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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島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー2021
5/29（土）①12：00 ②16：00開演 ｜ 練馬文化センター 大ホール
演歌からポップスのカバーまで、高い歌唱力で注目を集める島津亜矢が練馬文化センターに登場！
歌番組で歌唱すればアーティスト名がトレンド入りするな
ど、高い注目を集める島津亜矢。
「歌怪獣」のニックネームで
親しまれる艶と張りのある美しい歌声をお楽しみください。

出演：島津亜矢 ほか
料金：全席指定 S席6,800円 A席5,000円
共催：東京労音

3月19日（金）10：00〜 予約受付開始
発行についてのお知らせ

情報誌アンコールは、2021年4月より隔月発行となります。次回は4・5月号です。

優先

割 引 小学生

©尾形正茂

アフタヌーン・ミニコンサート
〜新成人に向けて〜
4/25（日）18：30開演 ｜ 大泉学園ゆめりあホール

練馬交響楽団第73回定期演奏会

新成人の方をコンサートにご招待します！

7/11（日）14：00開演 ｜ 練馬文化センター 大ホール

新成人の門出を音楽でお祝いします！
出演：大谷康子（ヴァイオリン）、川井愛永（ヴァイオリン）、小山さゆり（ピアノ）
曲目：ヴィヴァルディ／「四季」より 春、サラサーテ／ナヴァラ Op.33 ほか
定員：150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

練馬交響楽団 夏の定期演奏会
フンパーディンク没後100年を記念して代表作である歌劇「ヘンゼルとグレーテ
ル」の前奏曲を、また同じく幻想的な雰囲気のドリーヴ作曲バレエ組曲「シルヴィ
ア」も併せて演奏します。後半は春という副題がついたシューマンの交響曲第1番を
お贈りします。新たな時代の始まりを願いながら演奏します。

小学生 無 料

【対象】平成12年4月2日から平成13年4月1日生まれで、区内在住・在学・在
勤の方（外国籍の方も可）※本人を含む2名まで
【申込方法】往復はがきで ①アフタヌーン新成人 ②新成人の方の郵便番
号・住所・氏名（ふりがな）
・生年月日・電話番号・メールアドレス（ある方の
み）③同伴者氏名（いる場合）※その他（車いす席をご希望の場合はその人
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】3月23日（火）必着

出演：金洪才（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
曲目：フンパーディンク／歌劇「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲、ドリーヴ／バレエ
組曲「シルヴィア」、シューマン／交響曲第１番変ロ長調 Op.38「春」
料金：全席指定 1,000円
主催：練馬交響楽団 https://www.nerikyo.com/

3月12日（金）10：00〜 販売開始

割 引 小学生

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業

ともに歌う“日本のうた”コンサートvol.5
3/17（水）10：30開演 ｜ 大泉学園ゆめりあホール
懐かしい童謡・叙情歌などを、日本の四季にのせて綴ります
シリーズ5回目の今回は、童謡・叙情歌など懐かしい歌の数々を、日本の四季にのせて、
二重唱・独唱でたっぷりお楽しみいただきます。旅行や外出がままならない今だからこ
そ聴きたいあの歌この歌が、きっと聴けるはずです。
出演：平良光代（ソプラノ）、田口直子（メゾソプラノ）、渡辺郁子（ピアノ）
曲目：さくらさくら、富士の山、もみじ、カチューシャの唄 ほか
料金：全席自由 2,000円
主催・申込・問合せ：歌のいずみ utanoizumi324@gmail.com ☎090-4197-9191
5歳以上
平良光代

