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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

4歳以上

第63回ワンコイン・コンサート山崎バニラの活弁ゆめ絵巻2020
～スポーツ・サイレント・コメディ

4月28日（火）10:00～ 販売開始

①0歳からのソプラノとピアノの夏の歌（40分）
②ソプラノとピアノで聴くフランス音楽の世界（60分）

7/18（土） ①13:30開演 ②16:00開演

足立歌音（ソプラノ）、和田華音（ピアノ）
①林柳波作詞・井上武士作曲／海はひろいな、
　久石譲／「となりのトトロ」より さんぽ ほか
②ドビュッシー／月の光、プーランク／愛の小径、
　フォーレ／夢のあとに ほか
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：
曲目：

料金：

大泉学園ゆめりあホール

New!

割 引 小学生4月3日（金）10:00～ 販売開始

人気活動写真弁士・山崎バニラがおくる
極上のスポーツ・コメディ
大正琴とピアノを弾き語る独自の芸風で、全国で活弁ライブを開催している
山崎バニラ。2017年、2019年の完売公演が再び！無声映画黄金期、チャッ
プリン・キートン・ロイドら三大喜劇王を凌駕するほどの人気コメディアンと
して活躍したハリー・ラングドン出演『初陣ハリー』、巨匠・内田吐夢監督によ
る学生コメディ『漕艇王』など、スポーツ映画3本立てでおとどけします。

7/5（日） 14:00開演

『泳げや泳げ』（作画：大石郁／1939年／11分）
『漕艇王』（内田吐夢監督／1927年頃／23分）　
『初陣ハリー』（ハリー・エドワーズ監督／1926年／53分）
全席指定 一般2,000円 子ども（４歳～小学生）1,000円
株式会社マツダ映画社、喜劇映画研究会

作品：

料金：
協力：

大泉学園ゆめりあホール

New!

割 引

0歳以上割 引①
②

足立歌音 和田華音

そうていおう

そうていおう



主催・申込・問合せ：オペラルマK企画室 Email：operalma21@gmail.com
　　　　　　　　 エコライブ ☎03-3386-9303

武蔵野音楽大学連携事業

イリヤ・イーティン ピアノリサイタル 
～オールショパン
5/10（日） 14：00開演 練馬文化センター 小ホール

多数の世界的なコンクールで輝かしい受賞歴を誇るカリスマピアニストがお贈りする
オールショパンのプログラムです。
出演：
曲目：

料金：

突出した才能と卓越した技法を持つピアニスト

イリヤ・イーティン（ピアノ、武蔵野音楽大学客員教授）
ショパン／ノクターン第20番嬰八短調「遺作」、
マズルカ第21番嬰八短調Op.30-4、舟歌嬰へ長調Op.60、 
ピアノソナタ第3番ロ長調Op.58 ほか ※曲目は変更になる場合があります。
全席自由 無料（※要チケット）

小学生4月6日（月）10:00～ 申込受付開始（窓口・電話のみ）

New!

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業

和田一樹と巡る、歌と室内楽名曲コンサート
6/30（火） 19：00開演 大泉学園ゆめりあホール

歌と室内楽の名曲をテーマとしたコンサート。ソプラノ、バリトン、ヴァイオリン、クラリ
ネット、ピアノの5つの楽器でお届けいたします。指揮者・和田一樹がナビゲーターを務
め、曲目を楽しく分かりやすく解説。クラシックに馴染みがある方もない方も楽しめるこ
と間違いなし！
出演：

曲目：

料金：

共催：

歌と室内楽の様々な名曲をお楽しみください

和田美菜子（ソプラノ）、木村雄太（バリトン）、坂口昂平（ヴァイオリン）、
西村薫（クラリネット）、井澤久美子（ピアノ）、和田一樹（ナビゲーター）
モーツァルト／歌劇「ドン・ジョヴァンニ」より二重唱《お手をどうぞ》
ガーシュイン／ラプソディ・イン・ブルー、
ストラヴィンスキー／組曲「兵士の物語」 ほか
全席自由 一般3,000円 学生2,000円
※大泉学園ゆめりあホール窓口（10：00～20：00）にて販売
エコライブ

小学生

New!

