
2 0 2 0 . 3  /  Vol .420

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

学生券

東京ニューシティ管弦楽団
第3回練馬定期演奏会

イッセー尾形の妄ソー劇場
文豪シリーズその3

好評発売中

練馬を拠点に活動する
東京ニューシティ管弦楽団が登場
ベートーヴェン生誕250年を記念して、代表作であり名曲中の名曲 交響曲
第5番「運命」、そして児童文学の名作 浜田広介の童話「泣いた赤おに」を音
楽物語でお楽しみください。

7/4（土） 14:00開演

内藤彰、神津善行
中村メイコ、神津カンナ、神津はづき
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）は10％割引、学生半額（25歳以下、S席除く）
一般社団法人 東京ニューシティ管弦楽団

指揮：
出演：
料金：

共催：

練馬文化センター 大ホール

New!

割 引 小学生3月29日（日）10:00～ 予約受付開始

文豪たちの名作をカバーするイッセー尾形の一人芝居、
文豪シリーズの第3弾！
ソーセキさんから始めた文豪シリーズの3回目です。「温故知新」最近はどう
でしょう、よく聞かれる言葉でしょうか？故きの中に今でも生きている何か
があるだろうと、小説を読みはじめ、詩とか歌詞からも影響受けようと、結構
無心です。ところが読んでいるとすぐに飽きて、関係ない空想が広がるタイ
プです。だからそれをも「カバー」と呼んでおります（笑）。さあ、今回はどんな
カバーでありましょうか？ぜひお楽しみに！―イッセー尾形

7/11（土） 19:00開演 ・ 7/12（日） 15:00開演

イッセー尾形
605、フォーク、雪子Ⅱ ほか ※演目は変更になる場合があります。
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：

練馬文化センター 小ホール

New!

割 引 小学生優 先



ベートーヴェン生誕250年に唯一のオペラ「フィデリオ」より序曲、喜多宏丞さんをお迎えしてピアノ協奏曲第5
番「皇帝」をお贈りします。プログラム後半は、ロシアの作曲家プロコフィエフの交響曲第５番を演奏します。20
世紀という時代を反映し、人類の平和と勝利をうたい上げた渾身の作品はベートーヴェンにも通じるものがあ
ります。ご期待ください。

練馬交響楽団第71回定期演奏会
7/19（日） 14：00開演

出演：
曲目：
料金：

練馬文化センター 大ホール

ベートーヴェン生誕250年！

森口真司（指揮）、喜多宏丞（ピアノ）、練馬交響楽団（管弦楽）
ベートーヴェン／オペラ「フィデリオ」序曲、ピアノ協奏曲第5番「皇帝」、プロコフィエフ／交響曲第5番
全席自由 1,000円

New!

割 引 小学生3月13日（金）10:00～ 販売開始
©Takashi Fujimoto

※公演当日の混雑状況により13：30の開場時間を早める場合があります。

まちなかコンサートVol.35 in こぶしハーフマラソン
3/22（日） 11：00開演

出演：
曲目：

都立光が丘公園けやき広場
（練馬区光が丘4-1-1）

BRASS NEX（金管五重奏）
ウィリアムズ／オリンピックファンファーレ、米津玄師／パプリカ、ロッシーニ／ウィリアムテル序曲 ほか

まちなかコンサートVol.36 in 上石神井
3/28（土） 11：00開演

出演：
曲目：
料金：

（仮称）上石神井三丁目公園
（練馬区上石神井3-2）

佐藤玲伊奈（トランペット）、松永遼（トロンボーン）、松崎颯太（電子ピアノ）
ジョセフ・トウリン／トランペットとトロンボーンのための「ファンタンゴ」 ほか
自由入場 無料（申込不要）

New!

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。
ゲストにいずみれいなとadi nadaが加わるスペシャルバージョン！手あそびをしたり、身体をめいっぱい使いな
がら音楽であそびましょう！

※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。
※車でのご来場はご遠慮ください。

※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。
※雨天時は中止となります。

親子で楽しむミュージックキャラバン in 南田中
3/14（土） 11：00開演

出演：
料金：

南田中児童館
（練馬区南田中5-15-25）

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） 、いずみれいな（振付・手遊び・ダンス）、adi nada（うた、ギター）
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!

