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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桃月庵白酒

/ Vol.4 3 8

三遊亭小遊三

柳家三三

第147回練馬区民寄席 〜小遊三・白酒・三三〜
6/16（木）18：30開演 ｜ 練馬文化センター 大ホール
落語界の人気者が豪華揃い踏み！当代を代表する匠の話芸を心ゆくまでお楽しみください。
テレビでお馴染み明るいキャラクターで軽妙な語り口が人気の三遊亭小遊三、
出演：三遊亭小遊三、桃月庵白酒、柳家三三
滑らかな語り口で初心者から落語通までうならせる人気沸騰中の桃月庵白酒、
江戸家小猫 ほか
料金：全席指定 S席3,500円 A席2,500円
柳家の芸を継承し、聞くものを魅了する古典落語の名手 柳家三三による落語の
世界をたっぷりご堪能ください。
３月6日（日）10：00〜 予約受付開始 優 先 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2弾
ねりぶんJAZZ

クリヤ・マコト／納浩一／則竹裕之
〜アコースティック・ウェザー・リポート〜
5/5（木・祝）15：00開演 ｜ 練馬文化センター 小ホール

エリックミヤシロ

超一流ジャズメンが集結！
圧倒的技巧・生楽器で ウェザー・リポート を再現！
日本ジャズ界を知り尽くす高木信哉が、今、最も聴くべきミュージシャンを紹介する大好評
シリーズ。今回は1970年代フュージョン・バンドの最高峰“ウェザー・リポート”（ウェイン・
ショーター、
ジョー・ザビヌル、
ジャコ・パストリアスほか）
の楽曲を、
超一流ジャズメンが圧
倒的な技巧とアレンジでアコースティックジャズにリメイクする必聴のプロジェクトが初登場！
出演：クリヤ・マコト（ピアノ）、納浩一（ベース）、則竹裕之（ドラム）
ゲスト：エリック・ミヤシロ（トランペット）、中川英二郎（トロンボーン）
曲目：ジョー・ザビヌル（ウェザー・リポート）／バードランド、クリヤ・マコト／ディープイ
ンサイト、ハービー・ハンコック／アクチュアル・プルーフ ほか
料金：全席指定 3,500円

©KoichiMorishima

中川英二郎

２月27日（日）10：00〜 予約受付開始

優先

割 引 小学生

万作・萬斎狂言の会
〜しびり・川上・小傘〜
5/11（水）19：00開演 ｜ 練馬文化センター 小ホール
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。
主人の用を断るため、足が痺れて動けないと太郎冠者が嘘をつく「しび
り」。盲目の夫が、霊験あらたかという川上の地蔵に参詣することから始ま
る、人間と運命の対峙を描く異色の名作「川上」。僧と弟子に身をやつした
博奕打が、施物を盗もうと傘の小歌をお経のように唱えるところが聞きど
ころの「小傘」の狂言3番をお楽しみいただきます。
出演：野村万作、野村萬斎、石田幸雄、野村裕基、野村太一郎、月崎晴夫、
岡聡史、中村修一、内藤連、飯田豪、石田淡朗
演目：しびり、川上、小傘 解説：野村萬斎
料金：全席指定 5,000円
共催：万作の会

2月20日（日）10：00〜 予約受付開始

割 引 小学生
野村万作

野村萬斎

東京ニューシティ管弦楽団
第５回練馬定期演奏会

（2022年4月よりパシフィックフィルハーモニア東京）

6/4（土）14：00開演 ｜ 練馬文化センター 大ホール
うし だ とも は る

ピアノの貴公子『牛田智大』が奏でる魅惑のピアノコンチェルト
多くの演奏会で高く評価され、活躍する若き秀英ピアニスト『牛田智大』。昨年行われた世
界最高峰の舞台「ショパン国際ピアノ・コンクール」に出演し、その演奏は多くの聴衆を魅
了しさらに注目度が高まっています。
東京ニューシティ管弦楽団（パシフィックフィルハーモニア東京）との初共演は《ショパン/
ピアノ協奏曲第1番》
。
進化し続ける牛田智大が魂のこもったショパンをお届けいたします。
出演：飯森範親（指揮）、牛田智大（ピアノ）、
東京ニューシティ管弦楽団（パシフィックフィルハーモニア東京）
曲目：ショパン／ピアノ協奏曲第１番ホ短調作品11、ラヴェル／ボレロ ほか
料金：全席指定 SS席8,000円 S席6,000円 A席4,500円 B席3,500円 C席2,500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席除く）
（パシフィックフィルハーモニア東京）
共催：一般社団法人 東京ニューシティ管弦楽団
飯森範親 ⓒ山岸伸