練馬音楽コンクール2020 参加者募集

日時：

会場：
対象：

練馬区新人演奏会出演者選考オーディションが練馬音楽コンクールとして生まれ変わります。
①予選（非公開）、②本選（公開）
【声楽部門】①5月22日（金）・②6月26日（金）
【木管楽器部門】①5月23日（土）・②6月27日（土）
【弦楽器部門】①5月24日（日）・②6月28日（日）
練馬文化センター 小ホール
（募集人数） 声楽部門（50名程度）、木管楽器部
門（70名程度）、弦楽器部門（40名程度）
※金管楽器部門、ピアノ部門は令和3年度に実
施予定です。（隔年開催）

応募資格：

募集期間：

問 合 せ：

次の①～③にあてはまる方
①声楽部門：1985年4月2日～2002年4月1日生まれ 木管楽器・弦楽器部門：1990年4月2日～
2005年4月1日生まれ ②過去に練馬区新人演奏会出演者選考オーディションに合格していない 
③受賞記念コンサート（11月28日（土）実施 共演：東京フィルハーモニー交響楽団）に出演できる
2月25日（火）～4月10日（金）までの9：00～17：00（土・日・祝日を除く） 
※先着順。募集定員になり次第、締め切り。（3月16日現在、木管楽器部門は締め切り）
練馬区文化振興協会 練馬音楽コンクール担当 〒176-0001 練馬区練馬1-17-37 
☎03-3993-3311 ※詳細は協会HPまたは応募要領をご覧ください。

募 集

舞台芸術の公演を支援します！ 練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業（令和2年度後期）

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（音楽、その他ジャンルは問わず）に対し、審査の上、次の支援を行います。
①ホール施設使用料の補助（上限あり）
②広報協力（協会情報誌「アンコール」掲載、チラシ配布）

※対象公演、申込方法などの詳細は練馬区文化振興協会HPをご覧ください。

募 集

応募要領配布・掲示場所：練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホール・練馬区役所本庁舎アトリウム・練馬区文化振興協会HP

公益財団法人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！」
2020年4月～6月にかけて練馬区立美術館にて開催する「ショパン―200年の肖像」展にあわせて、ショパンをテーマとした様々なイベントを開催します。

和田美菜子 木村雄太 坂口昂平

©武藤章

西村薫 井澤久美子 和田一樹和田一樹

対象期間：令和2年10月1日～令和3年3月31日
申込締切：4月30日（木） 17:00必着
申込・問合せ：練馬区文化振興協会 舞台芸術支援事業担当 ☎03-3993-3311

これまで小誌において情報を掲載してまいりました練馬区文化振興協会主催の令和2年3月の公演につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大
防止の観点から中止とさせていただきました。各公演を楽しみにチケットをご購入いただきました皆さまに、心からお詫び申し上げます。4月以降の公演
につきましては、国・東京都・練馬区の感染防止対策を踏まえ対応してまいります。中止や延期は決定後すみやかにホームページ等で発表いたします。

練馬文化センター／大泉学園ゆめりあホール （公益財団法人練馬区文化振興協会）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う公演中止について

無 料



第280回 アトリウムミニステージ

4/15（水） 12 :15開演 練馬区役所１階アトリウム

高松亜衣（ヴァイオリン） ほか
服部隆之／NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ
サン=サーンス／序奏とロンド・カプリチオーソ Op.28
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0歳以上

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 魂を揺さぶる音 太鼓集団天邪鬼コンサート 
4/18（土） 15:00開演 練馬文化センター 大ホール

料金：全席自由500円
定員：100名 
対象：じっと座っていることが難しく、
　　  劇場での鑑賞方法に不安がある方、付添の方
※各種鑑賞サポートあり

4/19（日） 14:00開演 練馬文化センター 大ホール

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・窓口で申込）
※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