昨年大好評のリサイタル第2弾！今回は「第1幕“出会い”」と題しお届けします。第2部には第31回練馬区新人
演奏会出演のソプラノ黒田詩織さんとともに、イタリアの作曲家ドニゼッティのオペラ「愛の妙薬」のハイライト
を披露します。CDでは感じられない生の声の響きをお楽しみください。

主催・申込・問合せ： 髙畠伸吾リサイタル実行委員会／HAL Music ☎03-3921-1652 singingood@gmail.com
http://singolare7.wix.com/shingotakabatake（問い合わせフォーム）

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業 

髙畠伸吾 テノール・リサイタルⅡ 第1幕 “出会い”
5/27（水） 19：00開演

出演：
曲目：
料金：

大泉学園ゆめりあホール

輝かしい声で心が魅了される贅沢なひととき

髙畠伸吾 （テノール）、黒田詩織（ソプラノ）、高橋健介（ピアノ）
山田耕筰／鐘が鳴ります、ドニゼッティ／「愛の妙薬」ハイライト、ロッシーニ／《音楽の夜会》踊り ほか
全席自由 大人 3,500円 学生 1,000円

New!

0歳以上 無 料

0歳以上

5歳以上

無 料

2019年4月15日、火災により屋根と尖塔が焼失したフランス・パリのノートルダム大聖堂。復興の祈りを込めて
フランス人ダンサーと日本人ダンサーが踊ります。入場料の一部は復興支援金として寄付されます。フランス画
家バティスト・タヴェルニエ氏の作品発表も予定されています。　

主催・申込・問合せ： フェアリーバレエ ☎ 03-5967-1803（平日13：00～18：00受付）

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業 

ノートルダム大聖堂チャリティー バレエ コンサート
4/14（火） 18：30開演 ・ 4/15（水） 19：00開演

出演：
料金：

練馬文化センター 大ホール

フランス人・日本人ダンサーによるノートルダム大聖堂復興支援バレエコンサート

マエバ・コットン、アレッシオ・パサクィンディチ、マキシム・クローガ、佐藤麻利香、浅田良和 ほか 
全席指定 5,000円 ※練馬文化センター窓口（10：00～20：00）にて販売

New!



第279回 アトリウムミニステージ

3/11（水） 12 :15開演 練馬区役所１階アトリウム

矢野敦子（ソプラノ） ほか
小林秀雄／落葉松、
カッチーニ／アヴェ・マリア 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：

毎月開催しているお昼休みコンサート。今月は第2水曜日
に実施します。今回はソプラノの演奏です。

無 料0歳以上

つながる和太鼓フェスティバル
2020
4/19（日） 14:00開演 練馬文化センター 大ホール

魂を揺さぶる音 太鼓集団天邪鬼コンサート 
出演：太鼓集団天邪鬼
料金：全席指定 大人3,000円、中学生以下1,500円
※障害者手帳をお持ちの方で付添が必要な場合、付添1
名無料（予約電話・WEBで申込）
※各種鑑賞サポートあり（客席内でタブレット使用）

割 引 小学生

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

万作・萬斎狂言の会
～孫聟・六地蔵～

日本を代表する伝統文化“狂言”の和楽の世界をお楽しみください。

4/8（水） 19：00開演 練馬文化センター 小ホール

野村万作、野村萬斎、石田幸雄、深田博治、
月崎晴夫 ほか 
高野和憲
小舞「景清 後」、狂言「孫聟」・「六地蔵」
全席指定 5,000円
（株）万作の会

出演：

解説：
演目：
料金：
共催： 割 引 小学生

八代目中村芝翫親子が総出演！

5/26（火）
昼の部 14:00開演 夜の部 18:00開演

練馬文化センター 大ホール

中村芝翫、中村松江、坂東新悟、中村橋之助、
中村福之助、中村歌之助、中村梅花 ほか　
「義経千本桜 川連法眼館の場」、「連獅子」
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：

