練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホール情報誌
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秋山紗穂
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東京都交響楽団

フレッシュ名曲コンサート ストラヴィンスキー「火の鳥」
2/13（日）15：00開演 ｜ 練馬文化センター 大ホール

2022/

ストラヴィンスキー作品の金字塔、不朽の名曲「火の鳥」
前半は、2019年東京音楽コンクールピアノ部門第1位
および聴衆賞の秋山紗穂が、名曲シューマンの協奏
曲に挑みます。後半は、ストラヴィンスキー作品の金
字塔ともいうべき名作バレエ組曲「火の鳥」を、東京
都交響楽団が大迫力のオーケストラサウンドで披露
いたします。練馬文化センターでしか味わえない、贅沢
なプログラムをどうぞ心ゆくまでお楽しみください。

出演：梅田俊明（指揮）、秋山紗穂（ピアノ）、東京都交響楽団（管弦楽）
曲目：モーツァルト／歌劇『フィガロの結婚』序曲、シューマン／ピアノ協奏曲 イ短調、ボロディン／
歌劇『イーゴリ公』より「だったん人の踊り」、ストラヴィンスキー／バレエ組曲『火の鳥』
（1919年版）
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）
（ピティナ）
企画協力：東京オーケストラ事業協同組合 後援：一般社団法人全日本ピアノ指導者協会

11月4日（木）10：00〜 予約受付開始

優先

割 引 小学生 学生券

佐藤竹善

小沼ようすけ

パット・グリン

宮本貴奈

菅野知明

中川英二郎

中西俊博

tea

ジャズ評論界の俊英・高木信哉プロデュース第1弾ねりぶんJAZZ

宮本貴奈『ワンダフル・ワールド』コンサート
2/11（金・祝）15：00開演

2022/

｜

練馬文化センター 小ホール

2020年度第33回ミュージック・ペンクラブ音楽賞・最優秀作品賞受賞アーティストが早くも登場！
3代目プロデューサーにJAZZ評論家高木信哉氏が新たに就任。
今、最も聴くべきJAZZミュージシャンたちを紹介します。記念すべ
き第１弾は、世界を駆け抜けるピアニスト＆作編曲家、宮本貴奈が
率いる『ワンダフル・ワールド』オールスターズ！クラシックを除くす
べてのジャンルから最優秀作品賞を受賞した「究極の一枚」という
べき新作アルバムの世界観を、豪華ミュージシャンたちの歌と演奏
でお届けします。ご期待ください！

加藤摩耶

天官寿子

出演：宮本貴奈『ワンダフル・ワールド』オールスターズ
＜宮本貴奈（ピアノ, ヴォーカル）、パット・グリン（ベース）、菅野知明（ドラム）
ゲスト：佐藤竹善（ヴォーカル）、小沼ようすけ（ギター）、中川英二郎（トロンボーン）、
中西俊博（ヴァイオリン）、tea（ヴォーカル）＞
曲目：この素晴らしき世界、二人でお茶を、クリスタルの恋人たち（Just the Two of Us）ほか
料金：全席指定 3,500円

11月25日（木）10：00〜 予約受付開始

優先

割 引 小学生

𠮷﨑めぐみ

渡辺修

櫻井政行

松尾 葉子

練馬交響楽団 木管五重奏
〜希望をつないで〜

練馬交響楽団 スプリングコンサート
物語の或る１ページ

12/5（日）14：00開演

2022/

大泉学園ゆめりあホール

練馬文化センター 大ホール

練馬交響楽団 木管五重奏チームによる心躍るコンサート

物語の世界へ

オーケストラで演奏している仲間5人で奏でるコンサートです。それぞれの楽器の個性
が存分に味わえるプログラムで皆様をお迎えいたします。誰もが知っている曲から珍し
い曲まで、
5種類の楽器のハーモニーでお楽しみください。

バレエ音楽、オペラ、劇付随音楽など、物語をモチーフにした音楽は多くあります。聴く
だけで自然の美しい景色やファンタジーな世界が無限に広がります。今回の演奏会で
は、“物語の或る１ページ”となる音楽を集めました。一度は聴いたことがあるポピュラー
な音楽を松尾葉子指揮でお贈りいたします。クラシック好きな方はもちろん、今までク
ラシックに触れたことがない方も楽しめる演奏会です。

