練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホール情報誌

アンコール
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溝邉奈菜
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小宮園花

荒牧小百合

磯地美樹

原 悠一

渡邉公威

黒木直子

堀場裕太

【第１部】弦楽四重奏で紡ぐ、音の祈り

【第２部】モーツァルトからのメッセージ〜愛の歌

練馬区演奏家協会レクチャーコンサート

作曲家と希望〜モーツァルトとベートーヴェン〜
2/5（土）15：00開演 ｜ 練馬文化センター 小ホール

2022/

混沌の時代に生きた作曲家たち。
それぞれが思い描いた「希望」とは…。
現代の私たちが生きるこの時代にこそ聴いていただきた
いモーツァルトとベートーヴェンが想い描いた「希望」の
曲をお贈りします。わかりやすいレクチャーと共にお楽
しみください。

年末年始 休館のお知らせ

出演：田中泰（講師）
第1部 Quartet Bonds＜溝邉奈菜（ヴァイオリン）、小宮園花（ヴァイオリン）、堀場裕太（ヴィオラ）、原 悠一（チェロ）＞
第2部 荒牧小百合（ソプラノ）、磯地美樹（メゾソプラノ）、渡邉公威（テノール）、黒木直子（ピアノ）
曲目：第1部 ベートーヴェン／弦楽四重奏曲第15番作品132より第3楽章、第4楽章、第5楽章
第2部 モーツァルト／オペラ『魔笛』より「この美しい絵姿」、オペラ『フィガロの結婚』より「恋とはどんなものかしら」ほか
料金：全席指定 1,000円

好評発売中

割 引 小学生

練馬文化センターと大泉学園ゆめりホールは令和３年12月29日（水）〜令和４年１月３日（月）の間休館となります。

練馬区文化振興協会協力事業

早稲田大学交響楽団
ニューイヤーコンサート2022
1/15（土）14：00開演 ｜ 練馬文化センター 大ホール

2022/

高橋維

曽我大介

109年の伝統を誇る早稲田大学交響楽団（通称：ワセオケ）に
よる恒例の新春公演
カラヤンや小澤征爾も指揮し、ヨーロッパ公演でも絶賛を博してきた実力派。15回目とな
る今回はブラームスの「交響曲第2番 作品73」、モーツァルトの「踊れ、喜べ幸いなる魂よ」
などを演奏します。ブラームスがこよなく愛した南墺ヴェルタ―湖畔の美しい風景を彷彿
とさせる旋律や有名ソリストとの共演による華麗な声楽曲とワルツをご堪能ください。
出演：曽我大介（指揮）、早稲田大学交響楽団（管弦楽）、賛助出演：高橋維（ソプラノ）
曲目：ブラームス／交響曲第2番 作品73、モーツァルト／踊れ、喜べ幸いなる魂よ、
ヨハン・シュトラウスII世／ワルツ「春の声」
「ジプシー男爵」序曲 ほか
※曲目は変更になる場合があります。
料金：全席指定 Ａ席（1階、2階前方）3,500円 Ｂ席（2階後方）2,500円
主催：練馬稲門会
後援：練馬区、早稲田大学校友会

【申込・問合せ】練馬稲門会 ☎070-3526-4179

FAX03-4243-2759

nycneritou@waseda-info.com

好評発売中

小学生

第９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 2022
1/29（土）・1/30（日）｜ 練馬文化センター 大ホール

2022/

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29日（土）14：00開演 ソロ・アドリブ部門、団体部門（リモート）
1月30日（日）10：00開演 団体部門（実演・リモート）
※両日一部リモートでの出演あり。
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
（一社）日本ジャズ協会21
主催：

同時開催！ SWING BRASSスペシャルコンサート
1月29日（土）18：00開演

練馬文化センター 大ホール

出演：スインギー奥田＆ザ・ブルースカイオーケストラ
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。
※1/29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8日（水）10：00〜 販売開始

スインギー奥田

割 引 小学生

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 ｜ 練馬文化センター 小ホール

2022/

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）
、
中川英二郎
（トロンボーン）
、
小沼ようすけ
（ギター）
、
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
宮本貴奈

好評発売中

割 引 小学生

アフタヌーン・ミニコンサート in 関町
1/16（日）14：00開演

2022/

関区民ホール（関町北1-7-2 関区民センター内）

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♪
1月は、関区民ホールで開催します。フルートとピアノのデュオによる演奏をお楽し
みください。

