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白石加代子「百物語」シリーズ アンコール公演第三弾

12/17（木）18：30開演 ｜ 練馬文化センター 小ホール
「百物語」が練馬文化センターに帰ってくる！
あまりにも白石にとって大きな存在だった「百物語」。ファイナルを終え、
アンコール公演第一弾として「五郎八航空」
「 燈台鬼」、第二弾として
「怪談牡丹灯籠」を上演。そしてこの度、アンコール公演の第三弾の上
演が決定しました。
「百物語」の顔ともいうべき「箪笥」を含む第1夜に、
ショートコメディの傑作「おさる日記」を加えたスペシャル企画です。

出演：白石加代子
演目：夢枕獏「ちょうちんが割れた話」、筒井康隆「如菩薩団」、
半村良「箪笥」、和田誠「おさる日記」
料金：全席指定 5,000円
企画・製作：株式会社メジャーリーグ

9月24日（木）10：00〜 予約受付開始

優先

割 引 小学生

劇団M.M.Cミュージカル「星の王子さま」
11/23（月・祝）15：00開演 ｜ 練馬文化センター 小ホール
「大切なものは、目に見えないんだよ！」…様々な出会いと別れから
大切なメッセージを伝えてくれるサン＝テグジュペリの名作をミュージカルでお届けします。
日本オリジナルミュージカル20選にも選出され、劇団M.M.Cの代表作ともいえる
ミュージカル「星の王子さま」。ミュージカルに興味のある小中学生のみなさま、初め
て鑑賞する小さなお子さまにもおすすめの演目です。ぜひご家族でご来場ください！

出演：劇団M.M.C
料金：全席指定 一般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）

9月17日（木）10：00〜 販売開始

割 引 0歳以上

関連ワークショップ「ミュージカルのうらがわをのぞいてみよう！」
11/22（日）15：00〜16：00 ｜ 練馬文化センター 小ホール
公演前日の舞台稽古の様子を小ホールの座席から見学で
きます。舞台監督、演出はどこにいるかな？役者さんはどん
なことをしているかな？気になる裏側をのぞいてみよう！

料金：全席指定 無料 定員：100名
対象：小中学生とその保護者

9月17日（木）10：00〜 申込受付開始（チケット取扱いは窓口、予約電話【窓口受取】のみ）

小学生 無 料

GETUP! GETLIVE! 3rdLIVE!!!
9/27（日）①15：30 ②19：00開演 ｜ 練馬文化センター 大ホール
全国ネットでショートアニメが放送中！
『GETUP! GETLIVE!』待望の3rdLIVE
お笑い芸人を目指す者たちが集まる養成所『SSS』。苦楽を共にする仲間たちと、日本一、そ
して世界一のお笑い芸人を目指す―。声優によるリーディングライブ形式で物語の世
界観とネタを披露！本場の芸人さながらに舞台上でネタを披露し、観客による投票でその
LIVEでの優勝者が決まる。これまで1stLIVE、2ndLIVEが行われ、チケットは即日完売。今
回待望の3rdLIVEが開催決定！
出演：上原淳也役／花江夏樹、東沢楓役／西山宏太朗、町田瀬那役／豊永利行、
大野虎之助役／石川界人、喜多見蓮役／阿座上洋平、狛江一馬役／熊谷健太郎、
早島雷役／天﨑滉平、早島央役／梶原岳人
料金：全席指定 7,800円 ※当日券は友の会割引適用外
企画：天津向
共催：ゲラゲラ製作委員会
制作：バンダイナムコライブクリエイティブ プロデュース：MBS
©MBS／ゲラゲラ製作委員会

