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
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「イタリアオペラの世界」

フレッシュ名曲コンサート
2021/

2/26（金）19：00開演 ｜ 練馬文化センター 大ホール

名門新日本フィルと若手スター歌手が
夢の競演！
身近なホールでリーズナブルに、一流の演奏を楽しめ
ると毎回好評の「フレッシュ名曲コンサート」。今回は
名門新日本フィルハーモニー交響楽団が登場！若手ス
ター歌手との胸躍る競演をこころゆくまでご堪能くだ
さい。

出演：園田隆一郎（指揮）、砂川涼子（ソプラノ）、工藤和真（テノール）、
新日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
曲目：メンデルスゾーン／交響曲第4番「イタリア」、プッチーニ／歌劇『ラ・ボエー
ム』より「冷たい手を」
「私の名はミミ」
「愛らしい乙女よ」ほか
料金：全席指定 Ｓ席3,800円 Ａ席3,000円
共催：公益財団法人 東京都歴史文化財団（東京文化会館）
企画協力：東京オーケストラ事業協同組合

10月29日（木）10：00〜 予約受付開始

優先

割 引 小学生 学生券

柳家圭花

柳家我太楼

林家あずみ

第16回ゆめりあ若手寄席 〜大泉新春落語会2021〜
2021/

1/17（日）14：00開演 ｜ 大泉学園ゆめりあホール

2021年新春！初笑いは「ゆめりあ若手寄席」で！
寄席の爆笑王・柳家権太楼一門で古典落語を得意とし、幅広く活
躍中の柳家我太楼、2016年に二ツ目へ昇進し、硬派な古典落語で
魅了する柳家圭花、三味線と唄とおしゃべりで笑いの渦に巻き込
む林家あずみが登場！新年は笑って福を呼び寄せよう！

出演：柳家我太楼（真打）、柳家圭花（二ツ目）、林家あずみ（三味線漫談）
料金：全席指定 1,500円

10月21日（水）10：00〜 販売開始

割 引 小学生

みんなであそぼ！
森と劇場のサーカスフェスタ
10/31（土）｜ 練馬文化センター
子どもも大人も練馬文化センターであそぼう！
パントマイム・サーカスショーや体験プログラムが盛りだくさん！今年のステージはサー
カスショーに加え、ふたりのパントマイミストによる爆笑エンターテイメント！子どもも
大人もみんなでいっしょに大笑いしましょう。
●劇場ステージのパントマイム・サーカスショー
①11：00／②15：00開演 会場：小ホール 出演：ウンポコシスターズ（パントマイム）、
沢入国際サーカス学校、ムンドノーボぽこブヨ〜ダン（人形音楽大行進） 料金：全席
割 引 0歳以上
指定 500円

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
国内外の第一線で活躍するクラリネット奏者が練馬
文化センターに登場！
身近なホールで一流の演奏を楽しめると好評のヴィルトゥオーゾシリーズ。今
回は、2017年に東京フィルハーモニー交響楽団の首席クラリネット奏者に就任
したアレッサンドロ・ベヴェラリが登場。東京音楽コンクール優勝、アウディ・
モーツァルト・クラリネット・コンクール（ロヴェレト）優勝、チャイコフスキー
国際コンクール管楽器部門3位、レオシュ・ヤナーチェク国際コンクール1位な
ど、国内外のコンクールで華々しい活躍が続く若きスター奏者の豊かでのび
やかな音色をお楽しみください。
練馬文化センターHPでスペシャルインタビューを公開しています。
出演：アレッサンドロ・ベヴェラリ（クラリネット）、石井美由紀（ピアノ）
カルロ・デッラ・ジャコー／クラリネットとピア
曲目：ドビュッシー／第一狂詩曲、
ノのためのファンタジー op.83、ニーノ・ロータ／クラリネット・ソナタ
ニ長調 ほか
割 引 小学生 学生券
料金：全席指定 3,500円 好評発売中

●ワークショップ
10：30〜 ①ウッドシェーカーをつくろう（講師：シーナアキコ）
（講師：ムンドノーボぽこブヨ〜ダン）
13：00〜 ②つくってあそぼう動物人形
（講師：デフ・パペットシアター・ひとみ）
14：30〜 ③人形と手話であそぼう
会場：第1、2リハーサル室 料金：各500円 申込方法：往復はがきまたは練馬文化セ
ンターHP内応募フォーム 申込締切：10月12日（月）必着 ※抽選 ※詳細は練馬文化
センターHPをご覧ください。
●おもちゃの展覧会「ぐるぐるサーカス」
10：00〜16：00 会場：ギャラリー 料金：無料
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本年は屋外のプログラムは実施いたし
ません。
好評発売中