第62回ワンコイン・コンサート
ROCO こどもじゃず

令和2年度（公社）全国公立文化施設協会 主催 東コース　
製作◇松竹

松竹大歌舞伎

親子で楽しめる、童謡をジャズアレンジしたコンサート♪

4/29（水・祝） 14：00開演 練馬文化センター 小ホール

ROCO（ヴォーカル・ウクレレ） ほか
おひさまーち（ＮＨＫおかあさんといっしょオンエ
ア曲）、森のくまさん、さんぽ ほか
※曲目は変更する場合があります。
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）

出演：
曲目：

料金：

練馬区立美術館「ショパン－200年の肖像」展 開催記念

辻井伸行ピアノ・リサイタル
オール・ショパン

必聴！名曲揃いのオールショパンプログラム！！

6/2（火） 19 :00開演 

辻井伸行
ショパン／英雄ポロネーズ、
スケルツォ第2番、バラード全曲 ほか
全席指定 S席5,800円 A席4,800円

出演：
曲目：

料金：

練馬区演奏家協会コンサート

ショパンの想い ～祖国への愛

ショパンにまつわる名曲の数々を、ソロとピアノデュオで奏でます。

6/20（土） 14:00開演 

中井恒仁（ピアノ）、武田美和子（ピアノ）
ショパン／4手のための変奏曲 KK.IVa/6 ニ長調
（連弾）、ノクターン 第20番、嬰ハ短調 
「遺作」、練習曲Op.10-3「別れの曲」 ほか 
※曲目は変更になる場合があります。
全席指定 1,000円

出演：
曲目：

料金：

第144回練馬区民寄席 
～さん喬・圓太郎・駒治～

人情噺の名手 柳家さん喬が練馬文化センターに登場！

5/15（金） 18：30開演 

柳家さん喬、橘家圓太郎、古今亭駒治、
林家正楽（紙切り）
全席指定 3,000円

出演：

料金：

横山幸雄プロデュース
ピアノ貴公子たちのショパン
6/27（土） 15:00開演 

出演：
曲目：

料金：

小椋佳 「歌談の会」

小椋佳の世界をより身近に感じる人気イベントが練馬に
登場！

6/5（金） 17：00開演 

小椋佳
「俺たちの旅」「シクラメンのかほり」「夢芝居」 ほか 
※曲目は変更になる場合があります。
全席指定 6,000円
東京労音

出演：
曲目：

料金：
共催：

練馬区ジュニア・オーケストラ
第35回定期演奏会

区内の小学生から20歳までによるオーケストラ！

3/22（日） 14：00開演 練馬文化センター 大ホール

福田光太郎（指揮）、
練馬区ジュニア・オーケストラ（管弦楽）
ビゼー／「カルメン組曲」第1番、第2番
オッフェンバック／喜歌劇「天国と地獄」序曲
バデルト／パイレーツ・オブ・カリビアン ほか
全席自由 無料（※要チケット）

出演：

曲目：

料金：

小学生 学生券割 引
「連獅子」中村芝翫

0歳以上割 引

野村万作「孫聟」 野村萬斎「六地蔵」

ま ご む こ ろ く じ ぞ う

練馬区文化振興協会 施設連
携事業「ショパン！ショパン！
ショパン！」対象事業

割 引 小学生

割 引 小学生

4歳以上 無 料

練馬文化センター 小ホール練馬文化センター 大ホール

練馬文化センター 大ホール

練馬文化センター 小ホール

練馬文化センター 大ホール

練馬区立美術館「ショパン―200年の肖像」展 開催記念 

音楽映画名作選

①『別れの曲』（1934年/ドイツ映画/91分/白黒）
監督：ゲツァ・フォン・ボルヴァリー 出演：ヴォルフ
ガング・リーベンアイナー
②『愛の調べ』（1947年/アメリカ映画
/118分/白黒）監督：クラレンス・ブラウン 
出演：キャサリン・ヘップバーン　
全席指定 1,000円
（１日券・２本立て）

