
練馬まつり協賛イベント

日本を元気に！おまつりわっしょ～い！！
～おまつり音楽祭INねりま～

ゆめりあJAZZ vol.24

西村 協＆楽しいジャズ仲間たち
～あの頃憧れた歌手を辿って～

上々颱風（しゃんしゃんたいふ～ん）のヴォーカリスト白崎映美が、東日本大震
災を経て東北人の血がたぎりバンド結成！東北出身の音楽家から、東北を想う
指折りのミュージシャンまで集結し、ロック、ジャズ、歌謡、民謡などをぶちこん
で東北土着のサウンドと共に熱いステージを展開中。子どもから大人までみん
なで楽しめるエンターテインメントSHOW!!東北や九州の物産もロビーで販
売！元気発信練馬から！練馬スペシャルバージョンでお届けします！

東北から全国行脚中！
お祭り旋風を巻き起こす話題のバンドが練馬参上！ コーラスグループ「吟遊詩人」でメジャーデビュー、「寺内タケシとブルー

ジーンズ」にヴォーカリストとして参加するなど、本格派アダルトポップシン
ガーとしても知られている、トップジャズヴォーカリスト西村 協が、仲間た
ちと登場です。あの頃にみんなが憧れた歌手フランク・シナトラ、ビリー・
ホリデイ etc...の曲を西村 協、八月薫子、YURIEの３人のヴォーカルが、
本田富士旺のピアノ、香川裕史のベース演奏にのせて歌い綴ります。

西村 協（Vo）、八月 薫子（Vo）、YURIE（Vo）、本田 富士旺（Pf）、
香川 裕史（B）
　　　　　 瀬川 昌久　
全席指定 2,000円

ジャズ評論界の大御所 瀬川昌久プロデュース 第6弾!

大泉学園ゆめりあホール

７月10日（日） 10:00～ 予約受付開始7月18日（月・祝）  10:00～ 予約受付開始

9/16（金） 19:00開演

練馬文化センター 大ホール
10/16（日） 16：00開演 

割  引 小学生割  引優 先 乳幼児

New! New!

出演：

企画・司会・解説：
料金：

白崎映美＆東北6県ろ～るショー!! ほか
全席指定 一般3,500円 子ども（3歳～高校生）1,500円
3歳以上要チケット／2歳以下ひざ上無料

出演：
料金：

2 0 16 .7  /  Vol .376

アンコール

練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホール （公財）練馬区文化振興協会月刊情報誌

白崎映美＆東北６県ろ～る!!白崎映美＆東北６県ろ～る!! プロデューサー  瀬川 昌久プロデューサー  瀬川 昌久香川 裕史

本田 富士旺YURIE

八月 薫子西村 協



中川家

乳幼児

小学生

割  引

割  引

小学生割  引

乳幼児

7月2日（土）10:00～ 予約受付開始

6月25日（土）10:00～ 予約受付開始 予約
方法

①HP予約フォームから（http://ameblo.jp/otoart/） 
②電話（090-6432-2221 平日10時～17時）

※練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホールでは取扱いしません。

練馬交響楽団
第64回定期演奏会

よしもとお笑いまつりin練馬！

昨年に引き続き安定の兄弟漫才、中川家が登場。麒麟、レイザーラモン、キングオブコント2015
チャンピオンのコロコロチキチキペッパーズやバンビーノほか、豪華出演者が揃いました。家族
と、お友達と、みんなで笑ってみんなで楽しめる！夏の夜を笑いで彩ります！

今年もよしもとが練馬にやってくる！爆笑必至のステージは必見！

7/20（水） 19:00開演 

New!

New!

New!

New!

中川家、レイザーラモン、麒麟、バン
ビーノ、コロコロチキチキペッパーズ、
佐久間一行、チーモンチョーチュウ
全席指定 3,500円 当日4,000円
5歳以上有料、４歳以下膝上無料
（座席が必要な場合は有料）

