、練馬でジェントルなLive vol.2　
12/14
SAT

大
15日（日） 18：00～20：00 
自由入場 無料
【問】拓殖大学　takushoku.brass@gmail.com 

拓殖大学麗澤会総務局吹奏楽部
第53回定期演奏会12/15

SUN

ギ
15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12/15
SUN

大
17日（火） 18：00～20：00 
無料（要整理券・招待券）
【問】ブリリアントピンクス　bripin2019@gmail.com

Brilliant Pinks winter live 201912/17
TUE

17日（火） 18：30～20：30 
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科　☎ 03-5995-8240

日本大学芸術学部音楽学科
第50回オペラ公演12/17

TUE

20日（金） 17：30～20：30 
無料（要招待券）
【問】E&Yバレエ　☎ 080-2093-4746

3rd E&Y BALLET CONCERT12/20
FRI

大
21日（土） 18：00～19：40 
全席自由 前800円 当1,000円
【問】磯野　☎ 090-3803-7561

東京外国語大学混声合唱団コール・ソレイユ 
第45回記念定期演奏会12/21

SAT

21日（土） 15：00～16：00 
自由入場 無料
【問】ポコアポコ　☎ 03-5946-2166

ポコアポコ音楽教室 クリスマス会201912/21
SAT

大
22日（日） 14:00～17:00 
全席指定 S7,500円 A5,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

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

SUN

大
27日（金） 17：30～20：00 
自由入場 無料
【問】山﨑　numc48@gmail.com

日本大学マンドリンクラブ 
第60回定期演奏会12/27

FRI

27日（金） 10：30～16：30 
自由入場 無料
【問】ヤングアーチスト　young_artist@yaa.gr.jp

21stヤングアーチストフレッシュコンサート12/27
FRI

小

小

小 小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

ギ

12/1
12/7
SUN

SAT

1 月

8日（水） 18：30～20：30 
全席指定 3,800円
【問】チケットセンター　☎ 03-6264-4221

キエフ・クラシック・コレクション　
初春バレエ祝賀コンサート1/ 8

WED

大
19日（日） 14：00～16：15 
自由入場 無料
【問】事務局　office@tokyo-stackart.com

第10回ウィンターコンサート1/19
SUN

大
29日（水） 19：00～21：00 
全席指定 Ｓ席3,700円 Ａ席3,200円
【問】夢空間　☎ 03-5785-0380

新春花形落語会　
柳亭市馬・桃月庵白酒・柳家三三1/29

WED

30日（木） 19：00～21：00 
全席指定 3,700円
【問】夢空間　☎ 03-5785-0380

新春！！落語教育委員会　　1/30
THU

大

25日（土） 13:30～16:00 ソロ・アドリブ部門、団体部門 
26日（日） 10:00～16:00 団体部門 
全席自由 2,000円

SWING BRASSスペシャルコンサート　
25日（土） 17:30～19:30 
全席自由 3,000円
※1/25グランプリ大会チケットの購入者は+1,000円で
入場可
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

第7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 2020～　

大
10日（金） 11：00～13：00 
全席指定 Ｓ席3,700円 Ａ席3,200円
【問】夢空間　☎ 03-5785-0380

新春まっぴるま寄席　
三遊亭小遊三・春風亭昇太　二人会　1/10

FRI

10日（金） 18：00～21：00 
全席自由 4,000円
【問】川村　☎ 042-307-5500

東京シティオペラ協会創立30周年記念
Newyear Concert1/10

FRI

11日（土） 19：00～21：00 
全席自由 一般前3,500円 当4,000円 
学生前2,500円 当3,000円
【問】中野　mym.str.ensemble@gmail.com

深山ストリングアンサンブル演奏会1/11
SAT

大
13日（月・祝） 18:00～20：00 
全席自由 前2,300円 当2,800円
【問】琉球國祭り太鼓 東京支部　☎ 050-5360-1223

琉球國祭り太鼓東京支部
東日本大震災チャリティー公演 燦～Sun～1/13

MON

13日（月・祝） 13：30～15：30 
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】STRADA　☎ 080-4936-3660

