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アンコール

万作・萬斎狂言の会～蚊相撲・千鳥・福の神～

日本を代表する伝統文化“狂言”の和楽の世界をご堪能ください。

2月24日（水）10：00～ 予約受付開始

5/13（木） 19：00開演 ｜ 練馬文化センター 小ホール

野村万作、野村萬斎、石田幸雄、深田博治、高野和憲、月崎晴夫 ほか
深田博治
蚊相撲、千鳥、福の神
全席指定 5,000円
（株）万作の会

出演：
解説：
演目：
料金：
共催：

小学生割 引

野村萬斎野村万作

大名と“蚊の精”が相撲をとるという奇想天外な
「蚊相撲」。太郎冠者が酒樽をツケのたまった酒屋
を相手に持ち出そうと奮闘する「千鳥」。親しみや
すい福の神が笑いとともに福をさずける「福の神」
の狂言3番をお届けします。



練馬のプロ・オーケストラが新しい音楽リーダー
に指揮者の飯森範親を得て、さらにソリストに今
人気最高のピアノの貴公子、福間洸太朗を迎え、
人気の高い曲目で最高の演奏をお届けします。

6/5（土） 14：00開演 ｜ 練馬文化センター 大ホール
飯森範親（指揮）、福間洸太朗（ピアノ）、東京ニューシティ管弦楽団
ボロディン／歌劇「イーゴリ公」より「娘たちの踊り」「ダッタン（ポロヴェツ）人の
踊り」、ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18、ムソルグスキー／
組曲「展覧会の絵」（ラヴェル編曲版）
全席指定 SS席8,000円 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、SS席・S席除く）
一般社団法人 東京ニューシティ管弦楽団

出演：
曲目：

料金：

共催：

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

東京ニューシティ管弦楽団 第4回練馬定期演奏会

2月20日（土）10：00～ 販売開始 割 引 小学生

無 料0歳以上

ねりぶんアフタヌーン・ミニコンサート vol.9
3/12（金） 15：00開演 ｜ 練馬文化センター 小ホール

くちぶえ奏者 りょうすけ（口笛）、たしまみちを（ギター）
成田為三／浜辺の歌、ラヴランド／ユー・レイズ・ミー・アップ ほか
250名（要事前申込、抽選） ※定員は変更になる場合があります。
全席指定 無料
練馬区

出演：
曲目：
定員：
料金：
共催：

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。

【申込方法】 往復はがきで ①ねりぶんアフタヌーン9 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
は一人1通のみ有効です。
【申込締切】 2月22日（月）必着

くちぶえ奏者りょうすけくちぶえ奏者りょうすけ たしまみちを
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発売日のお知らせ

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

無 料

小学生

小誌1月号で情報を掲載いたしました下記の公演につきましては、発売を延期いたします。

3/5（金） 19：00開演 ｜ 大泉学園ゆめりあホール 

1月14日（木）10：00～ 販売開始

2月12日（金） 10：00～ 販売開始

3月3日（水）10：00～ 申込開始（窓口・電話のみ）

無 料0歳以上

親子で楽しむミュージックキャラバン
おとみっくと音のたび～世界の音をめぐろう！～
①3/17（水） 11：00開演 ｜ 高松地区区民館（高松3-24-27）

おとみっく（音楽ワークショップ・アーティスト／坂本夏樹、桜井しおり、前田啓）
ワルツをおどろう！（「くるみ割り人形」花のワルツより）、アフリカのタイコが登場！（ジャンボより）、
サンバをえんそうしよう！（「スカラムーシュ」ブラジレーラより） ほか
①16名 ②36名（要事前申込、抽選） 
※定員は変更になる場合があります。 ※主に0~3歳を対象にしたプログラムです。 
全席指定 無料

出演：
曲目：

定員：

料金：

4月17日（土） 14：00～
生涯学習センター分館 4F 音楽室（高野台2-25-1）
練馬区在住・在学の小学4年生～17歳
（令和3年4月1日現在）

日時：
場所：
対象：

②3/19（金） 11：00開演 ｜ 旭町北地区区民館（旭町2-30-16）
赤ちゃんと子育て中のみなさんへ音楽をお届けする、地域のコンサート
今年度、練馬をぐるっと巡るのは、音楽ワークショップ・アーティストのおとみっく。見て！聴いて！参加する！おとみっく
のコンサート。色々な国の楽器や音楽に合わせて一緒に楽しもう♪

昨年の開催中止を乗り越え挑む、今年のプログラム。
若者のみずみずしい感性とパワーが織りなすハーモニーをお聴きください！

【申込方法】 往復はがきで ①3/17または3/19ミュージックキャラバン 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） ④お子様の人数・年齢・座席ま
たはひざ上鑑賞の別 ※その他（車いすをご利用の方やその他配慮が必要な場合はその旨）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
は1公演につき一人1通のみ有効です。同一はがきで複数公演の申込はできません。　【申込締切】 2月24日（水）必着