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）。

田口直子

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 3・4月
3

2

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

（火） 17：30〜19：15

小

3

12

3

14

大

ねりぶんアフタヌーン・
ミニコンサート vol.9

3

21

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

練馬交響楽団
スプリングコンサート

TEL
WEB

（日） ①11：30〜12：30 ②15：00〜16：00

大

3

15

全席指定 1,000円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

日本大学芸術学部音楽学科
令和2年度卒業演奏会

大

3

22

TEL

全席指定 無料（要チケット）
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

22
小

3

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−

30

全席指定 S6,800円 A5,500円
【問】練馬文化センター
TEL
WEB
☎ 03-3948-9000

Ensemble Vita
ファミリーコンサート

2

（金）

4

高校生以下 前1,000円 当1,500円
【問】VitaMusic
☎ 090-4941-1385

プルシアンブルー
絵画教室作品展

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＞
予定枚数終了

4

4

5

練馬区演奏家協会コンサート
武満徹の世界 音・色彩・言葉

（金） 19：00〜20：00

ホ

3

7

（日）

ギ

3

14

全席指定 1,000円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

予定枚数終了

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

第1回ピアノ発表会
〜ホワイトデーコンサート〜

（日） 19：15〜21：00

ホ

3

17

全席自由 無料
【問】正木
☎ 090-3901-8796

ともに歌う“日本のうた”
コンサートvol.5
10：30〜11：40

（水） 全席自由 2,000円

ホ

3

17

【問】歌のいずみ
☎ 090-4197-9191
utanoizumi324@gmail.com

佐々木理子門下生による
第28回 春のコンサート

（水） 18：30〜20：00

ホ

無料（要予約）
【問】リコミュージック
☎ 090-9806-0792

3

18

歌声喫茶ともしびin大泉学園

（木） 14：00〜16：00

ホ

3

19

3

20

ホ

TIKオペラ振興会
第1回公演 プッチーニ作曲
トスカ

中止

全席自由 2,000円
【問】TIKオペラ
☎ 090-6947-2472

ゆり劇場小さなコンサート・
早川搖理門下生発表会

（土・祝） 19：30〜21：00

ホ

3

22

3

23

Concerto Finale di Ciliegie
中止

全席自由 無料
【問】服部
mana@gmail.com

日藝音第１回
若い目のコンサート
〜Ｒyu1．Koba個展〜

全席自由 2,000円
【問】コバヤシ
☎ 03-4291-3094

※こちらに掲載した情報は令和3年2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。

ホ ゆめりあホール

4

18

Percussion duo concert
-natural-

19

歌声喫茶ともしび㏌大泉学園

20

（火） 13：00〜16：00

全席自由 1,000円
【問】青山
☎ 080-5407-0133

ホ

オペラヴェーラ・アカデミー
オペラティックコンサート

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

アフタヌーン・ミニコンサート
〜新成人に向けて〜

4

25

（日） 18：30〜19：30

ホ

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

TRIOコンサートVol.3
2本のフルート・オーボエ・
ピアノによるアンサンブル

4

28

（水） ①15：00〜17：00 ②19：00〜21：00

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

ホ

第15回山崎裕＆濱本愛
ピアノ音楽教室発表会

全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】TRIOコンサート事務局
trio.concert.2021@gmail.com

フルート独奏団「ナナカマド」
第15回発表会

4

29

（木・祝） 13：00〜16：30

ホ

無料
【問】ナナカマド
☎ 03-5936-8682

大泉落語研究会 落語発表会
自由入場 無料
【問】寝てま亭歌鳳
☎ 050-5891-3428

チケット窓口販売

TEL

自由入場 無料
【問】生涯学習センター
☎ 03-3991-1667

（月） 14：00〜20：00

ホ

窓口

第60回春の区民文化祭
「バレエ・モダンダンス春の祭典」

4

13：00〜16：45
（要予約）
（日） 全席自由 無料
【問】連
ホ
☎ 03-6914-6920
http://www.2pianos.jp

4

学生前2,000円 当3,000円
【問】ご縁紡ぎ大学
☎ 090-2652-0263

ギ ゆめりあギャラリー

3

16

小

〒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

自由入場 無料
【問】生涯学習センター
☎ 03-3991-1667

19：00〜21：00
全席自由 大人3,000円 小人1,000円
（土） ペア5,000円
【問】ゆり劇場
ホ
☎ 03-5984-5052
teatro.dolce.giglio@gmail.com