3/13（日）14：00開演

𠮷﨑めぐみ（クラリネット）、
出演：加藤摩耶（フルート）、天官寿子（オーボエ）、
渡辺修（ファゴット）、櫻井政行（ホルン）
曲目：ピアソラ（建部知弘 編曲）／リベルタンゴ、ビゼー（ワルター編曲）／「カルメン組
曲」より、山本教生 編曲／日本の歌 ほか
料金：全席指定 700円

10月5日（火）10：00〜 販売開始

小学生

出演：松尾葉子（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
曲目：ムソルグスキー／交響詩「禿山の一夜」、マスカーニ／「カヴァレリア・ルスティ
カーナ」間奏曲、チャイコフスキー／バレエ音楽「白鳥の湖」より ほか
料金：全席指定 1,000円
11月12日（金）10：00〜 販売開始 割 引 小学生

アフタヌーン・ミニコンサート in 大泉
11/22（月）14：00開演 ｜ 大泉学園ゆめりあホール
子どもから大人まで一緒に聴こう！
毎月1回、練馬区内のホールや施設をめぐる30分間のミニコンサート♪
11月は、大泉学園ゆめりあホールで開催します。ピアノとヴァイオリンのデュオによる、華やかな演
奏をお楽しみください。
出演：lililit＜北澤華蓮（ヴァイオリン）、渡辺友梨香（ピアノ）＞
曲目：モンティ／チャルダッシュ、ラヴェル／水の戯れ 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

0歳以上 無 料

北澤華蓮

渡辺友梨香

アフタヌーン・ミニコンサート in 練馬
12/15（水）14：00開演 ｜ 練馬文化センター 小ホール
子どもから大人まで一緒に聴こう！
毎月1回、練馬区内のホールや施設をめぐる30分間のミニコンサート♪
12月は、練馬文化センター小ホールで開催します。多彩なレパートリーが魅力のピアニストの演奏
をお贈りします。

山元香那子

©Yamada Sho

出演：山元香那子（ピアノ）
曲目：ショパン／英雄ポロネーズ、子犬のワルツ、シベリウス／樅の木 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

【申込方法】
往復はがきで ①催し名（11/22または12/15アフタヌーン）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（2歳以下のお子様を除く）※その他（車いす席をご希望の方・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
練馬文化センターへ
※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。※同一はがきで複数公演の申込はできません。
【申込期間】
11/22 in 大泉：10月1日（金）〜10月18日（月）必着 12/15 in 練馬：11月1日（月）〜11月19日（金）必着

募 集

令和4年度「アフタヌーン・ミニコンサート」出演者募集

誰もが気軽に音楽を楽しめる30分間の無料公演「アフタヌーン・ミニコンサート」の令和４年度出演者を募集します！
日
時：毎月1回 日時未定
会
場：練馬文化センター小ホール（練馬区練馬1-17-37）または大泉学園ゆめりあホール（練馬区東大泉1-29-1）
募集内容：ピアノ、管楽器、弦楽器、打楽器、声楽、その他 ※原則、音響設備を使用しないで演奏するものに限ります。
申 込 書：練馬文化センターHPよりダウンロード（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・生涯学習課でも配布しています）
申込締切：12月10日（金）必着
申 込 先：〒176-0001 練馬区練馬1-17-37 練馬文化センター「アフタヌーン・ミニコンサート」担当
※詳細は練馬文化センターHPをご覧ください。

募 集

Letʼs try！ プロジェクト in 東京〜若者演劇ワークショップ1期生募集〜
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？

自分に自信を持ちたい方、一歩踏み出したい方、違う自分になってみたい方大募集！安心できる居場所づくりからはじまり、最後には劇団銅鑼のアトリエでオリジナル作品を発表します。
日
会
対

時：11月〜2022年1月のうち21日間 10：30〜16：30
講
師：劇団銅鑼
（途中休憩1時間）
場：練馬文化センター洋室、劇団銅鑼アトリエ ほか
定
員：10名 ※申し込み後、個別オリエンテーションあり
象：就労・就学していない若者（40〜50代までの方も可能）※現在通院中の 主催・申込先：劇団銅鑼 TEL：03-3937-1101 FAX：03-3937-1103
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。
E-mail：letstry̲p-dora@yahoo.co.jp
参 加 料：無料