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

作品：

料金：

練馬文化センター 小ホール

学生券割 引 小学生

学生券割 引 小学生

割 引 小学生

柳家さん喬 古今亭駒治橘家圓太郎
割 引 小学生

提供：Ｔ＆Ｋテレフィルム
『別れの曲』

横山幸雄
©アールアンフィニ

横山幸雄
©アールアンフィニ

金子三勇士
©Ayako

Yamamoto

實川風
©Yuki
Ohara

牛田智大
©Ariga

Terasawa

金子三勇士
©Ayako

Yamamoto

實川風
©Yuki
Ohara

牛田智大
©Ariga

Terasawa

5/9（土） ①13：00～ ②14：50～ 

残席わずか

予定枚数終了

残席わずか



練馬文化センター イベントスケジュール 3・4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

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

ギ

2/29
3/4
SAT

WED

ギ

3/7
3/8
SAT

SUN

小

2月29日（土）～3月4日（水）
自由入場 無料
【問】色鉛筆画教室　☎ 090-4755-3671

林亮太色鉛筆画 グループ展

ギ

3/28
3/29
SAT

SUN

4/14
4/15
TUE

WED

ギ

4/3
4/5
FRI

SUN

ギ

4/9
4/12
THU

SUN

4/25
4/26
SAT

SUN

28日（土）～29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

3 月

4 月

1日（日） 13：00～15：20 
自由入場 無料
【問】練馬区区民防災課　☎ 03-5984-2605

令和元年度 練馬区防災功労者・
功労団体表彰式 防災講演会3/1

SUN

1日（水） 18：00～19：50 
自由入場 無料
【問】淑徳巣鴨中高　☎ 03-3918-6451

淑徳巣鴨中学高等学校ギター部
第10回定期演奏会4/1

WED

3日（金）～5日（日）
自由入場 無料
【問】プルシアンブルー　☎ 03-3925-4860

ギャラリープルシアンブルー絵画教室作品展

4日（土） 15：00～18：20 
無料（要整理券）
【問】石神井バレエ　☎ 03-3996-9041

石神井バレエ・アカデミー
スクールパフォーマンス4/4

SAT

小
4日（土） 15：30～17：00 
全席指定 2,000円
【問】AllForOne　☎ 090-4439-5507

AllForOneスペシャルコンサート20204/4
SAT

小
5日（日） 10：00～19：30 
自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

第59回春の区民文化祭「民謡大会」4/5
SUN

5日（日） 14：00～16：00 
全席自由 1,000円
【問】TPP佐藤ススム　☎ 047-354-4369

東京プロムナード・フィルハーモニカー
第22回定期演奏会4/5

SUN

小
8日（水） 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
～孫聟・六地蔵～4/8

WED

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

令和2年度東京都公立学校
教員採用候補者選考（3年度採用）説明会4/9

THU

9日（木）～12日（日）
自由入場 無料
【問】夢具箱　☎ 090-7400-1720

パソコン水彩画「彩り展」

小

22日（日） 11：00～12：00 
全席自由　大人2,500円、
子ども（3歳～小学生）1,500円、親子ペア3,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

人形劇団京芸「あっちこっちサバンナ」
3/22
SUN

小
23日（月） 19：00～20：30 
全席自由 一般3,000円 学生2,000円
【問】ＰＩＡ事務局　☎ 03-6913-3401

日本演奏連盟後援トリオピア第4回コンサート
pf浅野桜子 vn伊藤万桜 vcパクヒョナ3/23

MON

24日（火） 18：00～21：00 
全席自由 前500円 当600円
【問】東京立正 事務所　☎ 03-3312-1111

第58回 東京立正中学・高等学校吹奏楽団
定期演奏会3/24

TUE

小
24日（火） 19：00～21：00
全席自由 前1,500円 当2,000円
【問】村松楽器販売（株）　☎ 03-3367-6000

東邦音楽大学フルートオーケストラ“ベルソナ”
第28回定期演奏会3/24

TUE

26日（木） 18：20～20：40 
自由入場 無料
【問】都立大泉高等学校　☎ 03-3924-0318

東京都立大泉高等学校・附属中学校吹奏楽部
第42回定期演奏会3/26

THU

小
26日（木） 14：00～15：50 
自由入場 無料
【問】貞静学園高等学校　☎ 03-3943-3711

第25回 貞静学園高等学校吹奏楽部・ダンス部 
定期リサイタル3/26

THU

11日（土） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】事務局　☎ 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17回定期演奏会4/11

