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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デーモン閣下

三橋貴風

デーモン閣下の邦楽維新Collaboration
官能のフラメンコ2−谷崎潤一郎を詠み謳う−
2021/
魔 暦 2 3

3/27（土）17：30開演 ｜ 練馬文化センター 大ホール

楽器が語り、言葉が歌う
朗読パフォーマンス in練馬
“邦楽使いの達魔（たつじん）”デーモン閣下と、雅び
の大師範 三橋貴風率いる邦楽の名手たちが登場！
伝統文化と現代ポップ・アート、芸術と娯楽が交錯
する絶妙なるコラボレーションをお楽しみください。

出演：デーモン閣下（朗読・歌唱）、公家千彰、伊集院史朗（フラメンコダンサー）、
三橋貴風、
水川寿也
（尺八）
、
外山香、
喜羽美帆
（筝）
、
首藤久美子
（薩摩琵琶）
、
仙道さおり（パーカッション）、黒船バンド＜松崎雄一（編曲・キーボード）、
雷電湯澤（ドラムス）、石川俊介（ベース）＞
プロデュース：三橋貴風
料金：全席指定 S席6,800円 A席5,500円
（株）パワープレイミュージック
企画協力：

12月20日（日）10：00〜 予約受付開始
年末年始 休館のお知らせ

優先

割 引 小学生 学生券

練馬文化センターと大泉学園ゆめりあホールは右記の期間休館となります。令和2年12月29日（火）〜令和3年1月3日（日）

福原圭織

鈴木もな

岡田眞弥

第65回ワンコイン・コンサート
2021/

1/16（土）①13：30 ②16：00開演 ｜ 大泉学園ゆめりあホール

ワンコインでクラシックコンサート♪

出演：福原圭織（ピアノ）、鈴木もな（フルート）、岡田眞弥（ソプラノ）
曲目：①サン=サーンス／組曲「動物の謝肉祭」より“白鳥”、久石 譲／「となりのトトロ」より“さんぽ” ほか
①０歳からの小さな演奏会〜ピアノ&フルート&うた（40分）
②プッチーニ／オペラ「ラ・ボエーム」より“私が街を歩くと”、ラフマニノフ／前奏曲嬰ハ短調Op.3-2「鐘」ほか
②新春の饗宴〜気軽にクラシック（60分）
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
12月7日（月）10：00〜 販売開始 ① 割 引 0歳以上 ② 割 引 小学生

ねりぶんJAZZ

ルイ・アームストロング没後50年記念
サッチモとデキシーランドジャズの楽しい世界
2021/

2/11（木・祝）15：00開演

練馬文化センター 小ホール

ジャズ評論界の大御所・瀬川昌久プロデュース第15弾！
ルイ・アームストロング（サッチモ）の楽屋で本人のトランペットを吹いたことがきっ
かけとなり、ニューオーリンズで武者修行した “日本のサッチモ”外山喜雄率いる「外
山喜雄とデキシーセインツ」が登場！100年前にスペイン風邪を乗り越え、世の中を
明るく支えたデキシーランドジャズは、今こそたくさんの人にお届けしたい音楽です。
今回はサッチモの楽曲を中心に、デキシーランドジャズの世界をお贈りします。
出演：外山喜雄とデキシーセインツ
友情出演：早稲田大学ニューオルリンズジャズクラブ
曲目：聖者の行進、この素晴らしき世界 ほか
料金：全席指定 3,000円

12月22日（火）10：00〜 予約受付開始

優先

割 引 小学生

第8回全日本ポップス＆ジャズバンドグランプリ大会
〜ALL JAPAN SWING BRASS SUPER LIVE 2021
2021/

1/30（土）14：00 1/31（日）10：00開演 ｜ 練馬文化センター 大ホール

これが新しい吹奏楽 SWING BRASS！
予選を勝ち抜いた全国の実力バンドの熱気ある演奏で、観客全てに希望と感動を！スペシャルコンサートもお楽しみください。
1月30日（土）14：00開演 ソロ・アドリブ部門・団体部門
1月31日（日）10：00開演 団体部門
出演：コンクール予選通過者・団体
料金：全席自由 各日2,000円
主催：（一社）日本ジャズ協会21

同時開催！ SWING BRASSスペシャルコンサート
1月30日（土）17：30開演
出演：スインギー奥田＆ザ・ブルースカイビッグバンド＆ウインズ、前回大会成績優秀校 ほか
料金：全席自由 3,000円 ※グランプリ大会とは別にチケットが必要です。
※1/30グランプリ大会チケットの購入者は＋1,000円で入場できます。

