






◆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
※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。

https://yoyaku.cultos-y.jp/neribuni/reserve/gin_init
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。
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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。

会員募集中！会員募集中！練馬文化センター友の会 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。

車いす席・難聴者イヤホン
ご利用について

  特典１ 情報誌「アンコール+」を毎月、ご自宅に郵送します。　

  特典２ 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公演につき2枚まで１割引で購入できます。
  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

ターでの公演のチケットを一般発売前に予約できます。
※申込多数の場合は抽選。座席の指定はできません。　
※一部の公演を除きます。

◆有効期間：1 年間　　◆年 会 費：2,000 円
◆入会方法　窓　　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
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
円をお振込ください。　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

◆問 合 せ：練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311

優先 割引
小学生 乳幼児 学生券

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。

未就学児はご入場できません。 乳幼児もご入場いただけます。 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。

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）

（公財）練馬区文化振興協会　イベントスケジュール

１月30日㈯
15：30開演
大ホール

TOKYO FM 夢のゴスペルコンサート vol.3 割引  乳幼児
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）

１月31日㈰
ゆめりあホール 第６回ゆめりあ若手寄席　～2016大泉初春ハレの日～ 完売御礼

２月７日㈰
11：00開演
大ホール

ねりま若者文化祭ライブパフォーマンス 2016 割引  乳幼児
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㈯
14：00開演
２月14日㈰
10：00開演
大ホール

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 2016 ～ 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

２月13日㈯
19：00開演
大ホール

SWING BRASS スペシャルコンサート 割引  小学生
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。

２月21日㈰
16：00開演
小ホール

参加！体験！感動！　～舞台芸術とワークショップ～　ねりま☆ふれあいこどもまつり
劇団仲間「空の村号」第48回 斎田喬戯曲賞受賞作品 乳幼児
全席自由：4歳～高校生：1,500円　大人：2,500円　　保育：800円（定員6名・要予約）
※申込み・問合せ：ねりま子ども劇場事務局　TEL：080-7008-4775（平日10:00～ 17:00）、nerima.kogeki@gmail.com、
　練馬文化センター窓口（チケット扱いのみ）
同日に公演やワークショップを開催。詳しくはお問い合わせください。

２月26日㈮
18：30開演
小ホール

谷口英治＆Gentle Forest Jazz Band“スウィングからモダンへ” 割引  小学生
詳しくはP3 をご覧ください。

３月12日㈯
14：00開演
ゆめりあホール

第 45回ゆめりあワンコイン・コンサート ピアノでたどるブラームスの人生 割引  小学生
ブラームスの作品がもつイメージとは違った一面を、ソロ・連弾のピアノ演奏にのせて、親しみやすいトークとともにお届けします。　　
出演：猪狩雄斗（ピアノ）、白河俊平（連弾ゲスト）
曲目：ブラームス ／創作主題による変奏曲 Op.21-1、ハンガリー舞曲集より 第1.4.5.6番（連弾）、２つのラプソディ Op.79　ほか
全席自由：500円

３月13日㈰
14：00開演
大ホール

練馬交響楽団スプリングコンサート　春の 夢・物語 ～ from　シェイクスピア（－ 1616）～ 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

４月８日㈮
19：00開演
ゆめりあホール

練馬区演奏家協会コンサート 中井恒仁＆武田美和子　ピアノデュオリサイタル 割引  小学生
聴き覚えのある親しみやすい曲を中心に、豊富な経験を持つ二人がピアノにおけるクラシック音楽の魅力をお伝えします。
出演：中井恒仁、武田美和子（ピアノ）　　曲目：リスト／ラ・カンパネラ、ショパン／英雄ポロネーズ　ほか
全席自由：1,000円

７月１日㈮
18：30開演
大ホール

ローマ・イタリア歌劇団「ラ・ボエーム」 割引  小学生
詳しくはP3 をご覧ください。



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 ２・３月

練馬文化センター
…大ホール　 …小ホール　 …ギャラリー

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

７
日

ねりま若者文化祭ライブパフォーマンス 2016
　７日㈰ 11:00 ～ 19:00
　全席自由 500　18歳以下無料 
　【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3948-9000

10
水

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日㈬ 19:00 ～ 20:45
　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

13
土

第３回全日本ポップス＆ジャズバンドグランプリ大会
　 13 日㈯ 14:00 ～ 16:30 ソロ・アドリブ部門、団
体部門
　14日㈰ 10:00 ～ 16:30 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

13
土

SWING BRASS スペシャルコンサート
　13日㈯ 19:00 ～ 21:00 
　 全席自由3,000　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。
　【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3948-9000