SAT

小
13日（月） 19：00～20：30 
無料（要事前申込）
【問】東京都教育委員会　☎ 03-5320-6787

令和2年度東京都公立学校
教員採用候補者選考（令和3年度採用）説明会4/13

MON

小

4/14
4/15
TUE

WED

14日（火）18:30～20:30 
15日（水） 19:00～21:00 
全席指定 5,000円　【問】フェアリーバレエ　
☎ 03-5967-1803 （平日13：00～18：00）

ノートルダム大聖堂チャリティバレエコンサート

14日（火） 19：00～21：00
15日（水） 14：00～16：00／18：30～20：30  
自由入場 無料
【問】CANTATA　☎ 03-3205-7720

EASTAR CANTATA

小
16日（木） 10：00～16：00 
自由入場 無料
【問】協同組合SJN　☎ 03-6913-1187

第9回東京石泉ライオンズクラブ福祉音楽
inねりま4/16

THU

小

17日（金） 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
【問】ぴとれ座事務局　☎ 080-4931-4058

おーけすとら・ぴとれ座 第7回音楽会
4/17
FRI

18日（土） 11:00～12:00 
参加費 1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

つながる和太鼓フェスティバル2020
和太鼓体験ワークショップ　4/18

SAT

18日（土） 13:00～13:45 
全席自由 500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

つながる和太鼓フェスティバル2020
乳幼児からの初めての和太鼓音楽会4/18

SAT

18日（土） 15:00～16:00 
全席自由 500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

つながる和太鼓フェスティバル2020
リラックス・パフォーマンスコンサート　4/18

SAT

小
18日（土） 14：00～16：00 
全席自由 1,500円
【問】高橋　☎ 090-3695-1773

中央合唱団「記念」20周年
ほっ！とコンサート4/18

SAT

19日（日） 14:00～16:00 
全席指定 大人3,000円 中学生以下1,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

つながる和太鼓フェスティバル2020
魂を揺さぶる音 太鼓集団天邪鬼コンサート　4/19

SUN

小
19日（日） 14：00～16：00 
全席自由 500円
【問】冨永　☎ 03-3970-2706

練馬アカデミー合唱団第25回記念演奏会4/19
SUN

小
23日（木） 18：30～20：00 
全席自由 1,000円
【問】東京音大打楽器科　☎ 080-1361-7442

東京音楽大学打楽器科有志による
アンサンブル演奏会4/23

THU

25日（土） 11:00～12:00／14:30～15:30
26日（日） 11:00～12:00 
全席指定 2,900円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

おしりたんていミュージカル
～むらさきふじんのあんごうじけん～　

小
26日（日） 16：00～19：00 
自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

第59回春の区民文化祭
「バレエ・モダンダンス春の祭典」4/26

SUN

小

29日（水・祝） 14：00～16：00 
全席自由 500円
【問】井上　☎ 03-3926-2600

第25回演奏会 混声合唱団かわせみ4/29
WED

27日（金） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】都立富士高校　☎ 03-3382-0601