牛田智大 ⓒAriga Terasawa

2月15日（火）10：00〜 インターネット受付開始

割 引 小学生 学生券

※予約受付初日の電話予約は東京ニューシティ管弦楽団（パシフィックフィルハーモニア東京）チケットオフィスまで。 ☎03-5726-9008（平日10〜18時）

第３回練馬文化センター
避難訓練コンサート
3/18（金）13：00開演 ｜ 練馬文化センター 大ホール
もしコンサート中に大震災が発生したら、その時あ
なたはどうする？
ホールスタッフの誘導により災害時の避難を実際に体験する、来場者参
加型の避難訓練コンサートです。VR防災体験車・起震車による災害疑似
体験や、AED体験などもご参加いただけます。
出演：警視庁音楽隊、警視庁音楽隊カラーガード（MEC）ほか
『主よ、人の望みの喜びよ』ほか
曲目：組曲「くるみ割り人形」より『花のワルツ』、
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（避難訓練コンサート）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）
・年齢 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や、
避難訓練時に配慮が必要な方はその内容、
未就学児・ひざ上鑑賞のお子様がいる場合は、
その年齢 ）
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】2月1日
（火）〜2月18日（金）必着

練馬区ジュニア・オーケストラ
第37回定期演奏会
3/20（日）14：00開演 ｜ 練馬文化センター 大ホール
結成37年、区内の小学生から20歳によるジュニア・オーケストラ
一年間の活動の集大成となるコンサート。みずみずしい感性と若者のパワーが織りなすハーモニーを
お聴きください！
出演：田邉賀一（指揮）、練馬区ジュニア・オーケストラ（管弦楽）
曲目：J.シュトラウス／喜歌劇『こうもり』序曲、C.M.シェーンベルク／『レ・ミゼラブル』セレクション、
アンダーソン／『アイルランド組曲』ほか
定員：500名（要チケット）※定員は変更になる場合があります。
料金：全席指定 無料
2月3日（木）10：00〜 申込開始（窓口・電話のみ）4歳以上 無 料

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
＜募集楽器＞
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：フルート、オーボエ、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

日時：4月16日（土）14：00〜
場所：生涯学習センター分館 4F音楽室

対象：練馬区在住・在学の小学4年生〜17歳（令和4年4月1日現在）

締 切 ：3月28日（月）必着
問合せ：練馬文化センター ☎03-3993-3311

詳細は練馬文化センターHPをご覧いただくか、お問合せください。

アフタヌーン・ミニコンサート４月
4/20（水）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！
30分間のミニコンサート♪
４月は大泉学園ゆめりあホールで開催します。弦楽トリオの華やかな音
色をお楽しみください。

依田真宣

小中澤基道

長谷川彰子

出演：依田真宣（ヴァイオリン）、小中澤基道（ヴィオラ）、
長谷川彰子（チェロ）
曲目：ドホナーニ／弦楽三重奏 第一楽章、久石譲／君をのせて ほか
定員：150名（要事前申込）※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（アフタヌーン４月）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】3月1日
（火）〜３月18日
（金）必着

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。

練馬文化センター イベントスケジュール 3-4月
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ねりま映画サロン 特別上映会
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全席指定 8,000円
【問】アイエス
☎ 03-3355-3553

3

24
大

4

ダンスフェスティバル太陽の子

30

24

無料（要整理券）
【問】スタジオF
hikari-b@hikaribaba.com

小

第41回
バレエクリスタル・ダンスO1研究生発表会

2

無料（要整理券）
【問】ダンスO1
☎ 03-5936-2882

小

第3回練馬文化センター
避難訓練コンサート

4

4

練馬区ジュニア・オーケストラ
第37回定期演奏会

7

30

TEL

大

パソコン絵画「彩り展」

（木）

4

10

（日）

ギ

自由入場 無料
【問】夢具箱
☎ 090-7400-1720

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●

全席自由 2,000円
【問】都山流関東支部
☎ 090-8021-7465

Hynemos Wind Orchestra
第14回定期演奏会
無料（要整理券）
【問】広報担当
hynemos.wind.orchestra@gmail.com