15
月

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日㈪ 14:00 ～ 16:00
　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

21
日

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日㈰ 14:00 ～ 16:15
　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

25
木

武蔵野音楽大学
クラリネット専攻生有志による演奏会
　25日㈭ 18:30 ～ 20:30　全席自由900
　【問】クラリネット会　☎ 090-8978-6840

26
金

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

３月

１
火

第 36回武蔵野音楽大学トロンボーン専攻生有志に
よるトロンボーンアンサンブルの夕べ
　１日㈫ 18:30 ～ 20:30
　全席自由　前売 800　当日 1,000
　【問】武蔵野音大Ｔｂ会　☎ 090-4973-2777

５
土

練馬女声コーラス　第 15回定期演奏会
　５日㈯ 15:00 ～ 17:20
　要チケット（チラシ）無料
　【問】齊藤　☎ 03-3992-1391

６
日

平成 27年度練馬区防災功労者・功労団体表彰式
防災講演会
　６日㈰ 13:00 ～ 15:30　自由入場　無料
　【問】練馬区区民防災課　☎ 03-5984-2601

７
月

武蔵野音楽大学サクソフォーン専攻生有志による
サクソフォーンアンサンブル演奏会
　７日㈪ 18:30 ～ 21:00
　全席自由　前売 900　当日 1,000
　【問】サクソフォーン会　☎ 080-1996-8465

８
火

武蔵野音楽大学打楽器専攻生有志による
打楽器アンサンブル演奏会
　８日㈫ 18:00 ～ 20:00　全席自由 1,000 
　【問】打楽器会　☎ 080-8245-7897

９
水

平成 27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
　９日㈬ 17:00 ～ 20:15　自由入場　無料
　【問】日本大学芸術学部　☎ 03-5995-8240

12
土

慰安婦と朝鮮半島との関わり（3）パネル展
　12日㈯・13日㈰　自由入場　無料
　【問】歴史研究会　☎ 080-8492-9483

13
日

練馬交響楽団スプリングコンサート　
春の 夢・物語 fromシェイクスピア（-1616）
　13日㈰ 14:00 ～ 16:00　全席自由 1,000 
　【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3948-9000

13
日

エール管弦楽団デビューコンサート
～桐朋学園大学生中心の新しいオーケストラ～
　13日㈰ 13:30 ～ 16:00
　全席自由 1,500 
　【問】楽団ＨＰ：http://aileorchestra.wix.com/aileorchestra

15
火

ネリロウレンカヨウタイカイ
　15日㈫ 10:30 ～ 15:30　自由入場　無料
　【問】老人クラブ連合会　☎ 03-6914-5125

16
水

東京都フォークダンス連盟 55周年記念大会　
発表会
　16日㈬ 13:00 ～ 16:00　自由入場　無料
　【問】都ＦＤ連盟事務局　☎ 03-3796-7811

16
水

落語教育委員会
　16日㈬ 19:00 ～ 21:00　全席指定 3,600 
　【問】㈱夢空間　☎ 03-5785-0380

17
木

椋木めぐみアトリエ・ドゥ・バレエ 2016 舞台実習
　17日㈭ 18:15 ～ 20:00　自由入場　無料
　【問】ムクノキ　☎ 090-9848-3664

17
木

日本大学芸術学部音楽学科　平成 27年度　卒業演奏会
　17日㈭ 18:00 ～ 21:00　自由入場　無料
　【問】日芸音楽学科　☎ 03-5995-8240

18
金

佐々木理子門下生による第 23回春のコンサート
　18日㈮ 19:00 ～ 20:20　要整理券　無料
　【問】リコミュージック　☎ 090-9806-0792

20
日

オータムリーフ管弦楽団　第 11回定期演奏会
　20日㈰ 18:00 ～ 20:00
　全席自由　前売 900　当日 1,000
　【問】代表　☎ 090-9152-5325

20
日

ＥＭＩレコーズ・ジャパン民謡の会・民謡の祭典
　20日㈰ 13:00 ～ 16:00　全席指定 5,000
　【問】ＥＭＩ民謡事務局　☎ 03-3957-6652

21
月

Orchestra Da Vinci 第２回定期演奏会
　21日㈪ 14:00 ～ 16:00　全席自由 1,000 
　【問】事務局ファックス　☎ 03-6866-5837