出演：

料金：

吉本興業
よしもとクリエイティブ・エージェンシー
チケットよしもと 0570-550-100
［24時間受付（問合せ 10：00～19：00）］ 
好評発売中！

主 催 ：
企画・制作：
問合せ：

©ライブコラージュ「どうぶつのかんしゃさい」©ライブコラージュ「どうぶつのかんしゃさい」

©おとあーと研究室©おとあーと研究室

第47回ゆめりあワンコイン・コンサート
歌とピアノで秋の名曲散歩

秋の小道を散歩するようなすがすがしい演奏をお届けします。日本歌曲やクラシックの名曲、ピ
アノとソプラノの美しいハーモニーをお楽しみください。

秋にちなんだ名曲を歌とピアノでお届けするデュオコンサート！

9/10（土） 14:00開演 

千石 史子（ソプラノ）、白川 多紀（ピアノ）
ドビュッシー／月の光、ヘンデル／私を泣かせて下さい、山田耕筰／赤とんぼ など
全席自由 500円
練馬区演奏家協会

出演：
曲目：
料金：
協力：

大泉学園ゆめりあホール

7月8日（金）10:00～ 販売開始

練響秋の演奏会は、ヨーロッパの国々からイタリア、ノルウェー、ハンガリーの、それぞれの国を代
表する作曲家の作品をお届けします。ノルウェーからはグリーグ。ピアノ独奏に中桐さんを迎え、有
名なピアノ協奏曲を演奏します。晩秋にふさわしい、哀愁をおびたメロディーをお楽しみください。

芸術の秋のひとときを、オーケストラと共に過ごしませんか？

11/13（日） 14:00開演 

小森 康弘（指揮）、中桐 望（ピアノ）、練馬交響楽団
ヴェルディ／歌劇「運命の力」より序曲、グリーグ／ピアノ協奏曲、
バルトーク／管弦楽のための協奏曲
全席自由 1,000円

出演：
曲目：

料金：

練馬文化センター 大ホール

練馬文化センター 大ホール

舞台芸術支援事業（平成28年度前期）

親子で楽しむ夏のスペシャル
おとあーとコンサート

今年も恒例となった夏のスペシャルコンサートがやってきます！手遊びコーナーや鑑賞曲はもち
ろん、オリジナルライブコラージュ「どうぶつのかんしゃさい」はサンサーンスの「動物の謝肉祭」
を親しみやすくパロディにした作品。大きなキャンバスにたくさんの動物たちが登場します。

音楽とアートが織りなす夢のファミリーコンサート

8/25（木） 午前の部10：30/午後の部13：30開演 

藤川 奈帆子、橋本 奈緒、本田 香織、橋本 恵里子、佐藤 みゆき、岡崎 ちえ、おおぬき かおり
どうぶつのかんしゃさい（オリジナルライブコラージュ）、みんなで歌おうなつのうた ほか
全席自由 大人1,000円、こども（2歳~中学生）500円 
※2歳未満のお子様でも座席をご利用いただく場合は有料となります。

出演：
曲目：
料金：

大泉学園ゆめりあホール

予約された
練馬区民の方の中から
大人席・先着5名様を

ご招待



ローマ・イタリア歌劇団
オペラ「ラ・ボエーム」 原語上演

日本語字幕付

スカラ座が使用したセット、衣装－豪華絢爛な舞台！
7/1（金） 18:30開演 練馬文化センター 大ホール

練馬交響楽団 第63回定期演奏会

7/10（日） 14:00開演 練馬文化センター 大ホール

平成28年度 全国公文協 東コース

松竹大歌舞伎 

今年の松竹大歌舞伎は、市川染五郎が９年ぶりに登場！

今年もやってきましたこの季節。
夏にヒヤッ！怪談噺で暑さ対策。

7/29（金）昼の部 13:30開演
夜の部 18:00開演 練馬文化センター 大ホール

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。 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。

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。 学生証等の提示で半額で購入できます。

市川 染五郎、市川 高麗蔵、中村 歌昇、中村 壱太郎、
嵐 橘三郎 ほか
晒三番叟、松浦の太鼓、粟餅
全席指定 一等席5,500円／二等席4,500円
三等席3,500円
※昼の部 残席僅少

出演：

演目：
料金：

カルロ・パッレスキ（指揮）
ローマ・イタリア歌劇団、管弦楽団、合唱団 ほか
ジャコモ・プッチーニ／ラ・ボエーム
全席指定 S席14,000円／A席11,000円／
B席7,000円

出演：

演目：
料金：

©松竹

小中学生のための歌舞伎塾～入門編～

楽しく優しい葛西先生の
“学校じゃ教えてくれない歌舞伎のおはなし”
知れば知るほど面白い！夏休みの自由研究にも！！

7/21（木） 15:30開始 練馬文化センター
第2リハーサル室

葛西 聖司講師：

金 洪才（指揮）、練馬交響楽団
リヒャルト・シュトラウス／交響詩「ドン・ファン」 
作品20、ヨハネス・ブラームス／ハイドンの主題に
よる変奏曲 作品56a、ヨハネス・ブラームス／
交響曲第3番ヘ長調 作品90
全席自由 1,000円