4

15：00〜20：00

60周年記念
練馬区民謡連盟大会

ゆり劇場 春のコンサート

ホ

（火） 18：30〜21：00

ホ

4

中村文昭 高橋恵 講演会

11

小

（金） 19：00〜21：00

全席自由 無料
【問】ゆり劇場
☎ 03-5984-5052

（月） 10：30〜11：30

ホ

26

全席指定 5,500円
【問】I．カルチャー
☎ 03-3402-2171

（日） 全席自由 一般前4,000円 当5,000円

【問】PB教室作品展
☎ 03-3925-4860

（金） 18：30〜20：30

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

（金） 18：30〜21：00

ホ

3

小

（日） 16：00〜19：00

（日） 11：00〜19：30

小

6

25

4
ギ

アルゼンチンタンゴ．コンサート
〜世界のタンゴ！
歌手前田はるみ 90才

（火） 14：00〜16：00

4

（日） 自由入場 無料

無料（要招待券）
【問】豊昭学園吹奏楽部
☎ 03-3988-5511

4

4

①11：30〜12：30 ②14：30〜15：30

大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 3・4月
3

ギ ギャラリー

（火） 全席自由 大人 前2,000円 当2,500円

4

豊昭学園吹奏楽部
第23回定期演奏会

全席指定 1,000円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

27

小 小ホール

（土） 17：30〜

小

（月） 18：00〜20：00

3

3

大

練馬区ジュニア・オーケストラ
第36回定期演奏会

（月） 18：30〜20：00

自由入場 無料
【問】日芸音楽学科
☎ 03-5995-8240

中止

自由入場 無料
【問】金澤
☎ 090-4168-3909

（日） 14：00〜15：00

大

（月） 16：00〜18：10

小

20

ＭＥＴＴ管弦楽団
第25回スプリングコンサート

（土・祝） 14：00〜16：00

自由入場 無料
【問】日芸音楽学科
☎ 03-5995-8240

（金） 15：00〜15：30

小

3

大 大ホール

（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。

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

〒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

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/nerima . html

アンコール
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チケットのお申込方法
電話予約

/ Vol.4 32

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

要事前登録（無料）

練馬文化センターホームページ

（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。

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

❷大泉学園ゆめりあホール
5階 事務室受付
（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。

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。

※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。

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。

令和3（2021）年3月発行／通巻第432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
広

三遊亭萬橘
独演会

Vol.7
「5月の萬
橘…」
2021年 5月17日
（月）
開場1 8:00

開演 19:00

東京芸術劇場シアターウエスト
「池袋駅」西口 徒歩2分

3月15日
（月）
発売

全席指定 3,300円［Pコード：505-125］
［Lコード：33534］

柳家花緑
会
独演
5 28
2021年

月

開場17:30

日
（金）

開演 1 8:30

なかのZERO 小ホール
3月23日
（火）
発売

ＪＲ・東京メトロ東西線
「中野駅」南口徒歩８分

アルゼンチン・タンゴ コンサート

〜世界のタンゴ〜

前田はるみ

伝説のタンゴ歌手前田はるみ
（90歳）
再び！

予約・お問い合わせ：夢空間 0570-06-6600 http://yume-kukan.net
ぴあ 0570-02-9999 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 ＊未就学児のご入場はお断りいたします。

39

Vol.

KaZZma

出演：チコス・デ・パンパ 歌：前田はるみ、KaZZma
＜予定プログラム＞ エル・チョクロ、パリのカナロ、ラ・クンパルシータ ほか

14：00開演 練馬文化センター 小ホール 全席指定 5,500円
4月6日（火）
【プレイガイド】練馬文化センター窓口販売（10:00〜20:00）

お問合せ インターナショナル・カルチャー 03-3402-2171
（平日10:00〜17:00）

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

発行部数
主な配布場所

全席指定 3,700円［Pコード：505-128］
［Lコード：33597］

＊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。
■
■

告

申込み・問合せ

11,000部（隔月発行）
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
練馬文化センター ☎03-3993-3311