21
月

緑桜会　泉　徳緑朗日本舞踊教室
　21日㈪ 13:00 ～ 18:00　自由入場　無料
　【問】緑桜会　　☎ 090-8745-3038

22
火

豊昭学園吹奏楽部　第 18回定期演奏会
　22日㈫ 18:00 ～ 21:00　自由入場　無料
　【問】豊昭学園吹奏楽部　☎ 03-3988-5511

22
火

アンサンブル瑠璃・女声合唱 豊島合同コンサート
　22日㈫ 14:00 ～ 15:30　要整理券　無料
　【問】女声合唱 豊島　☎ 03-3951-5165

23
水

第 28回淑徳巣鴨中学・高等学校吹奏楽部　
定期演奏会
　23日㈬ 18:00 ～ 20:30　自由入場　無料
　【問】淑徳巣鴨中高　☎ 03-3918-6451

24
木

東京家政学院中学高等学校吹奏楽部　
第 23回定期演奏会
　24日㈭ 13:30 ～ 16:00　自由入場　無料
　【問】長尾　☎ 03-3262-2256

25
金

第 57回　早稲田大学高等学院吹奏楽部　定期演奏会
　25日㈮ 17:30 ～ 21:00　自由入場　無料
　【問】宮崎　☎ 090-7723-8749

26
土

豊南高等学校吹奏楽部　第 11回定期演奏会
　26日㈯ 17:30 ～ 20:30　自由入場　無料
　【問】豊南高等学校　☎ 03-3959-5511

26
土

第 14回　のむらみちよ音楽教室発表会
　26日㈯ 10:00 ～ 19:30　自由入場　無料
　【問】野村　☎ 090-7710-7567

27
日

練馬区ジュニア・オーケストラ　第 31回定期演奏会
　27日㈰ 14:00 ～ 15:45　自由入場　無料
　【問】生涯学習センター分館　☎03-3904-4881

28
月

芝浦工業大学中学高等学校吹奏楽部
第 14回定期演奏会
　28日㈪ 13:30 ～ 15:00　自由入場　無料
　【問】嶋津　☎03-5994-0721

29
火

第 38回都立大泉高校・大泉高校附属中学校
吹奏楽部　定期演奏会
　29日㈫ 18:00 ～ 21:30　自由入場　無料
　【問】都立大泉高等学校　☎ 03-3924-0318

29
火

第 47回　太陽の子の舞踊会
　29日㈫ 17:30 ～ 20:00　自由入場　無料
　【問】太陽の子の舞踊会　☎ 03-3982-0025

30
水

城西大学附属城西中学・高等学校吹奏楽部　
第 54回定期演奏会
　30日㈬ 18:00 ～ 20:20　自由入場　無料
　【問】吹奏楽部顧問　☎ 03-3973-6331

30
水

小石川フィルハーモニーオーケストラ部　
第 18回定期演奏会
　30日㈬ 18:00 ～ 19:20　自由入場　無料
　【問】小石川フィル　kph.regular.concert@gmail.com

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

２月

３
水

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

11
木

練馬にコミュニティ FMを！
ネリブロ・ワンダーランドVol.5
　11日㈭ 19:30 ～ 21:30
　全席自由　前売 2,500　当日 3,000
　【問】練馬放送・高橋　☎ 03-6676-3895

12
金

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

13
土

ミューズ・アンサンブル　第 10回公演　
オペラ「森は生きている」
　13日㈯ 13:00 ～ 16:20　全席自由 1,000
　【問】事務局　☎ 080-5014-7632

13
土

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

16
火

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 
　全席自由　ペア 5,000（前売のみ）　一般前売 3,000 他
　【問】ペルラムージカ　☎ 090-4455-9613

17
水

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

17
水

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日㈬ 19:00 ～ 21:00　全席自由 800
　【問】トロンボーン科　☎ 090-4721-8103

→次ページに続く



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）

往復はがきの場合

共通事項

〈返信の表面〉〈往信の裏面〉〈往信の表面〉〈返信の裏面〉

メールの場合

ホームページの場合

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

各館ホームページの申込みフォームから申込み。

電話の場合
各館電話により申込み。

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

電話：03-3993-3311

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

所在地
東京都練馬区東大泉1-29-1

電話：03-5947-2351

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

こちらに掲載した情報は平成28年１月19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。

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。

…チケット予約・販売

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。

…チケット窓口販売

［開館時間］９：00～ 18：00
［休 館 日］月曜日、年末年始。

［開館時間］10：00～ 18：00
［休 館 日］月曜日、年末年始。

返信
住
　
所

氏
　
名

● ● ● ● ● ● ●

郵便番号
①イベント・
　講座名
②氏名（ふりがな）・
　年令（学年）

③郵便番号
　住所
④電話番号

往信
各
施
設
所
在
地

施
　
設
　
名

記
載
不
要

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

石神井公園ふるさと文化館分室

練馬区立美術館

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

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

19
金

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
　全席自由　一般 3,000
　　　　　　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