9月12日（土）10：00〜 インターネット予約受付開始
9月13日（日）10：00〜 電話予約・窓口販売開始

割 引 小学生

第64回ワンコイン・コンサート
10/17（土）①13：30 ②16：00開演 ｜ 大泉学園ゆめりあホール
①0歳からの楽しい管楽器の世界♪（40分） ②木管五重奏で聴くあの名曲（60分）
出演：Mellow Quintet＜與那嶺万里（オーボエ）、青木絵里子（フルート）、
加地修子（ホルン）、山村真実（ファゴット）、乙山菜央（クラリネット）＞
曲目：①石川亮太編曲／山の音楽家じゅんばん協奏曲、坂本九／幸せなら手をたたこ
う、メンケン／リトル・マーメイドより「パート・オブ・ユア・ワールド」ほか
②イベール／木管五重奏のための3つの小品、ロジャース／「サウンド・オブ・
ミュージック」メドレー、ビゼー／カルメン・ファンタジー
料金：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

9月7日（月）10：00〜 販売開始

① 割 引 0歳以上 ② 割 引 小学生

練馬交響楽団第72回定期演奏会
11/15（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周年！
ベートーヴェン生誕250周年を記念して交響曲第8番をお贈りします。また、ベートーヴェンに影響
を与えたと言われているモーツァルトが作曲した歌劇「後宮からの逃走」序曲、交響曲第35番も併
せて演奏いたします。小編成ながらも華やかで美しいメロディ、日常から少し離れた特別な時間を
お届けします。
出演：和田一樹
（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
曲目：ベートーヴェン／交響曲第8番、モーツァルト／交響曲35番「ハフナー」、
「後宮からの逃走」序曲
料金：全席指定 1,000円
主催：練馬交響楽団 http://www.nerikyo.com

8月27日（木）10：00〜 販売開始

割 引 小学生

ねりぶんアフタヌーン・ミニコンサート vol.4
10/14（水）15：00開演 ｜ 練馬文化センター 小ホール
お休みしている練馬区役所の「アトリウムミニステージ」が、
練馬文化センターへ出張します。
生演奏をお楽しみください！
【申込方法】応募フォームまたは往復ハ
出演：井関花（ピアノ）
曲目：リスト／ハンガリー狂詩曲第2番、モーツァルト／幻想曲ニ短調 ほか
料金：全席指定 無料 ※要事前申込（抽選）
共催：練馬区

ガキでお申込ください。詳細は、練馬文
化センターHPをご覧ください。
【申込締切】9月23日（水）必着
0歳以上 無 料

9月3日（木）10：00〜 申込受付開始

募集
練馬区文化振興協会協力事業

やってみようプロジェクト 若者演劇ワークショップ in 東京

自分とは違う役を演じる事で、
自分の魅力を発見してみませんか？
仲間がほしい、夢を叶えたい、自分探しした
い、コミュニケーションが苦手、私にしか出来
ないことを見つけたい方、大募集。シアター
ゲームなど、コミュニケーションを図る演劇
ワークショップで楽しみながら、演劇表現を
体験・体感しませんか。

日

時：10月4日（日）、12日（月）、19日（月）、22日（木）、23日（金）、26日（月）、27日（火）、29日（木)、

会

場：練馬文化センター 洋室、劇団銅鑼アトリエ（上板橋）、ワーカーズコープ会議室（池袋）

講

師：佐藤文雄（俳優／劇団銅鑼）

定

員：15名 ※申込後、10月4日（日）説明会

対

象：義務教育を修了し、現在仕事をしていない、学校に行っていない、40歳程度までの方。全日程の参加

料

金：無料（会場までの交通費および宿泊代金は個人負担）

11月2日（月）〜9日（月）11：00〜16：00（※10月27日（火）のみ12：30〜17：00）

可能な方。※現在通院中の方は本プログラムの参加を担当医が許可していることを条件とします。
申込方法：劇団銅鑼 担当小関 TEL:03-3937-1101 FAX:03-3937-1103 E-mail:info@gekidandora.com
（件名に「若者演劇ワークショップ申込み」と記入のこと）