井上昭史

井上真美

出演：井上昭史（フルート）、井上真美（ピアノ）
曲目：プーランク／愛の小径、ブラームス（井上昭史編）／「FAEソナタ」よりスケル
ツォ、
グリーグ／最後の春 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

アフタヌーン・ミニコンサート in 光が丘
2/16（水）14：00開演

2022/

光が丘区民ホール（光が丘2-9-6 光が丘区民センター内）

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♪
こと

まつなみ せんし

2月は、光が丘区民ホールで開催します。箏の松浪千紫さんの和の音色をお贈りします。
まつなみ せんし

こと

出演：松浪千紫（箏）
曲目：沢井忠夫／二つの変奏曲より「さくらさくら」、八橋検校／六段の調、
日本の童謡メドレー ほか
定員：130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

松浪千紫

【申込方法】
往復はがきで ①催し名（1/16または2/16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】
（火）
〜1月20日
（木）必着
1/16 in 関町：12月1日（水）〜12月20日（月）必着 2/16 in 光が丘：2022年1月4日

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/

大迫力のオーケストラサウンドをご堪能ください。
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）
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
（ピティナ）
梅田俊明

優先

©K.Miura

秋山紗穂

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）。

好評発売中

©S.Imura

割引

割 引 小学生 学生券

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 1-2月
大 大ホール

1

12

小 小ホール

ギ ギャラリー

〜春から気になる三人会〜
桃月庵白酒・柳家三三・春風亭一之輔

（水） 18：30〜20：30

大

全席指定 S3,700円 A3,300円
【問】
（株）夢空間
☎ 0570-06-6600

2
窓口

29日（土）14：00〜16：00
ソロ・アドリブ部門、団体部門（リモート）
30日（日）10：00〜16：00
（土）
団体部門（実演・リモート）
1
※両日一部リモートでの出演あり。
全席自由 2,000円