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：

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

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：

練馬区立美術館「ショパン―200年の肖像」展 開催記念 
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：

東京ニューシティ管弦楽団
第3回練馬定期演奏会
7/4（土） 14:00開演 練馬文化センター 大ホール

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

練馬交響楽団
第71回定期演奏会
7/19（日） 14：00開演 練馬文化センター 大ホール

ベートーヴェン生誕250年！

割 引 小学生

イッセー尾形の妄ソー劇場
文豪シリーズその3
7/11（土） 19:00開演・7/12（日） 15:00開演 練馬文化センター 小ホール

割 引 小学生

小学生 学生券割 引
「連獅子」中村芝翫

割 引 小学生

割 引 小学生

©Takashi Fujimoto

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 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

出演：
演目：

料金：
企画協力：

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：

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

出演：

曲目：

料金：

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

作品：

料金：

練馬文化センター 小ホール

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～ 

予定枚数終了

残席わずか

学生券割 引 小学生 3月29日（日）10:00～ 予約受付開始

小学生



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

窓 口

4/14
4/15
TUE

WED

ギ

4/3
4/5
FRI

SUN

ギ

ギ

4/9
4/12
THU

SUN

4/25
4/26
SAT

SUN

4 月

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（令和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」

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

15日（金）～18日（月）
自由入場 無料
【問】石神井和楽会　☎ 03-3904-5014

石神井和楽会作品展

小
16日（土） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】事務局　☎ 03-3538-0370

アンサンブル・フォウ・ユウ 
第17回定期演奏会5/16

SAT

17日（日） 11：00～18：00 
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「合唱祭」5/17
SUN

小
17日（日） 13：30～15：30 
自由入場 無料
【問】豊昭OB吹奏楽団　☎ 080-1192-3045

豊昭OB吹奏楽団 第16回定期演奏会5/17
SUN

小
19日（火） 15：00～17：45 
全席自由 6,500円
【問】新田晃也事務局　☎ 080-8421-0308

新田晃也コンサート5/19
TUE

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

第15回しんせいスケッチ会展

23日（土） 18：00～20：30 
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】音楽の架け橋　☎ 090-4711-8708

音楽の架け橋プロジェクト〔復興祈念〕　
C.オルフ「カルミナ・ブラーナ」演奏会5/23

SAT

29日（金）～31日（日）
自由入場 無料
【問】協会　☎ 090-5392-7195

日本ハワイアンキルト協会　
第1回ハワイアンキルト展

小
31日（日） 14：00～16：10 
自由入場 無料
【問】楽団携帯　☎ 080-5936-0100

Music Laboratory～おとらぼ～
第14回定期演奏会5/31

SUN

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

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

TEL

TEL
WEB

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

大

5 月

2日（土） 18：00～20：15 
自由入場 無料
【問】UAB広報係　uab.audience.service@gmail.com

United Academics Brass 
第二回定期演奏会5/2

SAT

大

4日（月・祝） 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ィンドアン
サンブル 第32回定期演奏会5/4

MON

大

5日（火・祝） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】事務局　☎ 03-3904-9497

40周年記念演奏会5/5
TUE

大

5日（火・祝）～10日（日）
自由入場 無料
【問】木造の寺展事務局　☎ 03-3993-5388

第十回／東京と近郊の木造の寺・絵画展 　
宗旨別2・密教系／真言宗と天台宗の寺

6日（水・休） 16：00～18：30 
自由入場 無料
【問】東洋高校吹奏楽部　☎ 03-3291-3824

東洋高校吹奏楽部第16回定期演奏会5/6
WED

大

9日（土） 14：00～16：20 
全席自由 1,000円
【問】西池袋管弦楽団　nisiikephil_concert@yahoo.co.jp

西池袋管弦楽団 第22回定期演奏会5/9
SAT

大

10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 25th performance5/10

SUN

大

10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

イリヤ・イーティン ピアノリサイタル 
オールショパン5/10

SUN

小
15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144回練馬区民寄席
～さん喬・圓太郎・駒治～5/15

