（公財）
練馬区文化振興協会

イベントスケジュール

１月11日（月・祝） 練馬ゆかりの名作映画会
14：00 開演
小ホール

１月16日㈯

14：00 開演
小ホール

１月17日㈰

割引

練馬区演奏家協会コンサート２本のヴァイオリンとチェロ・ピアノ 〜アンサンブルの楽しみ〜

割引

活動写真弁士と生演奏による無声映画上映会

割引

小学生

小学生

ゆめりあホール

上映作品：
「福寿草」
（監督：川手二郎／出演：江川なほみ ほか、1935 年／新興キネマ／ 67 分／ 35mm ／英語字幕付き）
演奏・出演：片岡一郎（活動写真弁士）、上屋安由美（ピアノ）、市川仁志（オーボエ）、益子侑（ヴァイオリン）、田中まさよし（パー
カッション） 全席自由：1000 円
※ミニ講座「練馬と映画の歴史」講師：片岡一郎（活動写真弁士）

１月30日㈯

TOKYO FM 夢のゴスペルコンサート vol.3

割引

乳幼児

第６回ゆめりあ若手寄席

割引

小学生

大ホール

１月31日㈰

14：00 開演
ゆめりあホール

２月７日㈰

〜 2016 大泉初春ハレの日〜

初春恒例「ゆめりあ若手寄席」
。当日に会場周辺の協力店でチケットを提示すると、 ほっこりサービス も受けられます。
出演：古今亭菊太楼（真打ち）
、春風亭ぴっかり（二ツ目）
、林家楽一（紙切り） 全席自由：1,500 円

ねりま若者文化祭ライブパフォーマンス 2016

大ホール

練馬で活躍する若者たちの熱いステージにご期待ください !!
出演：公募で選ばれた【軽音楽部門】13 組【ダンス・パフォーマンス部門】18 組
全席自由：500 円（※ 18 歳以下の方は無料チケットを窓口でお受け取り下さい）

２月13日㈯

全日本ポップス＆ジャズバンドグランプリ大会

２月14日㈰
10：00 開演
大ホール

２月13日㈯

19：00 開演
大ホール

２月21日㈰
２月26日㈮

18：30 開演
小ホール

３月13日㈰

14：00 開演
大ホール

福寿草 東京国立近代美術館
フィルムセンター所蔵作品

完全参加型のゴスペルコンサート、1200 人の心がひとつになる興奮の瞬間をぜひ体験してください！
出演：Skoop On Somebody、Sounds From Above ほか
全席指定：一般 3,500 円 小中学生 1,000 円 ※未就学児ひざ上無料（座席が必要な場合 1,000 円）

11：00 開演

14：00 開演

網走番外地（C）東映

息の合った姉妹のヴァイオリンにチェロとピアノ。土曜の午後を華やかに彩る練馬区演奏家協会会員たちによるコンサートです。
出演：神野優子（ヴァイオリン）
、宮林陽子（ヴァイオリン）
、羽川真介（チェロ）
、渚智佳（ピアノ）
曲目：サン＝サーンス／白鳥、J. シュトラウス／ワルツ「ウィーンの森の物語」 ほか
全席自由：1,000 円

14：00 開演

15：30 開演

〜 ALL JAPAN SWING BRASS SUPER LIVE 2016 〜

割引

乳幼児

割引

小学生

割引

小学生

全国の小・中・高校の実力バンドの熱気ある演奏で、全ての観客に希望と感動を！
13 日㈯ 14：00 ソロ・アドリブ部門、団体部門
14 日㈰ 10：00 団体部門
各日 全席自由：2,000 円

SWING BRASS スペシャルコンサート

デビット・マシューズ、前田憲男、スインギー奥田、ザ・ブルースカイビッグバンド＆ウィンズに加え、高校吹奏楽の雄、東海大学附属
高輪台高等学校と浜松海の星高等学校吹奏楽部による華やかなステージ。
全席自由：3,000 円
※ 2 月 13 日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。