STRADA STUDIO発表会vol.１　
「SPERO」1/13

MON

小
16日（木） 18：00～20：30 
自由入場 無料
【問】東方文化芸術団　☎ 03-5946-9818

新春日中友好のイベント
歌、舞踊、音楽の楽しい音楽会1/16

THU

大

18日（土） 17:00～19：30 
指定席Ａ（一階、二階前方）3,500円 
指定席Ｂ（二階後方）2,500円
【問】練馬稲門会　☎ 070-3526-4179

早稲田大学交響楽団 ニューイヤーコンサート2020
　

1/18
SAT

18日（土） 13:00～18:30 
全席指定 1,000円 3本立て・入替なし
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

令和元年度優秀映画鑑賞推進事業
映画音楽の名作を観る 今井正監督特集1/18

SAT

ギ

12/11
12/14
WED

SAT

完売御礼

1/25
1/26
SAT

SUN

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 12・1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11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

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

練馬交響楽団アンサンブルVol.18
～室内楽の楽しみ～
1日（日） 14:00～16:00 
全席指定 700円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

12/1
SUN

ミュージックサロンコンサート
情熱の三味線とピアノの出逢いvol．1
3日（火） 13：00～15：00 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】musicsalon　☎ 090-2145-9856

ホ

12/3
TUE

ニューイヤーコンサート2020!!

5日（日） ①11：00～12：30 ②14：00～15：30 
全席自由 一般大人前3,600円 高校生以下1,500円 他
【問】シュパース企画　☎ 048-212-3410

朗読×オペラ 出雲の阿国異聞一かるめ

5日（木） ①13:00～15：30 ②18:00～20：30 
6日（金） 13:00～15：30
全席自由 3,500円 シニアペアチケット6,000円（どちらかお一人65歳以上）
【問】WATER FLOW　☎ 080-5083-8668

0歳から楽しめるクリスマスコンサート
演奏付きの絵本や珍しい楽器も出てくるよ！
8日（日） ①11：30～12：30②15：00～16：00 
全席自由 中学生以上1,000円 3才～小学生500円 他
【問】ぴあのあとりえ　piano.atelier1996@gmail.com

ホ

ホ

12/8
SUN

友里倖子と音楽仲間の
ハッピークリスマス音楽祭
8日（日） 19：00～21：30 
自由入場 無料
【問】友里　☎ 090-4063-0804

ホ

12/8
SUN

Cl.三倉麻実・Vc.山﨑みのり・Pf.春原恵子に
よるトリオの調べ
10日（火） 19：00～20：50 
全席自由 一般前3,000円 学生前2,000円 他
【問】トリオ事務局　ensokai.info@gmail.com

ホ

12/10
TUE

いずみのくらいす・クリスマスコンサート

13日（金） 14：00～16：00 
全席自由 3,000円
【問】古澤　☎ 090-6505-7033

ホ

12/13
FRI

内田朋子 X’masソロコンサート

13日（金） 19：30～21：20 
全席自由 大人前2,000円 中高生前1,000円 他
【問】内田　☎ 090-1695-6814

ホ

12/13
FRI

天使からの贈り物
～クリスマス・コンサート～
14日（土） 19:00～20:10 
全席自由 大人前1,000円 当1,200円 子ども前500円 当600円
【問】Pont de l'Avenir（ポン・ドゥ・ラヴェニル）　
pontdelavenir@gmail.com

ホ

12/14
SAT

色とりどりの贈りもの
～坪田昭三氏（90歳）を迎えて作品90を贈る～
23日（月） 18：30～21：00 
全席自由 5,000円
【問】山城　☎ 03-3701-9500

ホ

12/23
MON

第2回あじさいピアノ教室ピアノ発表会

21日（土） 19：00～21：00
自由入場 無料
【問】あじさいピアノ　☎ 090-6132-6549

ホ

12/21
SAT

～泣いても、ぐずっても大丈夫！～
第7・8回ベビーカーコンサートin練馬
24日（火） ①10：50～11：30②14：00～14：40 
全席自由 大人1,000円 子ども500円
【問】櫻井　☎ 080-5037-7177