12月2日（水）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.7
2021/

1/13（水）15：00開演

練馬文化センター 小ホール

子どもから大人までご入場いただけるコンサート♪
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。
雅楽ゆにっと 下熊健

苑蓉

【申込方法】往復はがきで ①ねりぶんアフタヌーン7 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】12月22日（火）必着

出演：雅楽ゆにっと 下熊健（雅楽）／曲目：平調越殿楽 ほか
出演：苑蓉（中国琵琶）／曲目：春江花月夜 ほか
定員：400名（要事前申込、抽選）
※定員は変更になる場合があります。
料金：全席指定 無料
0歳以上 無 料
共催：練馬区

まちなかコンサートvol.42 in 光が丘
2021/

1/23（土）13：30開演

光が丘区民ホール（光が丘2-9-6 光が丘区民センター内 3F）

おうちの近くで気軽に本格的な音楽を楽しめるコンサート
今回は光が丘駅から直通の光が丘区民ホールで、ヴィオラ、チェロ、ピアノという
珍しい編成のアンサンブルです。単独で聴く機会の少ないヴィオラの音をたっぷ
りお楽しみいただけます。クラシックの名曲やタンゴ、映画音楽など多彩なプログ
ラムでお届けします！
出演：手塚貴子（ヴィオラ）、薄井信介（チェロ）、平野裕樹子（ピアノ）
曲目：ブラームス／ハンガリー舞曲第6番、ピアソラ／ブエノスアイレスの冬、
久石譲／「となりのトトロ」より“風の通り道” ほか
定員：180名（要事前申込、抽選）
※定員は変更になる場合があります。
料金：全席指定 無料
0歳以上 無 料
後援：練馬区

薄井信介

手塚貴子

平野裕樹子

【申込方法】往復はがきで ①1/23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、〒176-0001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】12月21日（月）必着

「横山幸雄プロデュース ピアノ貴公子たちのショパン」 再販売のお知らせ
小誌6月号にて、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から公
演延期を発表しておりました「横山幸雄プロデュース ピアノ貴公子
たちのショパン」を下記のとおり実施いたします。それに伴い、11月
25日（水）よりチケットを再販売いたします。

2021/

1/12（火）19：00開演

練馬文化センター 大ホール
出演：横山幸雄、金子三勇士、實川風、阪田知樹
料金：全席指定 S席5,800円 A席4,800円
横山幸雄
©アールアンフィニ

割 引 小学生 学生券

優先

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

金子三勇士
©Ayako Yamamoto

實川風
©YosukeSato

阪田知樹
©Hideki Namai

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 12・1月

12

4

「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

（金） 19：30〜21：00

小

12

11

1
窓口

12

12

全席自由 一般3,000円 学生2,000円
【問】PIA
☎ 03-6913-3401

大

法政大学応援団吹奏楽部・
チアリーディング部 第56回定期演奏会

1

12

13

よしもとお笑いライブ
〜師走の笑い締め〜in練馬

1
予定枚数終了

（水）

NOKフィルハーモニー管弦楽団
第一回演奏会

1

10
大

1

障害者ふれあい作品展

12
大

岩波ホール発白石加代子「百物語」シリーズ
アンコール公演第三弾

22

1

13

完売御礼

（木） 18：30〜20：00

12

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

小

ねりぶんアフタヌーン・ミニコンサート vol.6

（木）

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
1

パソコン絵画「彩り展」

自由入場 無料
【問】横川
☎ 090-8317-9491

横山幸雄プロデュース
ピアノ貴公子たちのショパン
＜6月27日延期公演＞

TEL
WEB

全席指定 S席5,800円 A席4,800円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

ねりぶんアフタヌーン・ミニコンサート vol.7
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

1

団体部門
全席自由 各日2,000円

大

【問】夢具箱
☎ 090-7400-1720

ポコアポコ音楽教室 発表会2020

【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

自由入場 無料
【問】ポコアポコ
☎ 03-5946-2166

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●

TEL
WEB

SWING BRASSスペシャルコンサート
30日（土）17：30〜19：30
全席自由3,000円
※1/30グランプリ大会チケットの購入者は
+1,000円で入場可