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

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。

無料

練馬文化センター イベントスケジュール 11-12月
大 大ホール

11

2

小 小ホール

ギ ギャラリー

アルゼンチンタンゴコンサート
歌のないコンサート

11
窓口

（火） 14：00〜16：00

小

11

3

全席指定 5,500円
【問】I.カルチャー
☎ 03-3402-2171

第66回区民文化祭「太鼓フェスティバル」

11

3

11

9

（火）

ギ

11

5

11

7

11

秋の書道展

22

（月）

自由入場 無料
【問】泉社中
☎ 03-3904-2307

ギ

11

谷修ワンマンコンサート2021

11

7

24

無料（要事前申込）
【問】LiReG
info@li-re-g.com

大

11

9

25

（木）

11

11

10

（水）

11

14

（日）

ギ

11

12

11

11

第66回区民文化祭「日本舞踊の会」

15

26
小

11

トランペットとチューバの夕べ

28

小

11

大

12

色鉛筆画作品展2021
＊6人それぞれの目＊

19

12

大

第66回区民文化祭「洋舞フェスティバル」
自由入場 無料
【問】生涯学習センター
☎ 03-3991-1667

道中展

5
ギ

12

2

【問】道中展事務局 上野
☎ 03-3992-7492

18：30〜20：45

学生前2,500円 当3,000円
【問】TSO広報 小熊
☎ 080-5019-1283

小

12

アフタヌーン・ミニコンサート in 練馬

15

（水） 14：00〜14：30

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

小

12

15

東京エクセレントブラスアンサンブル
『クリスマス・コンサート』

（水） 19：15〜21：00

全席自由 2,000円
【問】事務局 川添
☎ 090-8583-9399

小

12

15

障害者ふれあい作品展

（水）

12

18

（土） 自由入場 無料

【問】障害者施策推進課
☎ 03-5984-4598

ギ

早稲田大学マンドリン楽部
第206回定期演奏会

12

17

（金） 18：30〜20：30

全席自由 前500円 当800円
【問】清水
☎ 080-5541-9347

大

アジア音楽舞踊演奏会
チャリティーコンサート〔百年盛宴〕

12

20

窓口

（月） 18：00〜20：45

全席自由 1,000円
【問】東方文化芸術団
☎ 03-5946-9818

小

12

Filos Symphony Orchestra 特別公演

23

（木） 19：00〜21：00

全席自由 一般2,000円 学生1,500円
【問】FWO事務局
☎ 080-8232-0969

小

12

第36回バレエ団ピッコロ クリスマス公演

25

（土） 16：00〜18：00

大

指定S5,000円 自由B3,000円 ほか
【問】バレエ団ピッコロ
☎ 03-3972-1476

歌劇×伝統音楽×武士道の
コラボレーションコンサート−和−
ME音プレゼンツ

（木） 19：00〜20：45

自由入場 無料
【問】練馬中学校
☎ 03-3990-5451

小

12

練馬交響楽団 第74回定期演奏会
TEL
WEB

全席指定 1,000円
【問】練馬文化センター予約電話
☎ 03‐3948‐9000

4

12
窓口

全席自由 5,000円
【問】EJM
☎ 03-5948-3671

7

TEL
WEB

完売御礼

COMODO WINDS（コモドウィンズ）
第2回 定期演奏会

12

10

日本大学芸術学部音楽学科
第136回定期演奏会
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科
☎ 03-5995-8240

