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アンコール

林家正蔵 柳家権太楼 柳家権之助

第145回練馬区民寄席 ～権太楼・正蔵・権之助～

人気落語家たちが練馬文化センターに集結！個性豊かな江戸前落語をお楽しみください。
表情豊かに場面を沸かす、笑顔満載！癒やしの権太楼、お茶の間で
もおなじみ、ますます円熟味を増した芸で存在感を放つ正蔵、昨年
9月に真打昇進、今後の活躍が楽しみな、ほたる改め権之助。三者三
様の江戸前落語をご堪能ください。 ７月28日（火）10:00～ 予約受付開始

10/23（金） 18:30開演 ｜ 練馬文化センター 小ホール

柳家権太楼、林家正蔵、柳家権之助、林家正楽（紙切り）
全席指定 3,000円

出演：
料金：

小学生割 引優 先



ゆめりあJAZZ vol.28
日本ボーカル界最高峰 西村協＋マリア・エヴァ
～ジャズ・ボーカルの偉大な先達に捧げる～

ジャズ評論界の大御所・瀬川昌久プロデュース第14弾！
フランク・シナトラからスティーヴィー・ワンダー、エラ・フィッツジェラルドからサラ・ヴォーン
まで…日本ボーカル界を牽引する２人がジャズ・ボーカルの名曲をたっぷりとお届けします。

大泉学園ゆめりあホール

7月13日（月）10:00～ 販売開始

9/12（土） 15：00開演

西村協（ボーカル）、マリア・エヴァ（ボーカル）、田中和音ピアノトリオ＜田中和音（ピア
ノ）、ジャンボ小野（ベース）、木村由紀夫（ドラム）＞
瀬川昌久
My Way、For Once In My Life、How High The Moon 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：

企画：
曲目：

料金：

小学生割 引

マリア・エヴァ西村協

田中和音 ジャンボ小野 木村由紀夫 瀬川昌久瀬川昌久



友の会会員へ優先予約受付を行います（申込多数の場合は抽選）。 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

発売日についてのお知らせ

小誌4～6月号で情報を掲載いたしました下記の2公演につきまして、発売日が決定いたしましたのでお知らせいたします。

第63回ワンコイン・コンサート
7/18（土） ｜ 大泉学園ゆめりあホール

①０歳からのソプラノとピアノの夏の歌→中止
②ソプラノとピアノで聴くフランス音楽の世界→開演時間変更（16：00→14：00開演）
6月29日（月）10:00～ 販売開始

まちなかコンサートVol.39 
in 関区民ホール

気軽に本格的な音楽を楽しめる「まちなかコンサート」

※車での来場はご遠慮ください。 ※座席は選べません。

関区民ホール（練馬区関町北1-7-2 関区民センター内）

7/11（土） 11:15開演

伊藤万桜（ヴァイオリン）、井口信之輔（コントラバス）、
浜川慎司（フルート）、原口沙矢架（ピアノ）、田村拓也（打楽器）
ロッシーニ／ウィリアム・テル序曲、
南の島のハメハメハ大王 ～おしゃれなリゾート地気分？！～、
アンダーソン／フィドルファドル ～フシギな楽器の博覧会！～
90名（要事前申込・抽選）
全席指定 無料

出演：

曲目：

定員：
料金：

【申込方法】 往復はがきまたはメールで、①7/11まちなかコンサート ②代表
者の郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、Eメールアドレ
ス（あれば） ③申込人数（2名まで。同伴者の氏名、電話番号、子
どもが膝上鑑賞の場合はその旨も)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 
jmous ikomi@ner ibun .o r. jp  (件名を「まちなかコンサート
参加申込」）へ

【申込締切】 7月4日（土）必着 ※メールは23:59受信分まで

0歳以上 無 料0歳以上 無 料

フライパンや水道管が楽器に？！ 創作楽器を交えた演奏など、一曲一曲に仕掛け
を盛り込んだ、楽しさ満載のクラシックコンサート♪子どもから大人まで生の音楽
を楽しみましょう！

伊藤万桜

井口信之輔井口信之輔 原口沙矢架 田村拓也

伊藤万桜 浜川慎司

厳選！ヴィルトゥオーゾシリーズvol.4
アレッサンドロ・ベヴェラリ クラリネット・リサイタル
10/10（土） 15:00開演 ｜ 練馬文化センター 小ホール

7月30日（木）10:00～ 予約受付開始

足立歌音 和田華音和田華音



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 小

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

〒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

ギ

大

大

中止

中止

第70回 
社会を明るくする運動のつどい
13：30～16：00
自由入場 無料
【問】青少年課青少年係　
☎ 03-5984-4691

7

20
（月）
小

小

中尾真澄フラメンコスタジオ～SOL～
第13回発表公演カリーニョス・デ・ソル
17：00～20：20
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】スタジオソル　
☎ 03-5999-3240