出演：
曲目：

料金：

学生券乳幼児

割 引優 先

小学生

割  引 乳幼児

さらしさんばそう まつうらのたいこ あわもち

学生券割 引 小学生

割 引 小学生割 引 小学生

劇団M.M.Cミュージカル
「ピーターパン」小・中学生参加公演

夏休みは、ピーターパンと冒険の旅に出かけよう！
8/7（日） 15:00開演 練馬文化センター 小ホール

劇団M.M.C、練習に参加した小・中学生
全席自由 大人1,000円、3歳～中学生500円 
※3歳未満は無料。（座席が必要な場合は有料）
※演出の都合上、場内が消灯することがあります
ので、あらかじめご了承ください。

出演：
料金：

魂を呼び覚ます和太鼓と水墨画、篠笛、津軽三味線、
尺八による日本伝統美の共演！

9/3（土） 19:00開演 練馬文化センター 小ホール

太鼓集団天邪鬼 ほか
武人、怒濤 ほか
練馬文化センター先行割引3,500円（全席指定・
先着250名）／障害者手帳提示で半額（先着50
名） ※一般4,500円(全席自由)

出演：
演目：
料金：

小学生

太鼓集団 天邪鬼30周年記念公演　
ひとすじの道

白石加代子「百物語」シリーズ 
アンコール上演

大人気シリーズ「百物語」が帰ってくる！
涙と笑いの豪華二本立て

9/29（木） 19:00開演 練馬文化センター 小ホール

白石加代子　
筒井康隆「五郎八航空」、南條範夫「燈台鬼」
全席指定 5,000円

出演：
演目：
料金：

割 引 小学生

ケルティック クリスマス2016
～シャロン・シャノン来日公演～

人気・実力ともNo.1アコーディオンは必聴!!
単独公演は練馬だけ！

12/2（金） 19:00開演 練馬文化センター 小ホール

シャロン・シャノン（アコーディオン）、アラン・コ
ナー（ギター・ピアノ・ヴォーカル）、ジム・マレイ
（ギター）、ショーン・リーガン（フィドル）、ジュ
リー・フィッツジェラルド（ステップダンス）
全席指定 5,000円

出演：

料金：

栗コーダー＆フレンズ 
ファミリーコンサート2016
special guest 劇団カオニャオ from ラオス

栗コーダーカルテットが不思議な劇団を連れてやってくる！
8/5（金） 19 :00開演 練馬文化センター 小ホール

第７回ゆめりあ若手寄席
～怪談ナイト～
8/19（金） 19 :00開演 大泉学園ゆめりあホール

栗コーダー&フレンズ〈栗コーダーカルテット（栗原 正
己、川口 義之、関島 岳郎）、ビューティフルハミングバー
ド（小池 光子、タバティ）〉、劇団カオニャオ from ラオス
ピタゴラスイッチオープニングテーマ ほか
全席指定 一般3,000円／こども（小学生～高校
生）1,500円 ※当日券各500円増

出演：

演目：
料金：

蜃気楼 龍玉（真打）、柳家 花ん謝（二ツ目）、
翁家 和助（太神楽曲芸）
全席自由 1,500円
（一社）落語協会

出演：

料金：
協力：

割 引 小学生

割 引 小学生劇団カオニャオ劇団カオニャオ

栗コーダーカルテット・
ビューティフルハミングバード

栗コーダーカルテット・
ビューティフルハミングバード

翁家 和助蜃気楼 龍玉柳家 花ん謝

割  引 小学生

コンサートホールに出かけることが難しい方々も音楽鑑賞を楽しめるよう、練馬区
演奏家協会会員や練馬交響楽団団員（アマチュア）を福祉施設や病院等などで行わ
れる催しに無料で派遣します。
対象：平成28年10月1日～平成29年3月31日に外出が困難な方を対象とした催しを

練馬区内で行う施設・団体。
■申込方法：練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホール、協会HPで配布する要領を
ご確認の上、所定の申込書を持参または郵送ください。　申込締切：7月22日(金)必着
◇問合せ先：(公財)練馬区文化振興協会 ☎ 03-3993-3311