ねりま☆ふれあいこどもまつり

詳しくは P3 をご覧ください。

谷口英治＆ Gentle Forest Jazz Band

スウィングからモダンへ

割引

小学生

出演：谷口英治（Cl）
、Gentle Forest Jazz Band ※本公演は「Gentle Forest Sisters」の出演はございません。
企画・司会：瀬川昌久
曲目：
【コンボ】エアメイル・スペシャル／フライング・ホーム【ビッグバンド】ビギン・ザ・ビギン ほか
全席指定：3,000 円

練馬交響楽団スプリングコンサート
〜 from シェイクスピア（− 1616）〜

春の 夢・物語

割引

小学生

出演：松尾葉子（指揮）
、渡邊史（ソプラノ）
、堺裕馬（バリトン）
、練馬交響楽団
曲目：メンデルスゾーン／劇付随音楽「真夏の夜の夢」より、チャイコフスキー／幻想序曲「ロメオとジュリエット」ほか
全席自由：1,000 円

優先 練馬文化センター友の会会員へ優先予約受付を行います。

電話予約
インターネット販売

チケットのお申し込み

窓口販売

小学生 未就学児はご入場できません。

練馬文化センター

割引 練馬文化センター友の会会員は１割引きで購入できます。（各公演 2 枚まで）

乳幼児 乳幼児もご入場いただけます。

１階 チケットカウンター

学生券 当日開場時に残席がある場合、学生証等の提示で半額で購入できます。

大泉学園ゆめりあホール

５階 事務室受付

※予約受付開始日の翌日午前 10 時から、窓口での販売およびお引換えを致します。この前に完売となった場合、窓口での販売はございません。
※どちらも営業時間は 10：00 〜 20：00 です。
練馬文化センターチケット予約専用電話

03 - 3948 - 9000 （10：00〜 17：00）※チケットのお引換方法は以下のいずれかをお選びください。

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に直接お越しください。
郵便振替…予約専用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）
を下記口座までご入金ください。
払込口座記号番号…00140‐9‐290811 加入者名…株式会社 共立 練馬文化センター ※払込手数料はお客様のご負担となります。

https://yoyaku.cultos-y.jp/neribuni/reserve/gin̲init

上記のご案内ページにあるご利用方法をよくお読みいただき、インターネットチケット販売のページへお進みください。
※電話予約受付開始日の翌日午前10時からご利用いただけます。この前に完売となった場合、インターネットでの販売はございません。
※インターネットでの購入には、ネット会員登録が必要です（登録無料・要メールアドレス）
。また、お支払いはクレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、American Express）１回払いのみとさせ
ていただきます。その際、１公演につき 400 円の手数料がかかります。

練馬文化センター友の会
特典１

小学生

上映作品：
「愛怨峡 ( あいえんきょう )」
（監督：溝口健二／出演：山路ふみこ ほか／ 1937 年／新興キネマ／ 89 分／モノクロ／
35mm）
「網走番外地」
（監督・脚本：石井輝男／出演；高倉健 ほか／ 1965 年／東映／ 91 分／モノクロ／ 35㎜）
２作品通し券全席指定：900 円
※併映 日本大学芸術学部映画学科卒業制作作品 11:30 〜入場無料「背伸びした景色」
（20 分）
、
「屋上からの飛び方」
（26 分）

会員募集中！

情報誌「アンコール +」を毎月、ご自宅に郵送します。

練馬区文化振興協会が主催・共催する公演のチケットを１公演
特典２
につき 2 枚まで１割引で購入できます。

練馬文化センター友の会会員になって、様々な公演をより身近に、お得に
楽しみませんか。

◆有効期間：1 年間
◆入会方法 窓

◆年 会 費：2,000 円

口：練馬文化センター 1 階 チケットカウンター
大泉学園ゆめりあホール 5 階 事務室受付
郵便振込：郵便局に備え付けの払込用紙に①友の会入会希望②住所③氏名④電話番
特典３ 練馬区文化振興協会が主催・共催する練馬文化セン
号を記入の上、下記の口座に年会費および会員証郵送料として 2,100
ターでの公演のチケットを一般発売前に予約できます。
円をお振込ください。 払込口座記号番号：00140 - 9 - 290811
※申込多数の場合は抽選。座席の指定はできません。
加入者名：株式会社 共立 練馬文化センター
※一部の公演を除きます。
◆問 合 せ：練馬区文化振興協会 ☎03 - 3993 - 3311