0歳以上

練馬区ジュニア・オーケストラ第36回定期演奏会

練馬区演奏家協会コンサート 

武満徹の世界 音・色彩・言葉

3/21（日） 14：00開演 ｜ 練馬文化センター 大ホール

石井裕望（指揮）、練馬区ジュニア・オーケストラ（管弦楽）
ベートーヴェン／交響曲第５番「運命」より第1・4楽章、オッフェンバック／喜歌劇「天国と
地獄」序曲、バデルト／パイレーツ・オブ・カリビアン
全席指定 無料（要チケット）

出演：
曲目：

料金：

募集楽器：

締　　切：
問  合  せ：

＜弦楽器＞ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス
＜管楽器＞クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、トロンボーン
＜打楽器＞打楽器全般
3月26日（金）必着 ※詳細は練馬区文化振興協会HPをご覧いただくか、お問合せください。
練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311

結成36年、区内の小学生から20歳によるジュニア・オーケストラ

練馬区ジュニア・オーケストラ 新年度入団オーディションを開催します！

おとみっく

※開演時間等が変更になる場合があります。

浅井 文　©SHIOLI AKIMA, LilyCherie浅井 文　©SHIOLI AKIMA, LilyCherie巖埼文彦久保法之



練馬文化センター イベントスケジュール 2・3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

TEL
WEB

TEL
WEB

第一回 練馬歌の祭典

12：30～19：00
全席自由 5,000円
【問】EJM7
☎ 03-6914-7330

2

25
（木）

フレッシュ名曲コンサート
「イタリアオペラの世界」
19：00～21：00
全席指定 S3,800円 A3,000円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

2

26
（金）
大

トゥインクルスター
インターナショナルスクール　
タレントショー2021
13：00～16：00
無料（要事前申込）
【問】トゥインクルスター
☎ 03-5999-9184

2

28
（日）

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     
15：00～17：15
全席指定 3,000円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

2

11
（木・祝）

ねりぶんアフタヌーン・ミニコンサート vol.8

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

2

12
（金）

小

令和2年度日本大学大学院芸術学研究科
音楽芸術専攻修士論文要旨
発表会・修了演奏会
18：30～20：30
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科
☎ 03-5995-8240

3

2
（火）
小

ねりぶんアフタヌーン・ミニコンサート vol.9

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

3

12
（金）
小

練馬区ジュニア・オーケストラ
第36回定期演奏会
14：00～15：00
全席指定 無料（要チケット）
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

3

21
（日）

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－
17：30～20：30
全席指定 S6,800円 A5,500円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

3

27
（土）

日本大学芸術学部音楽学科 
令和2年度卒業演奏会
18：00～21：00
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科
☎ 03-5995-8240

3

15
（月）
小

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
＜6月20日延期公演＞
18：30～20：00
全席指定 1,000円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

3

22
（月）
小

Ensemble Vita ファミリーコンサート

①11：30～12：30 ②14：30～15：30
全席自由 大人 前2,000円 当2,500円
高校生以下 前1,000円 当1,500円
【問】VitaMusic　
☎ 090-4941-1385

3

30
（火）
小小

小

東京エクセレントブラスアンサンブル
「輝くブラスの響演」
14：00～16：30
全席自由 2,000円
【問】川添
☎ 03-6300-4606

2

20
（土）
小

小

真夏の音楽会vol.3 
大谷康子と楽しむ五大陸名曲の旅
14：00～16：00
S3,500円 A2,500円 車いす1,000円
【問】練馬区文化・生涯学習課 文化振興係
☎ 03-5984-1284

2

28
（日）

B-side Philharmonic Orchestra　
第8回演奏会
19：00～20：50
全席自由 500円
【問】B-side事務局
b.side.philharmonic.orchestra@gmail.com

2

19
（金）
小

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

大

大

ＭＥＴＴ管弦楽団
第25回スプリングコンサート
14：00～16：00
自由入場 無料
【問】金澤
☎ 090-4168-3909

3

20
（土・祝）
大

大

練馬交響楽団 スプリングコンサート

①11：30～12：30 ②15：00～16：00
全席指定 1,000円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

3

14
（日）
大

豊昭学園吹奏楽部 第23回定期演奏会

18：00～20：00
無料（要招待券）
【問】豊昭学園吹奏楽部
☎ 03-3988-5511

3

22
（月）
大

TEL

中止

予定枚数終了



大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 2・3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3年1月17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。

6

12
（土）

（金）

2

2

ギ

ホ

佐藤憲介 フルートリサイタルシリーズ 
part20 フルート&ギター 魅惑の響き
19：00～21：00
全席自由 3,000円
【問】パウエル・フルート・ジャパン　
☎ 03-5339-8383

2

15
（月）

ホ

アンサンブル大泉2021

14：00～16：00
自由入場 無料
【問】アンサンブル大泉
ensemble_owo@yahoo.co.jp  

2

14
（日）

ホ

笹沼 樹＆上田晴子 デュオ・リサイタル
19：00～21：00
全席自由 一般4,000円 
練馬区民（在住・在勤）・シニア（65歳以上）・学生3,500円
【問】スピカ　
☎ 03-3978-6548　spica@sepia.ocn.ne.jp