都立富士高等学校・附属中学校管弦楽部
第53回定期演奏会3/27

FRI

小
27日（金） 18：00～20：00 
自由入場 無料
【問】都立竹早高等学校　☎ 03-3811-6961

東京都立竹早高等学校吹奏楽部　
第32回定期演奏会3/27

FRI

28日（土） 16：30～19：00 
無料（要整理券）
【問】バレエアカデミー　☎ 03-6913-8048

田中祐子バレエアカデミー 第5回発表会3/28
SAT

29日（日） 13：00～16：20 
自由入場 無料
【問】加藤　☎ 090-5573-5326

第50回関東、北海道、東北ピアノ科卒業式3/29
SUN

小
29日（日） 17：00～20：00 
無料（要整理券）
【問】ダンスＯ1　☎ 03-5936-2882

第40回バレエクリスタル・ダンスＯ1
研究生発表会3/29

SUN

30日（月） 13：30～16：00 
自由入場 無料
【問】長尾　☎ 03-3262-2256

東京家政学院中学高等学校
第27回定期演奏会3/30

MON

小
30日（月） 16：30～19：30 
無料（要整理券）
【問】バレエ団ピッコロ　☎ 03-3972-1476

第59回 バレエ団ピッコロ発表会（勉強会）3/30
MON

小
3日（火） 18：30～20：30 
全席自由 前800円 当999円
【問】大井　☎ 080-9457-8604

第40回武蔵野音楽大学トロンボーン専攻生
有志によるアンサンブルの夕べ3/3

TUE

小
5日（木） 14：00～16：00 
全席指定 前3,500円 当4,000円
【問】S企画　☎ 090-4819-9971

ウィーンの薫りとハーモニカの調べ3/5
THU

７日（土）～8日（日）
自由入場 無料
【問】花の会　☎ 03-3999-1500

フラワーアレンジメント「花の会」作品展

8日（日） 15：00～17：00 
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
「ショパン＆ムソルグスキー」　3/8

SUN

小
12日（木） 18：30～20：30 
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科　☎ 03-5995-8240

令和元年度日本大学大学院芸術学研究科音楽
芸術専攻修士論文要旨発表会・修了演奏会3/12

THU

小
13日（金） 18：30～20：15 
全席自由 1,000円
【問】打楽器会　☎ 080-4469-2329

武蔵野音楽大学打楽器専攻学生有志による
打楽器アンサンブル演奏会3/13

FRI

15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 ミュージック・サミット　3/15
SUN

16日（月） 18：00～21：00 
自由入場 無料
【問】豊昭学園吹奏楽部　☎ 03-3988-5511

豊昭学園吹奏楽部 第22回定期演奏会3/16
MON

小
18日（水） 18：00～21：00 
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科　☎ 03-5995-8240

令和元年度 卒業演奏会3/18
WED

小
19日（木） 19：00～20：15 
無料（要整理券）
【問】リコミュージック　☎ 090-9806-0792

佐々木理子門下生による
第27回春のコンサート3/19

THU

22日（日） 14：00～15：30 
全席自由 無料（要チケット）
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

練馬区ジュニア・オーケストラ　
第35回定期演奏会　3/22

SUN
TEL

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

29日（水・祝） 14：00～14：50 
全席指定 500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

第62回ワンコイン・コンサート ROCO
こどもじゃず4/29

WED

TEL
WEB

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

残席わずか

残席わずか

予定枚数終了

予定枚数終了

予定枚数終了



大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 3・4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2年2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。

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

＠13号館アンサンブル演奏会～シューマンの
ピアノ五重奏曲を木管五重奏＆ピアノで
1日（日）  14:00～16：15 
自由入場 無料（要予約）
【問】有田　j-arita@human-maestro.com

ホ

3/1
SUN

すみピアノ教室 春のおさらい会

15日（日） 13：00～15：00 
自由入場 無料
【問】すみピアノ教室　☎ 090-6515-7340

ホ

3/15
SUN

第16回ＮＥＷＳリトルアーティスト展

15日（日）
自由入場 無料
【問】ＮＥＷＳ大泉学園　☎ 03-5933-0801

3/15
SUN

石神井交通安全のつどい

17日（火） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】石神井警察交通課　☎ 03-3904-0110（内4112）

ホ

3/17
TUE

NEW SOUND SCAPE '96-　
第16回コンサート 新作三重奏展
16日（月） 19：15～21：15 
全席自由 3,000円
【問】和田　☎ 090-4223-2557

ホ

3/16
MON

春のとんぶ～コンサート　
唄と音楽・中国帰国者の語りでつくる夕べ
19日（木） 18：40～21：00 
自由入場 無料（要予約）
【問】同歩会 佐藤　☎ 090-2435-4823