南町小学校●
白山神社入口

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●

●練馬消防署
●練馬警察署

目白通り
練馬警察署南

第59回 立教大学スペインギタークラブ
定期演奏会

（金） 18：00〜20：50

小

谷原・
関越道

無料（要事前申込）
【問】コモドウィンズ
comodowinds＠gmail.com

（火） 19：00〜21：00

大

フジコ・ヘミング スペシャルコンサート

全席自由 前5,000円 当5,500円 電子5,000円 ほか
【問】ME音（めおと）
☎ 090-4541-0196

（土） 14：00〜16：00

大

練馬歌の祭典

B8,000円 C6,000円
【問】練馬文化センター予約電話
☎ 03-3948‐9000

全席自由 1,000円
【問】満企画
☎ 042-421-0851

（日） 自由入場 無料

練馬区立中学校特別支援学級設置校
第25回八校合同文化発表会

18：30〜20：30

1

（水）

自由入場 無料
【問】広報担当
☎ 042-463-6814

（金） 全席指定 S12,000円 A10,000円

東京ウエストサイド クリスマス

（日） 16：00〜19：00

全席自由 2,000円
【問】事務局 川添
☎ 090-8583-9399

（月） 12：30〜19：00

第8回作陶展

14

（火） 全席自由 一般前3,000円 当3,500円

公園

11

自由入場 無料
【問】日芸音楽学科
☎ 03-5995-8240

（金） 19：00〜20：30

自由入場 無料
【問】生涯学習センター
☎ 03-3991-1667

（日） 14：00〜16：00

大

日本大学芸術学部音楽学科
第33回ウインドオーケストラ定期演奏会

東京サクソフォーンオーケストラ
日本三大都市ツアー 東京公演

12

豊島園通り

14

自由入場 無料
【問】あかねの会
☎ 03-3577-7421

（日） 自由入場 無料
【問】陶元会
ギ
6797hashi@jcom.home.ne.jp

（金） 10：10〜15：40

大

第24回 あかねの会 心の鐘コンサート
ギャラリー

28

全席指定 1,000円（当日販売なし）
【問】演奏会事務局 島田
☎ 080-1351-9170

（火） 19：00〜21：00

小

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

11

エルムの鐘交響楽団 第40回演奏会

（日） 11：00〜17：00

小

第24回 あかねの会 心の鐘コンサート

（水） 19：00〜21：00

（日） 14：00〜16：00

大

22
大

（金） 19：00〜20：30

小

11

自由入場 無料
【問】日芸音楽学科
☎ 03-5995-8240

（月） 19：00〜21：00

自由入場 無料
【問】生涯学習センター
☎ 03-3991-1667

（水・祝） 泉社中

（金） 17：00〜20：00

小

（水・祝） 12：30〜16：00

小

19

日本大学芸術学部音楽学科
第50回ピアノコンサート

自由入場 無料
【問】立教ギタークラブ
spainguitarclub＠gmail.com

〒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 11-12月
ホ ゆめりあホール

11

3

ギ ゆめりあギャラリー

アフタヌーン・コンサート
《ピアノソロ、連弾、歌による秋のひととき》

（水・祝） 14：00〜15：40

ホ

11

4

全席自由 2,000円（要予約）
【問】重松
☎ 090‐5534-2404

イブニング・クラシック

（木） 19：00〜21：00

ホ

11

15

全席自由 一般3,000円 学生1,000円
【問】AKERU
☎ 080-5504-5323

歌声喫茶ともしびin大泉学園
ベイビーブーミニコンサート付き

（月） 14：00〜16：00

ホ

11

16

全席自由 2,500円（要予約）
【問】ともしび音楽企画
☎ 03-6907-2731

フィドロサミル学園フェスティバル2021
19：20〜21：20

（火） 全席自由 一般2,000円

ホ

11

22

高校生以下（学割）500円（要予約）
【問】Shirow
psgakuen@gmail.com

アフタヌーン・ミニコンサート in 大泉

（月） 14：00〜14：30

ホ

11

23

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

第63回 吉田光三門下生発表会

（火・祝） 13：30〜21：00

ホ

自由入場 無料
【問】吉田ギター教室
☎ 03-3921-3027

11

27

（土）

こどもアトリエ・フェスタ

11

30

（コロナ対策の為入場制限の可能性有）
（火） 自由入場 無料
ギ

11

29

1

KaZZma＆タンゴ楽団コンサート2021
〜アストル・ピアソラを歌う〜
全席自由 前3,500円 当4,000円
【問】ムジカラティーナ
☎ 080-3506-1957