車いす席・難聴者イヤホン
ご利用について
練馬区文化振興協会が練馬文化セ
ンター・大泉学園ゆめりあホール
で開催する主催・共催公演では、
車いす席・難聴者用イヤホンをご
用意しております。詳しくは、チ
ケットをお求めの際などに係員に
お尋ねください。

練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール １・２月
練馬文化センター
…大ホール

…小ホール

…ギャラリー

１月
スズキ・メソード トゥインクル音楽院
2016 ニューイヤーコンサート
６ ６日㈬ 13:00 〜 16:00
水 無料 要整理券
【問】www.suzukimethod-shinagawa.com/
☎ 049-231-3153
三遊亭円楽 ・春風亭昇太 ・林家たい平
三人会
８
８日㈮ 13:30 〜 15:30
金
全席指定 Ｓ席 3,800 Ａ席 3,300
【問】㈱夢空間 ☎ 03-5785-0380
柳家喬太郎・桃月庵白酒・春風亭一之輔
三人会
９
９日㈯ 19:30 〜 21:30
土
全席指定 Ｓ席 3,600 Ａ席 3,200
【問】㈱夢空間 ☎ 03-5785-0380
映画誕生 120 周年企画
練馬ゆかりの名作映画会
11
11 日㈪ 14:00 〜 18:00
月
全席指定 900
【問】練馬区文化振興協会 ☎ 03-3948-9000
２本のヴァイオリンとチェロ・ピアノ
〜アンサンブルの楽しみ〜
16
16 日㈯ 14:00 〜 16:00
土
全席自由 1,000
【問】練馬区文化振興協会 ☎ 03-3948-9000
慰安婦と朝鮮半島との関わり（その１）
パネル展
16
16 日㈯・17 日㈰
土
自由入場 無料
【問】歴史研究会 ☎ 080-8492-9483
巖淵真理メゾソプラノリサイタル
17 日㈰ 14:00 〜 16:15
17
全席指定 3,000 高校生以下 2,500
日
【問】スタジオ・ジラソーレ（イワブチ）
☎ 080-4428-7405
22
金

ねりま小中一貫教育フォーラム
22 日㈮ 13:45 〜 16:00
無料（要事前申込）
【問】練馬区教育企画課 ☎ 03-5984-1034

ねりま小中一貫教育フォーラム ･ パネル展示
区立小中学校における小中一貫教育の取組
22
22 日㈮
金
自由入場 無料
【問】練馬区教育企画課 ☎ 03-5984-1034
DANCING HEART 2016
24 日㈰ 13:00 〜 15:00 ／ 17:00 〜 19:00
24
日 全席指定 前売 3,800 当日 4,500
【問】発表会窓口 ☎ 03-3365-0304
第 21 回 輝け！歌の祭典 紅白歌合戦
28 日㈭ 11:00 〜 13:30 ／ 15:30 〜 18:00
28
木 全席指定 6,000
【問】日本歌手協会 ☎ 03-6280-4230
TOKYO-FM 夢のゴスペルコンサート vol.3
30 日㈯ 15:30 〜 17:30
30
全席指定 大人 3,500
土
小中学生 1,000
【問】練馬区文化振興協会 ☎ 03-3948-9000
30
土

FROMOZMIX vol.5
30 日㈯ 15:00 〜 17:00 ／ 18:30 〜 20:30
全席指定 2,500
【問】REMIX ☎ 03-5936-5379（FAX）

31
日

2016 新入学おめでとう大会
31 日㈰ 14:00 〜 16:00 要招待券
【問】おめでとう大会事務局 ☎ 03-3289-2640
武蔵野音楽大学附属江古田音楽教室

31 サンデーコンサート
日 31 日㈰ 13:00 〜 16:00

【問】江古田音楽教室

自由入場 無料
☎ 03-3994-7536

２月
３
水

ECOPETS デビューコンサート
3 日㈬ 19:00 〜 21:00
全席自由 前売 2,000 当日 2,500 他
【問】ECOPETS ☎ 090-4941-1385