ホ

3/19
THU

飯塚音楽スタジオ発表コンサート

20日（金・祝） 13：30～16：30 
自由入場 無料
【問】飯塚音楽スタジオ　☎ 090-1432-4029

ホ

3/20
FRI

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

3/25
WED

第5回コール・グラーツィアコンサート

21日（土） 14：00～16：30 
自由入場 無料
【問】長谷川　☎ 090-9641-3942

ホ

3/21
SAT

田柄高校＆アオバジャパンインターナショナル
スクール合同パフォーマンス
22日（日） 9：25～11：25 
自由入場 無料
【問】田柄高校 総務部　☎ 03-3977-2555

ホ

3/22
SUN

ピティナ ピアノステップ 大泉学園春季地区

27日（金） 11：00～20：00 
自由入場 無料
【問】大泉学園アルモニカステーション　
☎ 080-5507-5622

ホ

3/27
FRI

関 敦子ピアノリサイタル

28日（土） 18：30～20：30 
全席自由 3,000円
【問】関　☎ 03-3923-6215

ホ

3/28
SAT

東京都立富士高等学校・附属中学校 合唱部 
第4回定期演奏会
30日（月） 18：00～20：00 
自由入場 無料
【問】都立富士高校　☎ 03-3382-0601

ホ

3/30
MON

ともに歌う「日本のうたコンサート」Vol.4
－みなさんも楽しく歌いましょう－
3日（火） 10：30～11：40 
全席自由 2,000円
【問】歌のいずみ　☎ 03-3867-0488

ホ

3/3
TUE

尚美学園大学クラリネット専攻生有志による
クラリネットアンサンブル演奏会
5日（木） 18：30～20：30 
全席自由 500円
【問】奥山　☎ 080-9071-5099

ホ

3/5
THU

第4回武蔵野音楽大学オーボエ・ファゴット
専攻生有志によるダブルリード演奏会
6日（金） 19：00～21：00 
全席自由 前800円 当1,000円
【問】チケット係　☎ 080-2111-9624

ホ

3/6
FRI

第61回ワンコイン・コンサート 

７日（土） ①13：30～14：10 ②16：00～17：00 
全席指定 500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

3/7
SAT

コンセール・ロマンティック・エ・コミック 12

8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

3/8
SUN

アンサンブルコンサート

13日（金） 17：00～21：00 
全席自由 一般2,000円 学生1,500円
【問】アンサンブルコンサート
ensembleconcert20200313@gmail.com

ホ

3/13
FRI

子どもと大人と、みんなで楽しむ
ヴァイオリンとピアノのコンサート
14日（土） 19：00～21：00 
全席自由 大人2,000円 高校生以下1,000円
【問】ドルチェジーリョ　teatro.dolce.giglio@gmail.com

ホ

3/14
SAT

3 月

TANGO First CDリリースコンサート

5日（日） 19：00～20：45 
全席自由 一般前4,000円 学生前2,000円 他
【問】パラナ・オフィス　☎ 080-9548-1834

4/5
SUN

ブリックファンミーティングinねりま2020

5日（日） 
200円 未就学児無料
【問】野間　☎ 042-307-8859

ホ

4/5
SUN

オペラ「ドン・ジョヴァンニ」公演

3日（金） 18：30～21：30 
全席自由 3,000円
【問】ベーネベーネ企画　☎ 090-7703-2207

ホ

4/3
FRI

中山みどり推薦演奏家シリーズ第12弾
“春の宵をすてきな歌声で～”
6日（月） 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

4/6
MON

山水会 風景画展

6日（月）～12日（日）
自由入場 無料
【問】中嶋　☎ 04-2928-4933

コンサートオペラVOL．5 プッチーニ作曲
オペラ「トスカ」（字幕・レクチャー付き）
9日（木） 18：45～21：15 
全席自由 前4,000円 当4,500円
【問】プランアモローザ　☎ 03-3557-1734

ホ

4/9
THU

Mitsuo Produce 
東日本大震災復興支援LIVE vol.7
11日（土） 19：30～20：45 
自由入場 無料
【問】吉澤　☎ 090-4913-1864