ねりぶんアフタヌーン・ミニコンサート vol.5
11/13（金）15：00開演 ｜ 練馬文化センター 小ホール
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。赤ちゃんから大人までどな
たでもお楽しみいただけるコンサートです！
出演：和田華音（ピアノ）
曲目：ショパン／ノクターン第20番 嬰ハ短調（遺作）、
ドビュッシー／喜びの島 イ長調 ほか
定員：250名（要事前申込、抽選）
料金：全席指定 無料 共催：練馬区
0歳以上 無 料

【申込方法】往復はがきで ①ねりぶん
アフタヌーン5 ②代表者の郵便番号・
住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・メー
ルアドレス（ある方のみ）③参加人数
（2名まで、ひざ上鑑賞のお子様を除
く）※その他（車いす席をご希望の方
やひざ上鑑賞のお子様がいる場合は
その人数）をご記入の上、〒176-0001
練馬区練馬1-17-37 練馬区文化振興
協会へ ※練馬文化センターHP内応募
フォームからもお申込が可能です。
【申込締切】10月23日（金）必着

まちなかコンサートvol.40 in 北町
11/14（土）11：00開演 ｜ 北町第二地区区民館（練馬区北町6-24-24）
気軽に本格的な音楽を楽しめる「まちなかコンサート」

荒木玉緒

平田侑

おうちの近くで生演奏を楽しみませんか？今回は、平和台駅が最寄りの北町
第二地区区民館で、
「練馬の秋の風景」をユーフォニアムとピアノの演奏でお
届けします。私たちと一緒に音楽の旅に出かけましょう♪
出演：荒木玉緒、崎山菜緒、田澤唯（ユーフォニアム）、
平田侑（ピアノ／エレクトーン）
曲目：練馬・アニメメドレー〜まちなかコンサート・スペシャルver.〜、
ドビュッシー／月の光 ほか
定員：40名
（要事前申込、抽選）
料金：全席指定 無料
後援：練馬区

崎山菜緒

田澤唯

0歳以上 無 料

【申込方法】往復はがきで ①11/14
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・メールアドレス（ある方の
み）③参加人数（2名まで、ひざ上鑑
賞のお子様を除く）※その他（車い
すをご利用の方やひざ上鑑賞のお
子様がいる場合はその人数）をご記
入の上、〒176 - 0 0 01練馬区練馬
1-17-37 練馬区文化振興協会へ ※
練馬文化センターHP内応募フォー
ムからもお申込が可能です。
【申込締切】10月19日（月）必着

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業
（公社）日本演奏連盟／増山美知子奨励ニューアーティストシリーズ

「トリオピア第4回コンサート」クララ・シューマンをめぐる熱い調べ
12/4（金）19：30開演 ｜ 練馬文化センター 小ホール
激動の今、クララの音楽と恋〜ロマン派の真骨頂をじっくりと
19世紀中頃に、ひとりで欧州を演奏旅行したドイツを代表する女性音楽家クララ・シューマンと
夫ロベルト・シューマン、そして彼らの終生の友ブラームスの作品を取り上げ、クララの旺盛な
音楽力・生命力と彼女に魅かれた彼らの恋心に焦点を当てた熱くロマンティックな演奏会。国
内外に活躍する3人のソリストが織りなす上質なハーモニー。
出演：浅野桜子（ピアノ）、伊藤万桜（ヴァイオリン）、朴賢娥（チェロ）
曲目：ブラームス／ピアノ三重奏曲 第1番 ロ長調 作品8、クララ・シューマン／ピアノ三重奏曲
ト短調 作品17 ほか
料金：全席自由 一般3,000円 学生2,000円
※練馬文化センター窓口（10：00〜20：00）にて販売（9月26日〜）
後援：公益社団法人日本演奏連盟、一般社団法人川口音楽振興会、フェリーチェ音楽ホール、
MIグループ
小学生
主催・申込・問合せ：PIA ☎03-6913-3401 triopia2018@gmail.com

募集

伊藤万桜

日時：毎月第3水曜日 12時15分〜12時45分（30分間）
場所：練馬区役所本庁舎1階アトリウム（練馬区豊玉北6-12-1）
演奏内容：ピアノ、管楽器、弦楽器、その他の楽器、声楽等の生演奏
申込書配布場所：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8階文化・生涯学習課、練馬区文化振興協会HPよりダウンロード
申込締切：12月10日（木）必着
申込先：〒176-0001 練馬区練馬1-17-37 練馬区文化振興協会 アトリウムミニステージ担当宛
共催：練馬区
※日時、場所等は変更になる場合があります。※詳細は練馬区文化振興協会HPをご覧ください。