６
土

慰安婦と朝鮮半島との関わり（2）パネル展
6 日㈯
自由入場 無料
【問】歴史研究会 ☎ 080-8492-9483

ねりま若者文化祭
ライブパフォーマンス 2016
７
７日㈰ 11:00 〜 19:00
日
全席自由 500 18 歳以下無料
【問】練馬区文化振興協会 ☎ 03-3948-9000
東京藝術大学ユーフォニアム・チューバ科
アンサンブル演奏会
10
10 日㈬ 19:00 〜 20:45
水
全席自由 前売 1,000 当日 1,500
【問】宮島 ☎ 080-4159-3257
11
木

ニューイヤーズコンサート 2016
11 日㈭ 17:00 〜 19:30
指定席 3,500 自由席 2,000
【問】練馬稲門会事務局 ☎ 03-3993-4831

11
木

ハンガリー国立舞踊団
11 日㈭ 14:00 〜 16:00
全席指定 Ｓ席 前売 4,500 当日 5,000
【問】フォークロール ☎ 042-679-3837

武蔵野音楽大学クラリネット専攻生有志による

25 演奏会
木 25 日㈭ 18:30 〜 20:30

【問】クラリネット会

全席自由 900
☎ 090-8978-6840

谷口英治＆ Gentle Forest Jazz Band
スウィングからモダンへ
26
26 日㈮ 18:30 〜 20:30
金
全席指定 3,000
【問】練馬区文化振興協会 ☎ 03-3948-9000

大泉学園ゆめりあホール
…ゆめりあホール

…ゆめりあギャラリー

１月
Sonor Atelier 8 hands
ニューイヤーコンサート
８ ８日㈮ 19:00 〜 21:00
金 全席自由 一般前売 3,000 他
小中高生前売 2,000 他
【問】ソノルアテリエ ☎ 090-3985-0971
10
日

ピアノ発表会
10 日㈰ 17:30 〜 20:00
自由入場 無料
【問】唐木 ☎ 090-5335-6915

映画誕生 120 周年企画
「懐かしの名作映画ポスター」＆
15
「映画のまち、大泉」展
金
15 日㈮〜 21 日㈭ 自由入場 無料
【問】文化振興係 ☎ 03-5984-1284
映画誕生 120 周年企画
トーク・ライブ「夢を見るから人生は輝く」
16 日㈯ 14:00 〜
16
土 自由入場
無料（要事前申込）
【問】文化振興係 ☎ 03-5984-1284

第３回全日本ポップス＆ブラスバンドグランプリ大会
13 日㈯ 14:00 〜 16:00 ソロ・アドリブ部門、
団体部門
13
土
14 日㈰ 10:00 〜 12:00 団体部門
全席自由 各日 2,000
【問】練馬区文化振興協会 ☎ 03-3948-9000

映画誕生 120 周年企画
活動写真弁士と生演奏による無声映画上映会
17
17 日㈰ 14:00 〜 15:45
日
全席自由 1,000
【問】練馬区文化振興協会 ☎ 03-3948-9000

SWING BRASS スペシャルコンサート
13 日㈯ 19:00 〜 21:00
13
全席自由 3,000 13 日グランプリ大会チケッ
土
トの購入者は 1,000 円で入場できます。
【問】練馬区文化振興協会 ☎ 03-3948-9000

20
水

歌声喫茶ともしび in 大泉学園
20 日㈬ 9:50 〜 11:30
全席自由 2,000
【問】ともしび音楽企画 ☎ 03-6907-3801

20
水

佐藤昌仁・鈴木孝佳 ジョイントコンサート
20 日㈬ 19:00 〜 21:30
全席自由 一般 2,000 小・中学生 1,000
【問】佐藤 ☎ 080-1853-2552

23
土

第 28 回 REN の会
23 日㈯ 14:00 〜 20:00
自由入場 無料
【問】REN の会 ☎ 049-296-3873

24
日

第 12 回 NEWS リトルアーティスト展
24 日㈰ 自由入場 無料
【問】NEWS 大泉学園 ☎ 03-5933-0801

25
月

東京都石神井学園・地域子育て公開講座
25 日㈪ 13:00 〜 15:00
自由入場 無料
【問】東京都石神井学園 ☎ 03-3996-4191

恋はやさし野辺の花よ
オペレッタで紡ぐあなたの物語
15
15 日㈪ 14:00 〜 16:00
月
全席指定 S 席 5,000 Ａ席 4,500 他
【問】tnco チケット ☎ 03-5933-3266
19
金