2

17
（水）

ホ

コンセール・ロマンティック・エ・コミック13

19：00～21：30
全席自由 3,000円　
【問】アトリエ・デュ・シャン　
☎ 03-5387-0977

2

20
（土）

ホ

「STELLA」 vol.1～それぞれの道へ～
ピアニスト4名によるソロ・デュオ公演
19：00～20：30
全席自由 1,500円
【問】町田　
pfconcert.miku@gmail.com  

2

5
（金）

第16回NEWSリトルアーティスト展

自由入場 無料　
【問】NEWS大泉学園　
☎ 03-5933-0801

3

7
（日）

ホ

練馬区演奏家協会コンサート　
武満徹の世界 音・色彩・言葉
19：00～20：30
全席指定 1,000円　
【問】練馬文化センター　
☎ 03-3948-9000

3

5
（金）

ホ

第1回ピアノ発表会
～ホワイトデーコンサート～
19：15～21：00
全席自由  無料　
【問】正木　
☎ 090-3901-8796

3

14
（日）

ホ

佐々木理子門下生による
第28回 春のコンサート
18：30～20：00
無料（要予約）　
【問】リコミュージック　
☎ 090-9806-0792

3

17
（水）

ホ

ともに歌う“日本のうた”コンサートvol.5

10：30～11：40
全席自由 2,000円
【問】歌のいずみ　
☎ 090-4197-9191　utanoizumi324@gmail.com

3

17
（水）

ホ

歌声喫茶ともしびin大泉学園

14：00～16：00
全席自由  2,000円　
【問】ともしび音楽企画　
☎ 03-6907-2731

3

18
（木）

ホ

TIKオペラ振興会　
第1回公演 プッチーニ作曲 トスカ
18：30～21：00
全席自由  2,000円　
【問】TIKオペラ　
☎ 090-6947-2472

3

19
（金）

ホ

ゆり劇場小さなコンサート・
早川搖理門下生発表会
19：30～21：00
全席自由 無料　
【問】ゆり劇場　
☎ 03-5984-5052

3

20
（土・祝）

ホ

日藝音第１回 若い目のコンサート　
～Ｒyu1．Koba個展～
18：30～21：00
全席自由 2,000円　
【問】コバヤシ　
☎ 03-4291-3094

3

23
（火）

ホ

Concerto Finale di Ciliegie

10：30～11：30
全席自由 無料　
【問】服部　
☎ 090-4144-8697

3

22
（月）

ホ

Percussion duo concert -natural-

18：30～20：30
全席自由 1,000円　
【問】青山　
☎ 080-5407-0133

3

26
（金）

ホ

春を待つ 佐々木真フルート 
荒木奏美オーボエ 村上曜チェロ 
杉山佳代チェンバロ
15：00～17：10
全席自由 一般 前3,500円 当4,000円 他割引有り
【問】みゆずメソン　
☎ 090-2153-3613

2

6
（土）

東京都立大泉桜高等学校 
第14回卒業制作展

自由入場 無料
【問】下野　
☎ 03-3978-1180

ホ

Valentine Concert

18：30～21：00
全席自由 一般 前3,000円 当3,500円 学割有り
【問】Valentine Concert実行委員会　
gurgleflowoer@gmail.com

2

8
（月）

窓 口

ギ

TEL
WEB

中止

中止

中止

中止

中止

ホ

目と耳で楽しむコンサート 
ショパンの≪ポロネーズ≫そのリズムの源泉
19：00～21：00
全席自由 一般 前4,000円 当4,500円 未就学児不可
【問】東京BDS-伊藤　
☎ 090-1663-9536

2

22
（月）
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アンコール

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3（2021）年2月発行／通巻第431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）

桃月庵白酒
独演会「白酒むふふ～

Vol.23」

広　告

予約・お問い合わせ：夢空間 0570-06-6600 http://yume-kukan.net（平日11時～18時）　■ ぴあ 0570-02-9999 https://t.pia.jp（4/7のみ）　■ ローソンチケット https://l-tike.com　
■ e+ （イープラス） https://eplus.jp　■ 練馬文化センター《窓口販売10時～20時》（4/7のみ） 10:00～20:00　■ なかのZEROチケットセンター 03-3382-9990 https://nicesacademia.jp/（4/28のみ）

＊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。

1月29日（金）
発売

全席指定 3,700円 ［Pコード：504-573］［Lコード：32974］

開場18:00
開演19:002021年4月7日（水）

2月10日（水）
発売

全席指定 3,700円 ［Lコード：33628］

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。

＊未就学児のご入場はお断りいたします。

練馬文化センター 小ホール
「練馬駅」中央北口 徒歩１分

春風亭一之輔
独演会 一之輔のすすめ、

レレレ～ Vol.20
開場18:00 開演19:002021年4月28日（水）

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