7

17
（金）
小

アルゼンチン・タンゴ コンサート
～世界のタンゴ～
14：00～16：00
全席指定 5,500円
【問】コンサート事務局　
☎ 03-3402-2171

7

16
（木）
小

練馬交響楽団第71回定期演奏会　

14：00～16：00
全席自由 1,000円
【問】練馬文化センター　
☎ 03-3948-9000

7

19
（日）

パーソナル ハーモニー 
ダンススタジオ発表会
18：15～19：45
自由入場 無料
【問】事務局
☎ 03-3559-1957

7

22
（水）

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）

小

イッセー尾形の妄ソー劇場
文豪シリーズその3　　　
11日（土） 19:00～20:30／12日（日） 15:00～16:30
全席指定 5,000円 
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

11

12
（土）

（日）

7

7

大

完売御礼

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

万作・萬斎狂言の会
～孫聟・六地蔵～

8

3
（月） 19:00～20:50

全席指定 5,000円
【問】練馬文化センター　
☎ 03-3948-9000

延期延期

延期

延期



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

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

〒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

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。

チケット窓口販売

窓 口

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

チケット予約・販売

TEL ①各ホール窓口（10:00～20:00）
②予約電話 03‐3948‐9000（10:00～17:00）

※こちらに掲載した情報は令和2年6月16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。

中止中止

ホ

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
14：00～15：50 
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

7

5
（日）

ホ

花かげ会 第79回発表会

13：30～18：00
自由入場 無料
【問】花かげ会
☎ 080-5878-3571

8

13
（木）

ホ

髙畠伸吾テノール・リサイタルⅡ
第1幕～出会い～
14：00～16：00
全席自由 一般3,500円 学生1,000円 
練馬区文化振興協会友の会会員3,325円（2枚まで）
【問】実行委員会　☎ 03-3921-1652

8

30
（日）

ホ

高松あいヴァイオリンリサイタル

19：00～21：00
全席自由 3,000円 
【問】高松　
☎ 050-5480-5309

7

31
（金）

ホ

佐々木理子
ゆめりあコンサート2020夏
10：00～11：00
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】リコミュージック
☎ 090-9806-0792

7

6
（月）

ホ

リコミュージック主催
第27回夏のコンサート
19：00～20：30
自由入場 無料（要整理券）
【問】リコミュージック
☎ 090-9806-0792

7

6
（月）

小畑朱実・田辺とおる門下生 声楽発表会

18：30～21：00
自由入場 無料
【問】田辺　
info@tanabe.de

13

14
（月）

（火）

7

7

第63回ワンコイン・コンサート

14：00～15：00 
全席指定 500円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

7

18
（土）
ホ

十一代桂文治後援会 夏の集い

19：00～21：00
全席自由 2,500円（要予約）
【問】桂文治後援会
☎ 090-8007-7894

7

19
（日）
ホ

第28回ヤングアーチストピアノコンクール

14：15～19：30
全席自由 900円
【問】ヤングアーチスト
young_artist@yaa.gr.jp

7

25
（土）
ホ

第28回ヤングアーチストピアノコンクール

11：00～19：30
全席自由 900円
【問】ヤングアーチスト
young_artist@yaa.gr.jp

7

26
（日）
ホ

ピアノ発表会
～♪サマーコンサート2020♪～
18：00～20：30
自由入場 無料
【問】（株）フィンムジック
☎ 090-3901-8796

7

28
（火）
ホ

ホ

ホ

第15回ゆめりあ若手寄席
～真夏の夕涼み会2020
16:00～17:30
全席指定 1,500円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

8

22
（土）

TEL
WEB

延期
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チケットのお申込方法

友の会

※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

令和2（2020）年7月発行／通巻第424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/

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。

電話予約

TEL.03-3948-9000
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
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
で、現金でお支払いください。

❷郵便振込
予約電話にてご予約の上、郵便局に備え付けの払込用紙に 
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
口座までお振込ください。

＜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。

窓口販売

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よ
り、窓口での販売および引換え
をいたします。予約受付開始日
に予定枚数終了となった場合、
窓口での販売はありません。 
※お支払方法は現金のみとなり
ます。

インターネット予約・販売

❶上記ページの「インターネットチケット販
売」バナーをクリックし、「利用登録」から
必要事項を入力して登録してください。

❷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が予約できます。ク
レジットカード（VISA）、コンビニ（セブン-
イレブン）で決済が可能です。

https://
www.neribun.or.jp/

協会ホームページ 要事前登録（無料）

1枠あたり縦56㎜×横94㎜（複数可）

情報誌「アンコール」に広告を載せてみませんか？

規　格

フルカラー 15,000円料　金

11,000部（毎月下旬発行）発行部数

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

主な配布場所

（公財）練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311申込み・問合せ

練馬文化センター／大泉学園ゆめりあホールへご来館されるみなさまへ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の対策にご協力をお願いいたします。

マスクを着用し、
せきエチケットに
ご協力ください。

手洗いに
ご協力ください。

人との間隔を
十分とってください。

風邪の症状や
体調に不安のある方は
ご来館をお控えください。

一時的な
入場制限に

ご協力ください。