優先

主

催：文化庁、
（公社）日本劇団協議会

協

力：劇団銅鑼

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）。

割引

友の会会員は1割引きで購入できます。

小学生 未就学児はご入場できません。 ●歳以上 該当年齢からご入場できます。 学生券 学生証等の提示で半額で購入できます。

無料

無料でご入場できます。

練馬文化センター イベントスケジュール 9・10月

9

2

中尾真澄フラメンコスタジオ公演
カリーニョス・デ・ソル（スペシャル）

1

9

4

東京ニューシティ管弦楽団
第3回練馬定期演奏会
＜7月4日延期公演＞

（金） ①14：30〜16：20 ②18：30〜20：20

大

9

4

9

10

10

TEL
WEB

中止

全席自由 6,500円
【問】コーヤミュージック
☎ 080-8421-0308

9

11

（金） 19：00〜20：40

小

9

11

（金）

9

16

窓口

19

中止

【問】練馬稲門会写真クラブ
☎ 090-5777-9215

ねりぶんアフタヌーン・ミニコンサート
vol.3
全席指定 無料（要事前申込、抽選）
【問】練馬区文化振興協会
☎ 03-3993-3311

河野賢一郎 絵画個展「光る海2020」

9

21

（月・祝）自由入場 無料

ギ

9

27

【問】光る海2020
☎ 03-3925-4860

GETUP! GETLIVE! 3rdLIVE!!!

（日） ①15：30〜 ②19：00〜

大

全席指定 7,800円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

小

10

31

WEB

小

無料（要整理券）
【問】佐多河内バレエ
☎ 090-8441-9208

第10回記念演奏会

11

（日） 14：00〜16：00

自由入場 無料
【問】楽団事務局
☎ 080-1307-8879

小

ねりぶんアフタヌーン・ミニコンサート
vol.4

10

14

（水） 15：00〜15：30

全席指定 無料（要事前申込、抽選）
【問】練馬区文化振興協会
☎ 03-3993-3311

小

イッセー尾形の妄ソー劇場
文豪シリーズ その3
＜7月11日延期公演＞

10

17

（土） 19：00〜20：30

イッセー尾形の妄ソー劇場
文豪シリーズ その3
＜7月12日延期公演＞

10

18

（日） 15：00〜16：30

小

完売御礼

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

小

完売御礼

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

南町小学校●
白山神社入口

公園

豊島園通り

谷原・
関越道

練馬文化
センター

地下駐車場
入口（有料）
●ココネリ

西武池袋線

練

←所沢

馬

西武池袋線
西武有楽町線
都営地下鉄大江戸線
池袋→

●パン屋
千川通り
豊玉北六丁目

練馬文化センター入口

練馬区役所●
練馬郵便局●

全席自由 一般 前1,000円 当1,200円 学生他 500円
【問】大柳
☎ 090-2737-5311

第145回練馬区民寄席
〜権太楼・正蔵・権之助〜
全席指定 3,000円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

みんなであそぼ！
森と劇場のサーカスフェスタ

（土） ①11：00〜12：10 ②15：00〜16：10

（日） 16：00〜19：00

10

9

（土）

23

佐多達枝・河内昭和バレエスタジオ
第58回発表会

11

ねりま九条の会発足16周年のつどい
今日、そして明日を生きる

（金） 18：30〜20：45

全席指定 3,500円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

大

（水） 15：00〜15：30

小

10

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
TEL

10

（日） 自由入場 無料

ギ

小

全席指定 6,000円
【問】SRP東京
☎ 0570-00-3337

小

写真展

13

22

【問】紫紅会
☎ 090-4414-8005

（木） 19：00〜21：00

（土） 15：00〜17：00

全席自由 一般3,000円 学生2,000円
【問】エコライブ
☎ 03-3386-9303

9

10

（月） 14：00〜16：30

10

第34回 紫紅会展

24
ギ

フォレスタコンサートin練馬

5

（日）

10

（土） 自由入場 無料

【問】須藤
☎ 090-4739-5369

ギ

10

全席指定 8,000円
【問】SRP東京
☎ 0570-00-3337

和田一樹と巡る歌と
室内楽名曲コンサート

4

大

クレッシェンテ

中止

（日） 自由入場 無料

10

新田晃也コンサート

（木） 18：30〜21：00

小

18

第19回おとなのAula練馬校
パソコン生徒作品展

3

（土）

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

（金） 15：00〜17：45

小

10

ギ ギャラリー

10

19：00〜21：00
（木） 全席自由 一般3,500円 学生2,500円
大 （練馬区民・友の会会員500円引き）
【問】VBT事務局
vividbrasstokyo@gmail.com