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

朴賢娥

【ご招待】練馬区民・練馬区文化振興協会友の会会員の方100名様を無料ご
招待します。往復はがきで ①氏名 ②住所 ③電話番号 ④希望枚数（2枚まで）
をご記入の上、〒177-0042 練馬区下石神井1-15-7「トリオピアご招待係」へ
【申込締切】10月30日（金）必着

令和3年度アトリウムミニステージ出演者募集
練 馬 区および 練 馬
区文化振興協会は、
区民の方々が気軽に
音楽を楽しめる無料
のコンサートを開催
しています。この度、
令和3年度の出演者
を募集します。

優先

浅野桜子

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 10・11月
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ヴィヴィッド・ブラス・トーキョウ
第22回定期公演

18

19：00〜21：00

10

（練馬区民・友の会会員500円引き）
【問】VBT事務局
vividbrasstokyo@gmail.com
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第19回おとなのAula練馬校
パソコン生徒作品展
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（土） ①11：00〜12：10 ②15：00〜16：10

佐多達枝・河内昭和バレエスタジオ
第58回発表会

中止

18
小

11

27

（金）

ギ

ベネッセの英語コンサート冬公演
WELCOME TO SNOW PARADISE！

3

（火・祝） 12：15〜13：30／14：45〜16：00／17：15〜18：45

無料（要事前申込）
【問】楽団事務局
keieuph@gmail.com

11

15

完売御礼

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

大

ねりぶんアフタヌーン・ミニコンサート
vol.5

13

11

29

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

11

20

完売御礼

ねりま水彩画倶楽部展

（金）

11

24

（火） 自由入場 無料

ギ

【問】保戸塚
☎ 03-3998-1816

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 1,000円
【問】満企画
☎ 042-421-0851

あかねの会
第23回心の鐘コンサートギャラリー
自由入場 無料
【問】あかねの会事務局
☎ 03-3577-7421

泉社中 秋の書道展

【問】泉社中
☎ 03-3904-2307

第65回区民文化祭「洋舞フェスティバル」
無料（要整理券）
【問】生涯学習センター
☎ 03-3991-1667

Liedermatinee−
メーリケとアイヒェンドルフによる
H．ヴォルフ歌曲

（日） 14：00〜16：00

（金） 15：00〜15：30

小

東京ウエストサイド・クリスマス

（日） 16：00〜19：00

【問】道中展事務局上野
☎ 03-3992-7492

11

全席指定 前1,200円 当1,300円
【問】あかねの会事務局
☎ 03-3577-7421

4

29

（日） 自由入場 無料

ギ

28

（土）

12

11

道中展

11

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

あかねの会
第23回心の鐘コンサート

11

ギ

11

（水）

全席指定 1,500円 中学生以下800円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

（金） 自由入場 無料

全席指定 会員2,980円 一般3,230円
【問】英語コンサート事務局
☎ 0570-00-8600

大

ねりぶんアフタヌーン・ミニコンサート
vol.4

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

小

自由入場 無料
【問】飯塚
☎ 03-3559-1957

11

TEL
WEB

（金） 19：00〜20：00

（月） 18：20〜19：45

大

第10回記念演奏会

（日） ①15：00〜16：30 ②19：00〜20：30

2

27

27

TEL
WEB

劇団M.M.Cミュージカル
星の王子さま

（金） 19：00〜21：00

11

パーソナルハーモニースタジオ発表会
旧名 イイヅカモダンダンススタジオ

11

無料（要整理券）
【問】佐多河内バレエ
☎ 090-8441-9208

11

全席指定 500円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

小

小

TEL

全席指定 無料
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

（月・祝） 15：00〜16：30

大

みんなであそぼ！
森と劇場のサーカスフェスタ

10

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

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＞

23

残席わずか

全席指定 3,000円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

小

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

（土） ①15：00〜16：30 ②19：00〜20：30

11

TEL
WEB

（金） 18：30〜20：45

全席指定 6,000円
【問】SRP東京
☎ 0570-00-3337

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＞

第145回練馬区民寄席
〜権太楼・正蔵・権之助〜

10

（水） 15：00〜15：30

小

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
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