ホ

4/11
SAT

睦会「写真の集い」第20回写真展

13日（月）～19日（日）
自由入場 無料
【問】小槻　☎ 03-3948-1470

TMR 3人の会 コンサート

17日（金） 19：00～20：30 
全席自由 前2,500円 当3,000円
【問】武田　☎ 090-5332-2999

ホ

4/17
FRI

騒いじゃっても大丈夫!!
ライブって楽しいよ
18日（土） 10：30～11：30 
全席自由 500円
【問】「音の輪」大矢　☎ 03-3904-7321

ホ

4/18
SAT

歌声喫茶ともしび in 大泉学園

21日（火） 9：50～11：30 
全席自由 2,200円
【問】ともしび音楽企画　☎ 03-6907-3801

ホ

4/21
TUE

古稀から喜寿へ手習展

23日（木）～27日（月）
自由入場 無料
【問】橋本　☎ 080-5463-8090

アンサンブル・プレクトルson
マンドリンコンサート25
24日（金） 14：00～16：30 
自由入場 無料（要 整理券）
【問】松本　☎ 03-3973-4190

ホ

4/24
FRI

服部章子ピアノリサイタル

30日（木） 19：15～21：00 
全席自由 3,500円
【問】服部　☎ 080-5410-0929

ホ

4/30
THU

4 月

ギ

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

TEL
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）

チケット窓口販売

チケット予約・販売

窓 口

残席わずか

4/6
4/12
MON

SUN
ギ

4/13
4/19
MON

SUN
ギ

ギ

4/23
4/27
THU

MON

TEL
WEB

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/

※車いす席・難聴者イヤホンについてはお問合せください。

会員期間：入会月から1年間／年会費：2,500円（税込）　問合せ：（公財）練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311

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2（2020）年3月発行／通巻第420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/ 

公益財団法人練馬区文化振興協会が管理運営している施設の公演や展覧会などがお得に楽しめます！

※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＞

■ 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） https://confetti-web.com/ 0120-240-540

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

有楽町よみうりホール JR「有楽町駅」駅前  ＊ビックカメラ７階

よってたかって春らくご ’20
21世紀スペシャル寄席ONEDAY

開場12:00
開演13:00

いずれのお手続きでも料金は2,500円です｡
＊郵便振込の場合、別途振込手数料がかかります。

窓　口 郵便振込 インターネット
入
会
申
込

特典いっぱい♪

：練馬文化センター／大泉学園ゆめりあホール

：練馬文化センター

：石神井公園ふるさと文化館／練馬区立美術館

情報誌を毎月郵送
チケット10％オフ
チケット優先予約
展覧会にご招待
会員限定イベント

1
2
3
4
5 ：石神井公園ふるさと文化館／練馬区立美術館

＊各特典には条件があります。

情報誌「アンコール」に広告を載せてみませんか？

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

規　格
料　金
発行部数
主な配布場所

申込み・問合せ
各回 全席指定 4,200円 ［Pコード：499-385］［Lコード：35830］

開場17:00 
開演18:00

昼

夜 桃
月
庵
白
酒

林
家
き
く
麿

柳
家
三
三

柳
家
喬
太
郎

神
田
阿
久
鯉

古
今
亭
駒
治

お問合せ インターナショナル・カルチャー 03-3402-2171（平日10:00～17:00）

ボニージャックスコンサート

なかのZERO 小ホール

熟練のハーモニーが織り成す 歌のフルコース熟練のハーモニーが織り成す 歌のフルコース

全席指定 4,500円
＜プレイガイド＞
なかのZEROチケットセンター 03-3382-9990

ゲスト：山口蘭子

昭 和 歌 暦

練馬文化センター 小ホール
4月15日（水) 14:00開演 6月25日（木) 14:00開演

全席指定 5,000円
＜プレイガイド＞
練馬文化センター窓口販売（10:00～20:00)

フルート
坂上領

ピアノ
大貫祐一郎

菅原洋一・英介
～親子コンサート～

チェロ
渡邉雅弦

柳
亭
市
馬

三
遊
亭
白
鳥

2020年
4月18日
（土）

好評
発売中