立教大学交響楽団 2015 年度卒業記念演奏会
19 日㈮ 19:00 〜 21:00
全席指定 500
【問】渉外 ☎ 080-5145-1065

20
土

コール・キャロット 第 10 回演奏会
20 日㈯ 14:00 〜 16:00
自由入場 無料
【問】内藤・田口 ☎ 03-3970-1183

東京ウインドハーモニーオーケストラ
第 16 回定期演奏会
21
21 日㈰ 14:00 〜 16:15
日
全席自由 前売 500 当日 700
【問】田中 ☎ 080-5466-1011
21
日

ねりま☆ふれあいこどもまつり 空の村号
21 日㈰ 16:00 〜 17:30
全席自由 大人 2,500 ４才〜高校生 1,500
【問】ねりま子ども劇場 ☎ 080-7008-4775

新春歌い初めコンサート
桜台ラ・ムジカに集う
28 17 才から 80 才までの心の歌を
木 28 日㈭ 18:30 〜 21:30
全席自由 500
【問】ラ・ムジカ ☎ 03-3992-7604

→次ページに続く

29
金

医療・介護・組合員交流集会
29 日㈮ 14:00 〜 16:30
自由入場 無料
【問】大泉生協病院 ☎ 03-5387-3111

12
金

30
土

琉球古典芸能と空手の集い
30 日㈯ 13:00 〜 16:00
自由入場 無料
【問】寺本さやか三線教室 ☎ 090-1791-5332

13 オペラ「森は生きている」
土 13 日㈯ 13:00 〜 16:20

ミューズ・アンサンブル
【問】事務局

第６回 ゆめりあ若手寄席
〜 2016 大泉初春ハレの日〜
31
31 日㈰ 14:00 〜 15:30
日
全席自由 1,500
【問】練馬区文化振興協会 ☎ 03-3948-9000

13
土

コミック防災音楽劇『御近所絆物語』
３日㈬ 14:00 〜 16:00 ／ 18:30 〜 20:30
全席自由 大人 3,000 小学生以下 1,000
【問】ＢＯＮ事務局 ☎ 03-3922-2945

９
火

O/C S Trombone Quartet 2nd Concert
９日㈫ 19:00 〜 20:45
全席自由 一般 2,000 学生 1,500
【問】O/C S 事務局 ☎ 080-1242-6910

９
火

第９回都立大泉桜高等学校卒業制作展
９日㈫〜 15 日㈪
自由入場 無料
【問】都立大泉桜高校 ☎ 03-3978-1180

11
木

フルート独奏団「ナナカマド」第 11 回発表会
11 日㈭ 13:00 〜 16:30
自由入場 無料
【問】ナナカマド ☎ 03-5936-8682

20
土

第 10 回公演

17
水

アンゲネーム管弦楽団 第９回室内楽演奏会
20 日㈯ 19:00 〜 21:00
全席自由 500
【問】宣伝係 angenehm̲information@yahoo.co.jp

北端祥人＆守重結加
ピアノ・ジョイントリサイタル
22
22 日㈪ 19:00 〜 21:00
月
全席自由 一般 2,500 学生 2,000
【問】事務局 ☎ 03-3557-4511

全席自由 1,000
☎ 080-5014-7632

Teatro Dolce Giglio コンサート vol.5
13 日㈯ 19:00 〜 21:00
全席自由 大人 2,000 小人 1,000
【問】ドルチェジーリョ teatro.dolce.giglio@gmail.com

第７回武蔵野音楽大学
ファゴット専攻生有志による
26 ファゴットアンサンブル演奏会
金 26 日㈮ 18:30 〜 20:30
全席自由 1,000
【問】小室 ☎ 080-1142-0443

大泉バロック 第４回！愛の名曲コンサート
16 日㈫ 14:30 〜 16:30/19:00 〜 21:00
16
全席自由 ペアチケット 5,000
火
一般前売 3,000 他
【問】ペルラムージカ ☎ 090-4455-9613

２月
３
水

バレンタイン・ハートフルコンサート Part15
12 日㈮ 19:00 〜 21:00
全席自由 3,000
【問】パウエルフルート ☎ 03-5339-8383