外出が困難な方を対象とした催しに
演奏家を派遣します
対象期間：平成28年10月1日（土）～平成29年3月31日（金）

募 集

演奏家派遣事業（平成28年度後期）

完売御礼

7月20日アトリウムミニステージ
中止のおしらせ

東京都知事選挙の期日前投票所として
区役所１階アトリウムが使用されるため、

7月20日（水）開催予定の第235回アトリウムミニステージは
中止となりました。ご了承ください。



7 月

TICKET

TICKETTEL

TEL

TEL

大

大

大

芸能大会

4日（月） 10:30～15:30
自由入場 無料
【問】練老連芸能大会　☎ 03-6914-5125

7/4
MON

小

ローマ・イタリア歌劇団 ラ・ボエーム
1日（金） 18:30～21:30
全席指定S席14,000円、A席11,000円、B席7,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

IL DOLCE CANTO 青盛のぼる リサイタル

9日（土） 14:00～16:00  
一般4,000円　中学生以下2,000円
【問】ドルチェカント　☎ 03-3825-2048

7/9
SAT

メルクルディ・フィルハーモニー管弦楽団
第７回定期演奏会
9日（土） 14:00～15:50
自由入場 無料
【問】広報担当　mercredi_phil2306@hotmail.co.jp

7/9
SAT

小

小

楽団カーニバル混声合唱団
第13回定期演奏会
10日（日） 14:00～16:00 
自由入場 無料
【問】楽団カーニバル　☎ 080-4116-1169 

7/10
SUN

練馬交響楽団 第63回定期演奏会

10日（日） 14:00～16:00 
全席自由1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

7/10
SUN

バレエ団ピッコロ５５周年記念発表会

16日（土） 15:30～20:00 
自由入場 無料
【問】バレエ団ピッコロ　☎ 03-3972-1476 

7/16
SAT

第38回 四葉会ピアノサマーコンサート

16日（土） 13:00～16:30
自由入場 無料
【問】奥田　☎ 03-3388-1675 

7/16
SAT

小

7/15
FRI

18
MON

ギ

7/23
SAT

26
TUE

ギ

7/22
FRI

24
SUN

大

大

大

大

大

大

第37回練馬児童合唱団演奏会

17日（日） 14:00～16:00 
要整理券 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

（社）練馬区シルバー人材センター
ボトルシップ制作講座 作品展
15日（金）～18日（月）
自由入場 無料
【問】西村　☎ 03-3948-6947

7/6
WED

10
SUN

ギ

アートでゲンキな展覧会

6日（水）～10日（日） 
自由入場 無料
【問】翔洋会　☎ 090-2465-5161

7/17
SUN

東京農業大学ＯＢＯＧ管弦楽団
第７回定期演奏会
18日（月） 14:00～16:00 
全席自由 500円
【問】事務局　nodai.obog.orc@gmail.com

7/18
MON

小

小

小

第２２回全国プレコンクール

22日（金）～24日（日） 10:00～21:00
全席自由 999円
【問】プレコンクール　☎ 04-2924-7000

大

第６６回 社会を明るくする運動のつどい

21日（木） 13:30～16:00 
自由入場 無料
【問】青少年課青少年係　☎ 03-5984-4691

7/21
THU

吹奏楽コンサート
ＢＲＡＳＳ ＢＡＮｄＢＥ ２０１６
21日（木） 14:30～16:20 
自由入場 無料
【問】ＢＢ２０１６担当　bandbe.bandbe@gmail.com

7/21
THU

大

よしもとお笑いまつりin練馬！

20（水） 19:00～20:30
全席指定 前売3,500円 当日4,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

7/20
WED

藤田舞踊研究所 第３５回 発表会

18日（月） 16:00～19:00  
自由入場 無料
【問】藤田舞踊研究所　☎ 03-3999-2975

7/18
MON

8 月

全国青少年 夏の舞踊祭2016 第47回ジュニ
ア＆第４２回明日の新人による舞踊公演
９日（火） 16：00～20：00
全席自由 1,000円
【問】現代舞踊協会　☎ 03-5457-7731

8/9
TUE

第40回ピティナ・ピアノコンペティション
地区本選
８日（月） 10：30～19：30
全席自由 一般1,000円 会員800円
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