No.18 バレエ・モダンダンス春の祭典
（第61回 春の区民文化祭）
無料（要整理券）
【問】フジサトバレエ
☎ 090-2333-6181

東京音楽大学打楽器専攻有志による
アンサンブル演奏会
全席自由 1,000円
【問】東京音大打楽器科
☎ 090-2611-7497

マーラー・オーケストラ・トウキョウ
第1回 演奏会

（土） 14：00〜16：00

自由入場 無料
【問】練馬区民謡連盟
☎ 090-3081-8340

小

28
4

（日） 11：00〜19：00

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

4

小

練馬区民謡連盟春季民謡大会

3

都山流関東支部第88回尺八演奏会

（木） 18：30〜21：00

（土） 17：00〜20：00

自由入場 無料
【問】日芸音楽学科
☎ 03-5995-8240

自由入場 無料
【問】石泉ライオンズクラブ
yaji@ksjn.or.jp

（日） 16：00〜19：00

（水） 18：00〜20：00

4

第9回 東京石泉ライオンズクラブ
福祉音楽祭inねりま

（日） 14：00〜15：45

無料（要整理券）
【問】東京立正 事務所
☎ 03-3312-1111

小

日本大学芸術学部音楽学科／大学院
令和3年度 卒業演奏会・修了演奏会

4

（水） 18：00〜20：00

大

舟木一夫 芸能生活60周年記念コンサート

大

第60回記念東京立正中学高等学校
吹奏楽団 定期演奏会

30

自由入場 無料
【問】代表
☎ 080-8880-3459

（土） 12：00〜17：10

自由入場 無料
【問】黒川フラワー
☎ 090-2207-5150

3

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

全席指定 無料（要申込）
【問】練馬文化センター予約電話
☎ 03‐3948‐9000

小

3

全席自由 1,000円
【問】打楽器会
musashino.per@gmail.com

（日） 14：00〜15：15

21

和と洋の世界感を味わってみませんか

（木）

東京ミューズシンフォニックバンド
第42回定期演奏会

（木） 10：00〜16：00

3

（金） 13：00〜15：30

大

4

全席自由 前1,500円 当2,000円
【問】村松楽器販売
（株）
☎ 03-3367-6000

小

（月） 17：00〜21：00

小

東邦音楽大学フルートオーケストラ
“ベルソナ”
第28回定期演奏会

23

（月） 15：00〜17：30

大

大

（水） 19：00〜21：00

武蔵野音楽大学
打楽器専攻学生有志による
打楽器アンサンブル演奏会

（日） 14：00〜16：00

17

自由入場 無料
【問】事務局
☎ 080-1282-1049

（日） 13：30〜15：45

無料（要整理券）
【問】豊南高校吹奏楽部
☎ 03-3959-5511

3

無料（要事前申込）
【問】練馬区区民防災課
☎ 03-5984-2605

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

21

4

（月・祝）17：00〜19：30

大

令和3年度
練馬区防災功労者・功労団体表彰式
防災講演会

大

豊南高等学校吹奏楽部
第16回定期演奏会

3

（金） 18：30〜20：15

小

10

コンセール・リベルテ・オルケストル・
ドゥアルモニー 第18回定期演奏会

（日） 14：00〜16：00

全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】リバーダンス
☎ 080-3126-5944

小

（日） 13：00〜15：20

小

4

（日） 18：30〜20：30

全席自由 1,000円（当日券のみ）
【問】事務局
nisiikehp̲concert@yahoo.co.jp

①「五番町夕霧楼」10：00〜12：17
②「切腹」13：10〜16：00
（土） ③
「柳生一族の陰謀」16：50〜19：10
小
全席指定 各回500円（入替制）
【問】練馬文化センター予約電話
☎ 03-3948-9000

RIVER DANCE STUDIO
Special live performance

3

西池袋管弦楽団 第23回定期演奏会

●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

無料（要整理券）
【問】MOT事務局
☎ 090-5180-5985

大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 3-4月
ホ ゆめりあホール

3

2

ギ ゆめりあギャラリー

March×March
〜くにたち音大生歌曲ソリストコース〜

13：30〜16：00
（水） 全席自由 一般前1,000円 当1,200円
学生前800円 当1,000円
ホ
【問】歌ソリコンサート
☎ 080-9339-1133