第８回日本大学芸術学部音楽学科
クラリネット専攻生有志による定期演奏会
29
29 日㈪ 18:00 〜 20:45
月
自由入場 無料
【問】宮谷 ☎ 080-5504-0692

歌声喫茶ともしび in 大泉学園
17 日㈬ 9:50 〜 11:30 全席自由 2,000
【問】ともしび音楽企画 ☎ 03-6907-3801

桐朋学園大学トロンボーン専攻生による
トロンボーンアンサンブルコンサート
17
17 日㈬ 19:00 〜 21:00
水
全席自由 800
【問】トロンボーン科 ☎ 090-4721-8103

…チケット窓口販売

小出裕章・佐々木真・新垣隆 による
メソンレクチャー＆コンサート
19 日㈮ 15:00 〜 17:00/19:00 〜 21:00
19
全席自由 一般 3,000
金
学生・障がいのある方・
日本フルート協会員 2,000
【問】みゆずメソン ☎ 048-477-1313

各ホールの窓口で販売しております（10：00〜20：00）
。
お電話での予約、公演会場以外の施設での購入はでき
ません。

…チケット予約・販売
予約専用電話
03-3948-9000（10：00 〜 17：00）
各ホール窓口（10：00 〜 20：00）
協会ＨＰ
（http://www.neribun.or.jp）にて発売して
おります。

こちらに掲載した情報は平成27年12月17日現在のものです。
主催者が希望した催しについて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 が出る場合があります。詳しくは、各主催者へ直接お問合せください。

練馬文化センター

大泉学園ゆめりあホール

所在地
東京都練馬区練馬 1-17-37

所在地
東京都練馬区東大泉 1-29-1

電話：03-3993-3311

電話：03-5947-2351

交通案内
西武池袋線・西武有楽町線
都営大江戸線「練馬」駅下車
徒歩 1 分

交通案内
西武池袋線「大泉学園」駅
下車徒歩 1 分

石神井公園ふるさと文化館

応募方法
往復はがきの場合

往信の裏面に①〜④、返信の表面に住所・氏名
をご記載の上、各館宛に郵送

〈返信の表面〉
〈往信の裏面〉 〈往信の表面〉
〈返信の裏面〉
●●● ●●●●

③郵便番号
住所

記載不要

［開館時間］10：00 〜 18：00
［休 館 日］月曜日、年末年始
（12 月 28 日（月）〜１月 4 日（月）
）

所在地
〒176-0021 東京都練馬区貫井 1-36-16
交通案内
西武池袋線「中村橋」駅下車徒歩 3 分
ホームページ http://www.neribun.or.jp/museum/
03-3577-1821

往信

設 名

練馬区立美術館

・
②氏名（ふりがな）
年令（学年）

各施設所在地

［開館時間］９：00 〜 18：00
［休 館 日］月曜日、年末年始
（12 月 28 日（月）〜１月 4 日（月）
）

所在地
〒177-0045 東京都練馬区石神井台 1-33-44
石神井松の風文化公園管理棟内
交通案内
西武池袋線「石神井公園」駅下車徒歩 15 分
ホームページ
http://www.neribun.or.jp/furusato/
03-5372-2572

所

名

石神井公園ふるさと文化館分室

①イベント・
講座名

施

郵便番号

住

返信

氏

所在地
〒177-0041 東京都練馬区石神井町 5-12-16
交通案内
西武池袋線「石神井公園」駅下車徒歩 15 分
ホームページ
http://www.neribun.or.jp/furusato/
03-3996-4060

④電話番号

メールの場合

本文に①〜④を記載し、件名にイベント・講座
名をご記載の上、メールを送信。
ふるさと文化館：event-furusato@neribun.or.jp
ふるさと文化館分室：event-bunshitsu@neribun.or.jp
練馬区立美術館：event-museum@neribun.or.jp

電話の場合

各館電話により申込み。

ホームページの場合

各館ホームページの申込みフォームから申込み。

共通事項
①イベント・講座名・開催日など
②氏名（ふりがな）・年令（学年）
③郵便番号・住所
④電話番号（メールの場合はメールアドレスも）