20
土

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　angenehm_information@yahoo.co.jp

22
月

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

26
金

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

29
月

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日㈪ 18:00 ～ 20:45　自由入場　無料
　【問】宮谷　☎ 080-5504-0692

３月

１
火

東京音楽大学・東京音楽大学付属高等学校　
水野貴子門下生　発表会
　１日㈫ 18:00 ～ 20:30　自由入場　無料
　【問】水野貴子門下生会　☎ 090-6029-3709

２
水

守重結加ピアノリサイタル
　２日㈬ 19:00 ～ 21:00　全席自由 2,000
　【問】事務局　☎ 03-3557-4511

３
木

第５回武蔵野音楽大学フルート専攻有志による
研究演奏会
　３日㈭ 18:00 ～ 20:00
　全席自由　前売 800　当日 1,000
　【問】フルート会代表　☎ 080-5462-0599

４
金

Piano Trio Concerto
　４日㈮ 19:00 ～ 21:00
　全席自由　大人前売 3,000 他　学生前売 2,000 他
　【問】セルクルジャパン　☎ 090-7384-0405

５
土

平成 27年度　
福井直昭門下大学院修了生によるコンサート
　５日㈯ 14:00 ～ 15:50　全席自由 1,000
　【問】福井直昭門下の会　☎ 090-6521-0913

５
土

マリンバ演奏発表会
　５日㈯ 18:30 ～ 20:30　自由入場　無料
　【問】マリンバサウンズ　☎ 03-3997-5581

５
土

～はじめの一歩♪～
　５日㈯　自由入場　無料
　【問】ＶＦＤ　☎ 090-4599-8029

10
木

武蔵野音楽大学弦楽器専攻生有志による
ENSEMBLE CONCERT
　10日㈭ 19:00 ～ 21:15　全席自由 1,000
　【問】武蔵野弦楽器　☎ 080-3027-5032

11
金

フルート演奏研究会〔Bon Vivant〕第 15回演奏会
　11日㈮ 19:00 ～ 21:00　全席自由 2,500
　【問】ボンヴィヴァン　☎ 090-6817-8995

12
土

第 45回ゆめりあワンコイン・コンサート　
ピアノでたどるブラームスの人生　 
　12 日㈯ 14:00 ～ 15:40　全席自由 500
　【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3948-9000

12
土

飯塚音楽スタジオ発表コンサート
　12日㈯ 18:30 ～ 21:30　自由入場　無料
　【問】飯塚音楽スタジオ　☎ 03-3921-8450

14
月

そなーれ・レインボーコンサート
　14日㈪ 14:00 ～ 21:00　自由入場　無料
　【問】そなーれ　☎ 090-6310-0703

15
火

番場ちひろ　ソプラノリサイタル
～ヨーロッパ・デビューから 30年～
　15日㈫ 19:00 ～ 20:50　
　全席自由　前売 4,500　当日 4,800
　【問】KENオフィス　☎ 090-9979-3251

16
水

スプリング　アフタヌーン　コンサート
　16日㈬ 14:00 ～ 16:00　全席自由 500
　【問】ＷＨＣクラブ　☎ 080-9645-4210

17
木

第 18回　朗読・風の会　発表会
　17日㈭ 13:00 ～ 16:00　自由入場　無料
　【問】松島　☎ 03-3811-9309

23
水

～音楽のちから～　
東日本大震災復興支援　チャリティ・コンサート
　23日㈬ 14:00 ～ 16:00　全席自由　一般 3,000
　練馬文化センター友の会会員 2,700
　【問】矢崎　☎ 042-455-2960

24
木

歌声喫茶ともしび in 大泉学園
　24日㈭ 9:50 ～ 11:30　全席自由 2,000
　【問】ともしび音楽企画　☎ 03-6907-3801

24
木

アンサンブルフェスティバル
　24日㈭ 19:00 ～ 21:00
　全席自由　一般 2,000　学生 1,500
　25日㈮ 19:00 ～ 20:45
　全席自由　一般 2,000　学生 1,000
　26日㈯ 19:00 ～ 21:00　
　全席自由　一般 2,500　学生 2,000
　【問】同声会東京支部　☎ 03-3822-7464

28
月

田柄高校Club live Performance
　28日㈪ 13:30 ～ 16:30　自由入場　無料
　【問】事務局　☎ 080-6448-1169

30
水

間宮ピアノ教室発表会
　30日㈬ 14:30 ～ 17:30　自由入場　無料
　【問】間宮ピアノ教室　☎ 048-482-8446