小

（日） 14：00〜16：00

小

【問】紫紅会
☎ 090-4414-8005

22

フォレスタコンサートin練馬

22

ミュージカルのうらがわをのぞいてみよう！
（劇団M.M.Cミュージカル
星の王子さま関連ワークショップ）

（日） 15:00〜16:00

小

（木） 19：00〜21：00

【問】須藤
☎ 090-4739-5369

（日） 16：00〜19：00

中止

24

10

（土） 15：00〜17：00

小

10

ギ

（月） 14：00〜16：30

大

（日）

ギ ギャラリー

11

第34回 紫紅会展

（土） 自由入場 無料

（日） 自由入場 無料

ギ

小 小ホール

10

（木） 全席自由 一般3,500円 学生2,500円

大

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

全席自由 一般3,000円 学生2,000円
【問】ＡＭ工房
amkoubou112@gmail.com

窓口

大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 10・11月

10

2

吉原 りえ フル−トリサイタル vol.14

15：00〜16：30
（金） 全席自由 前一般4,000円 学生3,000円
当一般4,200円 学生3,200円
ホ
【問】ふんわり音空間
fueneko5656@gmail.com
10

2

（金）

10

3

10

3

4

【問】平本
☎ 090-2622-8760

奈良原弘美ピアノ・リサイタル2020
in ゆめりあ

10

5

10

6

吉原 りえ フル−トリサイタル vol.14

14

ホ

自由入場 無料
【問】帆足
☎ 080-5440-4182

11

伊藤眞子フルートリサイタル

8

（日） 15：00〜17：00

全席自由 3,000円
【問】野口
☎ 080-5042-2616

ホ

9

第11回 フォトクラブ大泉 写真展

15

【問】フォトクラブ大泉
☎ 090-2434-4399

ギ

11

友遊クラブカラオケ発表会

10

第13回大人のシャンソン会生徒発表会
シャンソンを歌おう（コロナ時代に）

（火） 16：00〜18：00

自由入場 無料
【問】本橋
☎ 090-1405-7614

自由入場 無料
【問】大人のシャンソン会
☎ 090-3688-3654

ホ

11

夜半の秋 絃楽五重奏の調べ

13

Flaut di Sorella
〜フルート・トリオの魅力〜

（金） ①14：00〜16：00 ②19：00〜21：00

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

全席自由 要予約 前3,500円 当4,000円
【問】事務局ソレッラ
☎ 050-3155-3263

ホ

11

2020 第17回 ロトンヌ絵画展

14

18

17

（月） 14：00〜17：30

（日） 自由入場 無料

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

チケット窓口販売
窓口

大泉落語研究会特撰落語会

【問】ナカダイ
☎ 090-9957-0373

第64回ワンコイン・コンサート

TEL
WEB

予定枚数終了

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

TEL

11

21

Magnolia Singers 1st Concert
全席指定 500円（要予約）
【問】田中
☎ 090-5413-2702

↑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9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。

（土） 17：00〜19：00

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

（土） 13：00〜16：30
無料（要予約）
ホ
【問】大泉落語研究会
☎ 090-4535-2114

（日） 自由入場 無料

10

Largo会

自由入場 無料
【問】長尾
☎ 090-9553-5876

（月）

10

ギ

30

11

10

（水）

自由入場 無料
【問】根來
☎ 03-3825-8646

秋の音楽発表会

7

11

東慶立合同演奏会

（火） 19：30〜21：00

ホ

11

自由入場 無料
【問】サンミューズ
☎ 080-1259-2882

ホ

（月） 11：30〜20：00

ホ

根來声楽研究所声楽発表会

（日） 18：30〜20：30

ホ

サンミューズ ピアノ発表会

11

22

ギ ゆめりあギャラリー

（土） 9：50〜11：40

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

（日） 13：00〜16：00

ホ

中止

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

ホ

ホ

19：30〜21：00
（土） 全席自由 前一般4,000円 学生3,000円
当一般4,200円 学生3,200円
ホ
【問】ふんわり音空間
fueneko5656@gmail.com

10

11

（月） 18：40〜20：40

（土） 14：00〜16：00

ホ

〜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

（土） 10：50〜11：30

2

8

10

24

11

第28回 写団「すずしろ」写真展

（木） 自由入場 無料

ギ

10

ホ ゆめりあホール

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

2 0 2 0 . 10

チケットのお申込方法
電話予約

/ Vol.427

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
特典いっぱい♪

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
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10月発行／通巻第427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

9月18日
（金）
発売

開場18:30 開演19:0 0

全席指定 3,700円［Lコード：33983］

一時的な
入場制限に
ご協力ください。

告

瀧川鯉昇・
柳家喬太郎
二人会

林家たい平
独演会
「 24年目の芝浜の会 」
2020年 12月8日
（火）

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。

10月12日
（月）
発売

「古典こもり 其の十五」
2020年 12月9日
（水）
開場18:30 開演19:0 0

全席指定 3,700円 ライブ配信あり！

＊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。

東京芸術劇場 プレイハウス JR、東京メトロ、東武東上線、西武池袋線「池袋駅」西口より徒歩2分。
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