全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】スタジオソル
☎ 03-5999-3240

小 小ホール

ヴィヴィッド・ブラス・トーキョウ
第22回定期公演

10

（水） 19：00〜20：20

小

大 大ホール

●練馬消防署
●練馬警察署

目白通り
練馬警察署南

〒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

全席指定 500円
【問】練馬区文化振興協会
☎ 03-3993-3311

TEL
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 9・10月

9

8

丸山奏・杉林岳"Duo Geist-Klang″
ヴィオラ・ピアノデュオリサイタル

9

27

11

練馬区演奏家協会コンサート
ベートーヴェンからのメッセージ
“苦悩を突き抜けて歓喜に至れ！”

（金）
19：00〜20：30
ホ
全席指定 1,000円
【問】練馬文化センター

9

12

9

予定枚数終了

☎ 03-3948-9000

ゆめりあJAZZvol.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〜

（土）
15：00〜17：15
ホ
全席指定 2,500円
【問】練馬文化センター

完売御礼

13

13

第28回ピアノコンサート

2

9

22

9

中止

3

9

今夜はオール・ベートーヴェン！
〜不滅の恋を求めて〜

25

（金） 19：00〜20：45
全席自由 3,000円 当日3,500円
ホ
【問】遊 音楽企画
info@yu-music.net

全席自由 大人1,000円 子ども500円（要予約）
【問】おたから音楽会
☎ 080-5037-7177

全席自由 一般3,000円 学生1,000円
【問】後援会事務局
☎ 090-2442-2850

吉原 りえ フル−トリサイタル Vol.14

3

19：30〜21：00

（土） 全席自由 前一般3,500円 学生2,500円

当一般4,000円 学生3,000円
【問】ふんわり音空間
fueneko5656@gmail.com

10

東慶立合同演奏会

4

（日） 13：00〜16：00

自由入場 無料
【問】立教ピアノの会
rikkyo.pianonokai@gmail.com

ホ

【問】FSアリス
☎ 03-3922-3557

（火・祝） 19：00〜21：40
全席自由 3,000円
ホ
【問】アトリエ・デュ・シャン
☎ 03-5387-0977

ホ

奈良原弘美ピアノ・リサイタル2020
in ゆめりあ

10

ホ

第27回フラワースタジオアリス・
第15回瑶風書道教室
生徒作品展

22

（土） 10：50〜11：30

【問】平本
☎ 090-2622-8760

ホ

中澤万紀子ヴァイオリンリサイタル

アール・リリック 2020 後期

24

〜泣いてもぐずっても大丈夫！〜
第9回ベビーカーコンサートin練馬

8
ギ

（火・祝） 自由入場 無料

ギ

TEL
WEB

①13：30〜14：10 ②16：00〜17：00
（土） 全席指定 500円
※①は2歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）
ホ
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