1

14

（金）

15

30

自由入場 無料
（土）
【問】絵習字Ⓡ教室・堀
ギ
onebrushtokyo@gmail.com

15

1

16

（日）

1

22

窓口

1

26
大

5

WEB

（土） 15：00〜17：00

自由入場 無料
【問】大江戸交響楽団
☎ 090-8317-9491

小

2

ミュージカル「銀河鉄道の夜」

7

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

2

13

小

新春爆笑花形落語会
三遊亭小遊三・春風亭小朝・ナイツ

練馬東法人会創立70周年記念
「舞の海秀平氏講演会」

窓口

サンシャイン・ウインド・オーケストラ
第80回定期演奏会
自由入場 無料
【問】オクムラ
☎ 080-9706-3657

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

28

自由入場 無料
【問】広報担当
concert̲kasumiphil@yahoo.co.jp

天翔の会 25周年記念公演
全席指定 2,500円
【問】天邪鬼保存会
☎ 03-3904-1745

落語教育委員会

小

全席指定 3,700円
【問】
（株）夢空間
☎ 0570-06-6600

南町小学校●
白山神社入口

公園

豊島園通り

谷原・
関越道

自由入場 無料
【問】岩井
☎ 090-2328-3733

（月） 18：30〜20：30

（金・祝）14：00〜15：45

大

青山学院大学OB吹奏楽団 第27回演奏会

（日） 14：30〜17：30

小

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

西武池袋線
西武有楽町線
都営地下鉄大江戸線

馬

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

〒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

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。
チケット予約・販売

※電話での予約や公演会場以外での購入はできません。

TEL
WEB

TEL
WEB

全席指定 S3,800円 A3,000円
【問】練馬文化センター予約電話
☎ 03-3948-9000

（土） 14：30〜16：00

27

霞ヶ関フィルハーモニー管弦楽団
第22回定期演奏会

11

26
2

無料（要事前申込）
【問】練馬東法人会
☎ 03-3994-7272

2

2

大

（月） 17：30〜19：00

一般席 3,500円 Ｕ25席 3,000円
【問】同実行委員会
gingatetsudo.musical@gmail.com

全席指定 S3,900円 A3,400円
【問】夢空間
☎ 0570-06-6600

大

大

練馬区演奏家協会レクチャーコンサート
作曲家と希望
〜モーツァルトとベートーヴェン〜 TEL

2

TEL
WEB

（土） 14：00〜16：00

【問】練馬文化センター予約電話
☎ 03-3948-9000

大江戸交響楽団第20回定期演奏会

（水） 19：30〜21：30

12

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

（日） 15：00〜17：00

全席指定 Ａ3,500円 Ｂ2,500円
【問】練馬稲門会
☎ 070-3526-4179

（土） 17：30〜19：00

小

TEL
WEB

29日（土）18：00〜20：00
全席自由 3,000円
※1/29グランプリ大会チケット購入者は+1,000円で
入場可

（日） 14：00〜16：00

小

2

SWING BRASSスペシャルコンサート

大

早稲田大学交響楽団
ニューイヤーコンサート2022

（土） 14：00〜16：30

大

小

29

絵習字Ⓡ教室作品展2022

ねりぶんJAZZ
宮本貴奈『ワンダフル・ワールド』コンサート

（金・祝）15：00〜17：00

1

1

1

11

第9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 2022

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

大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 1-2月
ホ ゆめりあホール

ギ ゆめりあギャラリー

1

23

9

（日） 14：30〜16：30

ホ

1

24

（水） 18：00〜20：00

無料（要整理券）
【問】小澤
☎ 03-3978-1836

1

27

2

歌声喫茶ともしびin大泉学園

14

2

5

2

6

2

前田領愛 ヴァイオリンリサイタル

17

2

8

（火）

2

14

武蔵野音楽大学ユーフォニアム・テューバ
専攻生有志によるアンサンブルコンサート

（木） 18：00〜19：30

全席自由 一般2,500円 学生1,500円（未就学児入場不可）
【問】東京国際芸術協会
☎ 03-6806-7108

全席自由 前800円 当1,000円
【問】草野
☎ 070-6955-2786

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

2

19

EnsembleunitEgret東京公演

（土） 19：15〜21：00

全席自由 3,000円
【問】パウエルフルート
☎ 03-5339-8383

全席自由 一般1,500円 学生1,000円
【問】生越
☎ 080-2990-6470

ホ

2

バレンタイン音楽発表会

22

（日） 9：30〜11：40

ホ

全席自由 1,500円（要予約）
【問】川内
☎ 080-2878-1656

ホ

（土） 14：00〜16：00

ホ

ユーフォニアム・リサイタル

（月） 18：30〜20：00

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

（木） 19：00〜20：40

ホ

全席自由 2,500円
【問】トイアワセ
☎ 080-4334-0628

ホ

（月） 14：00〜16：00

ホ

坂口璃々己×及川竜平
マリンバソロ＆デュオリサイタル

2

コール JOY 演奏会（男声Wカルテット）

歌声喫茶ともしびin大泉学園
金子みすゞミニコンサート付

（火） 14：00〜16：15

自由入場 無料
【問】長尾
☎ 090-9553-5876

全席自由 3,000円
【問】ともしび音楽企画
☎ 03-6907-2731

ホ

東京都立大泉桜高等学校
第15回卒業制作展

2

26

re：birth
〜打楽器アンサンブルによるコンサート〜

（土） 16：00〜18：00

（月） 自由入場 無料
ギ 【問】瀬戸口
☎ 03-3978-1180

全席自由 一般2,500円 高校生以下1,500円
【問】成田
☎ 090-6706-8896

ホ

↑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

※こちらに掲載した情報は令和3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。

アンコール

2 0 2 1 . 12 -2 0 2 2 .1

チケットのお申込方法
電話予約
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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
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。

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）

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。

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

※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15日〜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15日から令和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12月発行／通巻第437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。

人との間隔を
十分とってください。

広

春風亭一之輔

春から
気になる
三人会

柳家三三
桃月庵白酒
好評発売中

手洗いに
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。

告

新春爆笑花形落語会
・春風亭
・

小遊三

三遊亭

小朝 ナイツ

2022年

1月26日（水）
2022年

1月12日（水）
開場17:30
開演18:30

S席 3,700円 A席 3,300円［Lコード：33325］
［Pコード：508-844］

開場19：00
開演19：30

好評発売中

S席 3,900円 A席 3,400円［Lコード：32195］
［Pコード：508-989］

練馬文化センター 大ホール「練馬駅」北口徒歩１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。＊未就学児のご入場はお断りいたします。

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 ■ 練馬文化センター 窓口販売（10時〜20時）