「四手のピアノと共に贈るスマイル！
〜祈りを込めて」

12

ホ

12

2

（火） 19：30〜21：30

全席自由 4,000円
【問】ワイ企画
☎ 070-8311-4480

12

東京ーマニラ・ジャズ＆アーツ
フェスティバル2021

2

12

23

（木） 12：30〜16：30

12

豊の世界」展 No7

25

3

「the をんな」ソプラノコンサート
〜日本vs外国・女心はどう変わる⁈〜

（土） 13：00〜15：00

（月） 自由入場 無料

12

自由入場 無料
【問】中原
☎ 080-5013-3813

ホ

6
ギ

大泉落語研究会主催
成蹊大学・北海道大学落研OB落語会

12

全席自由 4,000円
【問】中村
info@tmjaf.tokyo

（木） 「小田川

全席自由 一般2,000円 学生1,500円
【問】今井
☎ 090-5563-8840

ホ

（木） 19：00〜21：00

ホ

AILE〜夢が繋いだ奇跡〜

21

（水） 14：00〜16：00

ホ

【問】トントゥハウス
☎ 03-5387-1745

全席自由 4,000円 オンライン3,000円
【問】柴宮
☎ 03-3926-5902

Dream Match
ultraTENOR vs superBARITONE
19：00〜21：00

（金） 全席自由 一般4,000円 小学生以下500円

ホ

12

5

90歳以上500円
【問】アサクラ
☎ 080-5050-7706

練馬交響楽団
木管五重奏〜希望をつないで〜

（日） 14：00〜15：30

ホ

12

10

TEL
WEB

全席指定 700円
【問】練馬文化センター予約電話
☎ 03-3948-9000

Cajórmba 1st Concert

（金） 18：30〜20：30

ホ

12

11

全席自由 一般2,500円 学生（高校生以下）1,500円
【問】ミナガワ
☎ 080-5900-9396

根來声楽教室 門下生発表会

（土） 14：00〜16：00

ホ

【問】こどもアトリエ
☎ 03-3921-1588

（月） 19：00〜21：00

ホ

12

12

14

自由入場 無料
【問】根來
☎ 03-3825-8646

歌声喫茶ともしびin大泉学園
歌謡曲うたごえコンサート付き

（火） 14：00〜16：00

ホ

全席自由 2,500円（要予約）
【問】ともしび音楽企画
☎ 03-6907-2731

↑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

大泉学園

←所沢

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。

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

※こちらに掲載した情報は令和3年9月15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。

リズモ
●大泉学園

北パーキング

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

●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

池袋→

アンコール

2 0 2 1 . 10 -11

チケットのお申込方法
電話予約

/ Vol.4 3 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

要事前登録（無料）

練馬文化センターホームページ

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

（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
（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

問合せ：
（公財）練馬区文化振興協会 TEL.03-6914-7305（平日9：00〜17：00 ）

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・チラシ等を毎月郵送

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

＊各特典には条件があります。
その他の特典や会員期間、
会費、
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

練馬文化センター利用休止のお知らせ（令和４〈2022〉年10月中旬〜令和6〈2024〉年春）
練馬文化センターは改修工事のため、令和4年10月中旬から令和6年春ごろまで、大・小ホールやリハーサル室をはじめ、すべての利用を休止いたします。
ご利用予定の皆さまにはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。利用休止に伴い、練馬区文化振興協会友の会制度は
令和4年9月30日をもって休止いたします。 問合せ：練馬文化センター TEL.03-3993-3311

令和3（2021）年10月発行／通巻第436号 ［編集・発行］練馬区立練馬文化センター 〒176‐0001 東京都練馬区練馬1-17-37
TEL.03‐3993‐3311 チケット予約TEL.03‐3948‐9000（10：00〜17：00）

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

全席指定 3,900円［Lコード：34816］
［Pコード：507-615］

萬橘・柳亭小痴楽・瀧川鯉八

三遊亭

2021年

11月1日（月）
開場17：30
開演18：30

ゲスト：
タブレット純

好評発売中

全席指定 3,700円［Lコード：32853］
［Pコード：507-829］

東京芸術劇場 プレイハウス「池袋駅」西口より徒歩2分 ＊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

■

瀧川鯉八

10月31日（日）

開場12：00 開演13：00

気になる三人会

三遊亭萬橘

2021年

好評発売中

一時的な
入場制限に
ご協力ください。

告

柳亭小痴楽

小朝

独演会

春風亭

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。

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。