（木） 自由入場 無料

10

20

第64回ワンコインコンサート

第28回 写団「すずしろ」写真展

9

（日）

17

10

当一般4,000円 学生3,000円
【問】ふんわり音空間
fueneko5656@gmail.com

（土） 14：00〜16：00

9

中止

15：00〜16：30

（金）

声楽・ヴォーカルコンサート
（クラシック、シャンソン、ポピュラー）

（金） 19：00〜21：00
全席自由 4,000円
ホ
【問】瓜生田
☎ 042-495-1828

10

（金） 全席自由 前一般3,500円 学生2,500円

10

【問】ナカダイ
☎ 090-9957-0373

ギ

吉原 りえ フル−トリサイタル Vol.14

（日） 19：00〜21：00
自由入場 無料
ホ
【問】アミフランス
☎ 090-8037-0857

18

18

10

ホ

2020 第17回 ロトンヌ絵画展

（日） 自由入場 無料

（日） 19：00〜21：40
全席自由 3,000円
ホ
【問】アトリエ・デュ・シャン
☎ 03-5387-0977

☎ 03-3948-9000

（日） 13：20〜16：40
自由入場 無料
ホ
【問】阿部明子ピアノ教室
☎ 080-6652-0987

9

14

（水）

10

27

2

ギ ゆめりあギャラリー

10

アール・リリック 2020 後期

10

9

TRIOコンサート Vol.2
〜２本のフルートとピアノによる
アンサンブル〜

（日） 14：00〜16：00
全席自由 3,000円
ホ
【問】TRIOコンサート事務局
trio.concert2020@gmail.com

（火） 19：00〜21：00
全席自由 3,000円
ホ
【問】丸山
☎ 090-6492-3723

9

ホ ゆめりあホール

10
中止

窓口

友遊クラブカラオケ発表会

5

TEL
WEB

TEL

夜半の秋 絃楽五重奏の調べ

6

全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】小幡
info@asukacb.com

↑北園
北野神社●

大泉学園駅入口第一

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

リズモ
●大泉学園

北パーキング

大泉学園

←所沢
ゆめりあタワー
ゆめりあ2
南パーキング

駅前広場

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 ht tps: //www. neribu n .or.jp
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8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。

（火） 19：30〜21：00

ホ

（10：00〜20：00）
各ホールの窓口で販売しています。
※電話での予約や公演会場以外での購入はできません。

チケット予約・販売

（月） 11：30〜20：00
自由入場 無料
ホ
【問】本橋
☎ 090-1405-7614

10
窓口

チケット窓口販売

西武池袋線
池袋→

●交番

↓上石神井

〒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

アンコール

2020.9

チケットのお申込方法
電話予約

/ Vol.42 6

窓口販売

練馬文化センターチケット予約電話（10：00〜17：00）

インターネット予約・販売

❶練馬文化センター
１階チケットカウンター

TEL.03-3948-9000

協会ホームページ

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

（10：00〜20：00）

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大泉学園ゆめりあホール
5階 事務室受付

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。

（10：00〜20：00）

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。

※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。

＜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。

要事前登録（無料）

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。

※車いす席・難聴者イヤホンについてはお問合せください。

友の会

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

1 情報誌を毎月郵送
2 チケット10％オフ：練馬文化センター／大泉学園ゆめりあホール
3 チケット優先予約：練馬文化センター
4 展覧会にご招待 ：石神井公園ふるさと文化館／練馬区立美術館

特典いっぱい♪

5 会員限定イベント ：石神井公園ふるさと文化館／練馬区立美術館

入会申込

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！

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。
※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://w w w.neribun.or.jp/

＊各特典には条件があります。

令和2（2020）年9月発行／通巻第426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/

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。

広

春風亭小朝・柳亭市馬

立川志らく
・談笑 二人会

with 玉川奈々福
2020年 10月4日
（日）

〜江戸の風とイリュージョンのはざまに〜
2020年

10月9日（金）

好評
発売中

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

一時的な
入場制限に
ご協力ください。

告

Tatekawa Blood
【昼】開場13：00 開演14：00
【夜】開場17：30 開演18：30

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。

【一回目】
開場11：0 0 開演12：0 0
【二回目】
開場15：00 開演16：00

ゲスト
松岡慎太郎
松岡ゆみこ

好評
発売中

全席指定 各回4,200円［Pコード：502-569］
［Lコード：32638］

なかのZERO 大ホール

曲師
沢村豊子

JR・東京メトロ東西線
「中野駅」
南口徒歩８分

全席指定 各回3,700円［Pコード：502-532］
［Lコード：32403］

＊新型コロナウイルス感染予防のため、お席の間隔を空けて販売いたします。＊ご来場の際には、マスクの着用・検温のご協力をお願いいたします。

予約・お問い合わせ：夢空間 0570-06-6600 http://yume-kukan.net
■

ぴあ https://t.pia.jp

■

ローソンチケット https://l-tike.com

■

e+（イープラス）https://eplus.jp

■

なかのZEROチケットセンター 03-3382-9990
（10/4のみ）