（土） 13：30〜19：00

小

大江戸交響楽団第20回定期演奏会

30日（土）14：00〜16：00
ソロ・アドリブ部門、団体部門

（日）

（日） 自由入場 無料

26

全席自由 一般3,700円 大学生以下2,500円
【問】Art&Arts
☎ 03-6884-4864

30
31

27

12

音楽の魔法コンサート

（日）10：00〜16：00
（土） 31日

12

ギ

全席自由 900円
【問】エイコウシャ
☎ 080-8431-3889

第8回全日本ポップス＆
ジャズバンドグランプリ大会
〜ALL JAPAN SWING BRASS
SUPER LIVE 2021

12

24

子供アニメ映画会

（水） 15：00〜15：30

（火） 15：00〜15：30

小

完売御礼

（火） 19：00〜21：00

（土） 自由入場 無料
ギ 【問】障害者施策推進課
☎ 03-5984-4598

小

全席指定 S席5,800円 A席4,800円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

（日） 14：00〜16：00

全席指定 2,000円
【問】小倉
☎ 080-5465-2708

19

17

9
小

12

12

辻井伸行ピアノ・リサイタル
オール・ショパン＜6月2日延期公演＞

（土） 19：30〜21：15

全席指定 4,000円 当4,500円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

12

16

9
小

（日） 18：45〜21：00

大

ギ ギャラリー

（土） 10：00〜11：30

無料（要招待券）
【問】法政大学応援団
☎ 03-3264-6343

（土） 19：30〜21：15

大

8

小 小ホール

（金） 19：00〜21：00

（金） 18：45〜20：20

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

大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 12・1月

12

1

12

8

15

窓口

（火） 19：00〜21：00

ホ

1

ブラームスが魅了されたドホナーニの世界

12

11

ホ

ふるさとからの贈り物
〜伊藤多喜雄民謡コンサート〜

1

12

21

16

全席自由 無料（要予約）
【問】加藤
☎ 090-4591-6707

ホ

1

歌声喫茶ともしびin大泉学園

23

17
ホ

1

ざくろの会（シャンソン、カンツォーネ）

26

第65回ワンコイン・コンサート
①13：30〜14：10 ②16：00〜17：00

TEL
WEB

※①は2歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

第16回ゆめりあ若手寄席
〜大泉新春落語会2021〜

TEL
WEB

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

歌声喫茶ともしびin大泉学園

（火） 10：00〜11：35

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
＜7月5日延期公演＞
完売御礼

1

28

全席自由 2,000円
【問】ともしび音楽企画
☎ 03-6907-3801

東京都石神井学園 地域公開講座

（木） 10：30〜12：00

（水） 17：00〜18：50

ホ

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

（日） 14：00〜15：30

全席自由 2,000円
【問】ともしび音楽企画
☎ 03-6907-3801

（月） 13：00〜16：30
無料（要整理券）
ホ
【問】ざくろの会
☎ 03-3925-5889

12

桂文治後援会 新春のつどい

（土） 全席指定 500円

（金） 10：00〜11：30

ホ

ギ ゆめりあギャラリー

（金） 14：30〜16：30

全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】川村
☎ 080-2011-0260

（火） 14：00〜16：00

ホ

ホ ゆめりあホール

全席指定 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

ホ

1

29

無料（要予約）
【問】石神井学園
☎ 03-3996-4191

オペラヴェーラアカデミー・
オペラティックコンサート Vol.4

（金） 19：30〜21：00

ホ

チケット窓口販売
窓口

（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。

全席自由 1,500円
【問】オペラヴェーラ
☎ 080-3502-9655

チケット予約・販売
TEL
WEB

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

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11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。

↑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

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
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チケットのお申込方法
電話予約

/ Vol.42 9

窓口販売

練馬文化センターチケット予約電話（10：00〜17：00）

TEL.03-3948-9000
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。

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

協会ホームページ

要事前登録（無料）

https：//
www.neribun.or.jp/

（10：00〜20：00）

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）
※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。

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

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！

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♪

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。

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。
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情報誌「アンコール」に広告を載せてみませんか？

規

格

1枠あたり縦56㎜×横94㎜（複数可）

料

金

フルカラー 15,000円
11,000部（毎月下旬発行）

発行部数
主な配布場所

練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホール、
練馬区立施設、練馬区内各駅、金融機関等

申込み・問合せ

（公財）練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311

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、

手洗いに

人との間隔を

せきエチケットに

ご協力ください。

十分とってください。

ご協力ください。

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。