3

2

（水）

5

プリンシパルプロジェクト

3

18

3

11

3

みんなの音楽会

19

3

3

22

12
ホ

3

13

（日）

ギ

3

14

3

窓口

全席自由 一般3,000円 学生2,500円
【問】十色
toiro.kotoensemble@gmail.com

16

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

室内楽の夕べ〜武蔵野音楽大学
ヴィルトゥオーゾコース卒業生による〜
全席自由 1,500円
【問】茂木
☎ 070-2611-1529

ともに歌う“日本のうた”コンサートVol.7

（水） 10：30〜11：40

ホ

3

16

全席自由 2,000円
【問】歌のいずみ
☎ 090-4197-9191

佐々木理子門下生による
第29回春のコンサート

（水） 16：00〜20：00

ホ

無料（要整理券）
【問】リコミュージック
☎ 090-9806-0792

4

15

25

ホ

4

塩入功司〜日本のうたコンサート〜

18

3

26

ホ

アンサンブル ロジエ デビューコンサート

混声合唱団オリオール第8回定期演奏会

（土） 14：30〜16：00

3

30
4

4

19
ホ

4

20

23
ホ

睦会「写真の集い」第22回写真展

窓口

【問】小槻
☎ 090-9645-6517

TEL
WEB

（木） 18：00〜20：00

全席自由 一般2,500円 学生1,500円
【問】菊田
☎ 080-5334-1648

ホ

↑北園
北野神社●

歌声喫茶ともしびin大泉学園
ロシアの歌ミニコンサート付き
全席自由 2,500円（要予約）
【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4月
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

FMMフライミートゥザムーン・バンド
春のコンサート
全席自由 500円
【問】中島
terry.nakajima999@gmail.com

（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

Harmonics 1stコンサート

7

全席指定 前4,000円 当4,500円
【問】アストロ音楽企画
astro.music.ofﬁce@gmail.com

チケット窓口販売

10

4

華麗なるGALA CONCERT vol.3

（土） 19：00〜21：30

（日） 自由入場 無料

ギ

全席自由 前1,200円 当1,500円
【問】
（株）現代ぷろ
☎ 03-5332-3991

（火） 14：00〜16：00

4

飯塚音楽スタジオ発表コンサート
自由入場 無料
【問】飯塚音楽スタジオ
☎ 090-1432-4029

（月）

4

ホ

（水） 13：45〜16：30

ホ

映画『われ弱ければ−矢嶋楫子伝』上映会

（水） 14：00〜14：30

全席自由 2,000円
【問】髙山
☎ 090-1707-9708

ホ

自由入場 無料
【問】イトウ
☎ 03-3924-3484

（月） 13：30〜16：00

全席自由 一般3,000円 学生1,500円（要整理券）
【問】髙橋
☎ 080-9639-1239

ホ

クォーレアンサンブル
第4回マンドリン演奏会

（金） ①10：30〜12：30 ②14：00〜16：00

（金） 19：30〜21：00

4

3

ゆり劇場小さなコンサート・
早川揺理門下生発表会

全席自由 大人4,000円 高校生以下1,000円
【問】オフィスマイレ
maile.izumi@gmail.com

ホ

（月） 18：30〜20：30

ホ

ホ

（火） 14：00〜16：00

自由入場 無料
【問】アンディアーモ
☎ 080-6586-9005

（土） 14：00〜16：00

13

全席自由 3,000円
【問】関
☎ 03-3923-6215

（水） 14：00〜15：40

自由入場 無料
【問】ゆり劇場
☎ 03-5984-5052

ホ

こんな今だから楽しみましょう！
女性アマチュア歌手達による
クラシック名曲コンサート

箏アンサンブル十色 コンサートvol.1
〜東京藝術大学卒業生が奏でる
和の響き〜

4

リーダーアーベント

（土） 14：30〜16：30

自由入場 無料
【問】木村
☎ 090-6345-5437

（金） 14：00〜16：30

ホ

ホ

全席自由 3,500円
【問】タナカ
☎ 03-3993-1677

ホ

関 敦子ピアノリサイタル

（金） 18：30〜20：30

（金） 19：00〜20：30

（土） 10：15〜11：30

ホ

8

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

ホ

3

3

18

4

歌声喫茶ともしびin大泉学園

（金） 14：00〜16：00

2日
（水）20：00〜20：50
3日（木）1 1：00〜1 1：50
全席自由
10,000円
（木）
ホ 【問】岩崎事務所
☎ 080-9503-7997

3

3

TEL

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

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4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。

アンコール

2022.2-3

チケットのお申込方法
電話予約

/ Vol.4 3 8

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4（2022）年2月発行／通巻第438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。

写真家橘蓮二 プロデュース 極（きわめる） Vol.11

三遊亭兼好・三遊亭萬橘
Ⅲ〜
〜俺たちの円楽党

二人会

3月9日（水）

2022年

2022年

開場18:00
開演18:30

3月2日（水）

ゲスト：
タブレット純
（歌謡漫談）

好評発売中

全席指定 3,700円［Lコード：32718］
［Pコード：509-684］

好評発売中

一時的な
入場制限に
ご協力ください。

柳家三三

告

独演会 初春

広

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。

開場18：00
開演18：30

全席指定 3,700円［Lコード：34970］
［Pコード：509-632］

練馬文化センター 小ホール「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 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）