FRI

小
9日（土） 13:00～16:50 
全席指定 1,000円（1日券・2本立て）
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

練馬区立美術館「ショパン－200年の肖像」展 
開催記念 音映画名作選　　5/9

SAT

大

大

大

大

大

大

大

大

大

5/5
5/10
TUE

SUN

大

大

26日（火） 昼の部14:00～16:30 夜の部18:00～20:30
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　5/26
TUE

大

28日（木） 18：00～19：45 
全席指定 PS7,480円 当8,800円 SS6,380円 当7,480円
【問】チケットセンター　☎ 0570-064-724

藤あや子コンサート5/28
THU

大

大残席わずか

TEL
WEB

TEL
WEB

予定枚数終了

予定枚数終了

ギ

5/15
5/18
FRI

MON

ギ

5/19
5/25
TUE

MON

ギ

5/29
5/31
FRI

SUN
中止

延期

中止

中止

中止

中止

中止

完売御礼

完売御礼

完売御礼
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※こちらに掲載した情報は令和2年3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。

窓 口

窓 口

窓 口

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

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

5/17
SUN

ブリックファンミーティングinねりま2020

17日（日） 
自由入場 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

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
19日（日） 19：30～21：00 
自由入場 無料
【問】都立富士高校　☎ 03-3382-0601

ホ

4/19
SUN

歌声喫茶ともしび in 大泉学園

21日（火） 9：50～11：30 
全席自由 前2,000円 当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

ハンドベル キャシー コンサート Vol.6

2日（土） 14：00～16：00 
全席自由 2,000円
【問】サイトウ　☎ 080-5405-6781

ホ

5/2
SAT

野の花スケッチ展

21日（木）～27日（水）
自由入場 無料
【問】野の花スケッチ　☎ 03-5933-1330

吉岡理菜パーカッションリサイタルvol.3
～打ち寄せる誰かの鼓動あるいは三角波
22日（金） 19：00～20：30 
全席自由 一般前2,000円 高校生以下前1,000円 他
【問】吉岡　☎ 080-5173-7947

ホ

5/22
FRI

アール・リリック ’20 前期

24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

5/24
SUN

髙畠伸吾 テノールリサイタルⅡ 第1幕“出会い”
27日（水） 19：00～21：00 
全席自由 大人3,500円 学生1,000円
【問】髙畠伸吾リサイタル実行委員会　
☎ 03-3921-1652

ホ

5/27
WED

第13回大人のシャンソン会生徒発表会　
音楽会　シャンソンを歌おう
28日（木） 14：00～16：30 
全席自由 500円
【問】大人のシャンソン会　☎ 03-3996-3264

ホ

5/28
THU

アール・リリック ’20 前期

29日（金） 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

5/29
FRI

ピアノ演奏グループ「Ｔｏｋｙｏ未来」
第24回演奏会 “ロマン派の風”
30日（土） 18:00～20：00 
全席自由 1,000円
【問】Tokyo未来　☎ 090-4250-2161