ホ

12/24
TUE

佐々木理子ゆめりあコンサート
2019クリスマス
24日（火） 19：00～20：00 
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

12/24
TUE

歌声喫茶ともしび in 大泉学園

25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

12/25
WED

1 2 月

ホ

1/ 5
SUN

武田真理門下1年生発表会

6日（月） 10：30～19：00 
自由入場 無料
【問】池田　☎ 080-8822-3747

ホ

1/ 6
MON

第14回ゆめりあ若手寄席
～大泉新春落語会2020～　
13日（月・祝） 14:00～15:30 
全席指定 1,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

1/13
MON

世界を巡る音楽の旅
～ニューイヤーコンサート～
17日（金） 19：00～21：00 
全席自由 3,000円
【問】橋本　☎ 050-5372-7284

ホ

1/17
FRI

十一代桂文治後援会 新春のつどい

18日（土） 19：00～21：00 
全席自由 2,500円（要予約）
【問】桂文治後援会　☎ 03-3557-0981

ホ

1/18
SAT

ヴェルディ歌劇『仮面舞踏会』

19日（日） 17：00～19：40 
全席自由 3,000円 
【問】三村　☎ 090-1045-3952

ホ

ホ

1/19
SUN

武田真理門下2.3年生発表会

23日（木） 10：30～19：00 
自由入場 無料
【問】池田　☎ 080-8822-3747

ホ

1/23
THU

オペラヴェーラアカデミーコンサート

24日（金） 19：30～21：00 
全席自由 1,500円
【問】オペラヴェーラ　☎ 080-3502-9655

ホ

1/24
FRI

地域公開講座 くみ子先生の親力講座
～子どもが劇的に変わる!?七つの魔法～
28日（火） 10：30～12：00 
自由入場 無料（要予約）
【問】東京都石神井学園　☎ 03-3996-4191

ホ

1/28
TUE

山本奈央ピアノリサイタル

31日（金） 19：00～21：00 
全席自由 一般2,000円 学生1,000円
【問】（株）タクティカート　☎ 070-4193-7562

ホ

1/31
FRI

小畑朱実・田辺とおる門下生声楽発表会

20日（月）～21日（火） 18：30～21：00
自由入場 無料
【問】田辺　☎ 090-9389-0012

1 月

12/5
12/6
THU

FRI

TOKYO 保育フォト展

14日（土）～15日（日）  
自由入場 無料
【問】ニコット石神井公園　☎ 03-5923-1631

12/14
12/15
SAT

SUN
ギ

1/20
1/21
MON

TUE

「分かち合いが世界を救う」
パネル展・講演ビデオ上映・瞑想体験
30日（木）～2月2日（日）
自由入場 無料
【問】事務局　☎ 03-3309-3020

1/30
2/2
THU

SUN
ギ
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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：（公財）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
☎ 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
☎ 03‐5947‐2351

西武池袋線「大泉学園」駅
北口より徒歩1分

令和元（2019）年12月発行／通巻第417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/ 

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/

＜広告＞

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 https://t.pia.jp/　■ ローソンチケット 0570-000-407　■ e+（イープラス） https://eplus.jp　■ 練馬文化センター （窓口販売のみ／10時～20時）
いずれも 練馬文化センター 大ホール 「練馬駅」北口徒歩１分

1枠あたり縦51㎜×横102㎜（複数可）
フルカラー 15,000円
11,000部（毎月下旬発行）
練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホール、練馬区立施設、練馬区内各駅、金融機関等
（公財）練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311

情報誌「アンコール」に広告を載せてみませんか？

規　格
料　金
発行部数
主な配布場所
申込み・問合わせ

三遊亭小遊三・
春風亭昇太
二人会

新春まっぴるま寄席

開場10:30 開演11:00

2020年1月10日（金）

S席 3,700円 A席 3,200円［Pコード：497-672］［Lコード：31446］

柳亭市馬・
桃月庵白酒・

柳家三三

新春花形落語会

開場18:30 開演19:00

2020年1月29日（水）

S席 3,700円 A席 3,200円［Pコード：497-676］［Lコード：31822］

好評
発売中