ホ

5/30
SAT

親子コンサートと夢を奏でるコンサート

31（日） 11：00～11：30 
全席自由 大人前1,000円 子供500円 他
【問】エムパレス　☎ 03-5935-8480

ホ

5/31
SUN

カオハガン島からの贈り物
～カオハガンキルト展＆島の写真展～
30日（土）～31日（日）
自由入場 無料
【問】関口　☎ 090-3402-7872

山岸麻悠美ピアノ教室発表会

3日（日・祝） 13：00～15：00  
自由入場 無料
【問】山岸ピアノ教室　☎ 03-4291-1962

ホ

5/3
SUN

第52回ユネスコ世界児童画展

3日（日・祝）～6日（水・休）
自由入場 無料
【問】大塚　☎ 03-5936-6360

ミューズ・アンサンブル第14回公演

3日（日・祝） 18：30～21：00 
全席自由 1,000円
【問】かげやま　☎ 080-5014-7632

ホ

5/3
SUN

吉田光三ギター合奏団 定期コンサート62

4日（月・祝） 13：30～16：00 
全席自由 3,000円
【問】吉田ギター事務局　☎ 03-3921-3027

ホ

5/4
MON

語り・歌・ピアノによる宮沢賢治の世界

6日（水・休） 14：00～15：45 
全席自由 大人前3,000円 小人前2,000円 他
【問】賢治の会 斎藤　☎ 042-467-7062

ホ

5/6
WED

皋盟会尺八演奏会

9日（土） 10：30～16：00 
自由入場 無料
【問】皋盟会尺八教室　☎ 03-6876-1631

ホ

5/9
SAT

第24回トゥインクルコンサート

9日（土） 19:00～20：30 
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

5/9
SAT

練馬シャンソンを楽しむ会

10日（日） 13：00～16：30 
自由入場 無料
【問】下河　☎ 080-6607-4321

ホ

5/10
SUN

むじくるのぜろクラ！「クラシックで世界旅行」
16日（土） 10：30～11：30 
全席自由 大人前1800円
3歳～小学生500円 他
【問】むじくる　☎ 070-1737-2084

ホ

5/16
SAT

第27回 彩炎画会 作品展

14日（木）～20日（水）
自由入場 無料
【問】柏岡　☎ 03-3922-8928

アール・リリック ’20 前期

17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

5/17
SUN

春の石神井地域安全のつどい

18日（月） 14：00～16：15 
自由入場 無料
【問】生活安全課防犯係　☎ 03-3904-0110（内2612）

ホ

5/18
MON

イタリアの名曲を歌う会
ひばりヶ丘教室第6回発表会
20日（水） 13：30～16：00 
自由入場 無料
【問】重田　☎ 042-462-5271

ホ

5/20
WED

5 月

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

4/6
4/12
MON

SUN
ギ

4/13
4/19
MON

SUN
ギ

ギ

4/23
4/27
THU

MON

ギ

5/14
5/20
THU

WED

ギ

5/21
5/27
THU

WED

ギ

5/30
5/31
SAT

SUN

ギ

5/3
5/6
SUN

WED

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4月発行／通巻第421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 チケット予約電話 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

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

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。

韻
【HIBIKI】

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

柳家花緑
独演会

全席指定 3,700円［Lコード：35478］

開場18:30 開演19:00
2020年6月2日（火）
練馬文化センター 小ホール  
窓口販売あり（10時～20時）

開場18:30 
開演19:00

2020年

6月12日（金）

なかのZERO 小ホール
JR・東京メトロ東西線「中野駅」南口徒歩８分
なかのZEROチケットセンター 03-3382-9990

ゲスト：タブレット純
（ムード歌謡漫談）

濃いする
キョンキョン
～柳家喬太郎こってり落語会～

写真家
橘蓮二
プロデュース

“極”
Vol.6

2020年
4月1日（水）
発売

2020年
3月24日（火）
発売

全席指定 3,700円 ［Pコード：500-454］［Lコード：34677］

中低音域の定在波と反響音を吸音し、芸術家たちが表現しようとした
「音楽」を、そのまま「聴く」ことを目指し、開発いたしました。
目の前の生演奏を聴くような感覚で、音楽を鑑賞することができます。

楽器や音声の余韻や微細な音がはっきり聴こえる
劇的に音質を向上させる日本初の調音ボックス

2本入り17,600円、6本入り46,800円
10.5㎝×10.5㎝×50㎝、約700g
ホワイト・ブラウンの2色

株式会社アスカ
TEL：03-6321-1968 〒175-0082 東京都板橋区高島平1-76-14-601
E-mail：tokyo@aska-info.jp HP：http://aska-audio.com/

価格（税別）
サイズ・重量

色 試聴
歓迎

！

全ての音楽愛好家に
音楽家やオーディオマニアが絶賛