8/8
MON

小

小

小

エレーナ・レレンコワ来日20周年記念公演

10日（水） 14：00～16：30／18：30～21：00
全席自由 3,000円
【問】ＭＩＫＩバレエ　☎ 090-9811-1654

8/10
WED

小

フジサトバレエスタジオ第58回発表会

11日（木） 15：30～18：30
自由入場 要整理券
【問】フジサトバレエ　☎ 03-3995-2218

8/11
THU

琴柳流 夏の会

11日（木） 11：00～17：00
自由入場 無料
【問】琴柳流　☎ 03-3994-3616

8/11
THU

小

LE・CONCERT・DE MIBALLET2016

12日（金） 16：30～
全席自由 要整理券
【問】今田バレエ研究所　☎ 042-463-7801

8/12
FRI

マジックショーCROSSROAD

13日（土） 13：30～16：00
全席指定 一般2,500円 学生1,500円
【問】事務局　☎ 04-7172-7185

8/13
SAT

小

第14回音楽交流フェスタ
14日（日） 13：15～15：30
全席自由 無料
【問】あかねの会事務局　☎ 03-3577-7421

8/14
SUN

小

バレエモダン 翔美会 第26回 発表会

29日（月） 16：30～19：20
自由入場 無料
【問】横山バレエ　☎ 03-3996-8675

8/29
MON

友情 ～秋桜のバラード～
（骨髄バンク設立25周年キャンペーン）
30日（火） 14：00～16：30／18：00～20：30
全席自由 一般5,000円 学生2,500円
【問】劇団 絵生　☎ 03-5620-8557

8/30
TUE

小

魔法つかいプリキュア！ミュージカルショー  

1日（月） 11：00～12：40／14：00～15：40  
全席指定 Ｓ席前売2,700円 当日3,000円 他
【問】劇団飛行船　☎ 044-930-1551

8/1
MON

小

第４０回ピティナ・ピアノコンペティション
地区本選
1日（月） 10：30～19：30  
全席自由 一般1,000円 会員800円
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

8/1
MON

平和祈念資料コーナー

５日（金） 16：00～19：30  
自由入場 無料
【問】練馬区総務課総務係　☎ 03-5984-2600

8/5
FRI

上野の森交響楽団 第７７回定期演奏会

23日（土） 19:00～21:00 
全席自由 1,000円
【問】広報担当　☎ 070-5563-3634

7/23
SAT

練馬稲門会・写真クラブ・展示会

23日（土）～26日（火）
自由入場 無料
【問】岡田　☎ 090-5777-9215

7/30
SAT

31
SUN

ギ

アイヌ文様作品展

30日（土）～31日（日）
自由入場 無料
【問】関東ウタリ会　☎ 080-3471‐0953

平多武於舞踊研究所 発表会

25日（月） 14:00～18:00 
自由入場 無料
【問】平多舞踊研究所　☎ 03-3381-2824

7/25
MON

小

小

飯塚モダンダンススタジオ発表会

26日（火） 18:30～20:00
自由入場　無料
【問】飯塚モダンダンス　☎ 03-3559-1957

7/26
TUE

畠山美由紀 
メモリアル・シンフォニック・コンサート
30日（土） 14:30～16:30  
全席指定 6,500円
【問】Ｒｏ-Ｏｎチケット　☎ 047-365-9960

7/30
SAT

小

ｂｅｌｌｅ 第10回コンサート

30日（土） 17:30～20:00  
全席自由 無料
【問】ｂｅｌｌｅ　☎ 090-3497-1804

7/30
SAT

練馬文化センター イベントスケジュール 7・8月 大ホール 小ホール ギャラリー大

大

大

大

大

ギ小

ギ

劇団M.M.Cミュージカル「ピーターパン」
小・中学生参加公演
7日（日） 15:00～16:30
全席自由 大人1,000円 3歳～中学生500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

8/7
SUN

栗コーダー＆フレンズ
ファミリーコンサート2016　
５日（金） 19:00～21:00  
全席指定 一般3,000円 小～高校生1,500円 ※当日500円増
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

8/5
FRI

TEL

TEL

TEL

大
31日（日） 14:00～16:00
全席自由 1,000円
【問】高田馬場管弦楽団　http://www.babakan.com/

高田馬場管弦楽団第８８回定期演奏会7/31
SUN

大

松竹大歌舞伎 
～晒三番叟・松浦の太鼓・粟餅～
29日（金） 昼の部13:30、夜の部18:00(約3時間上演） 
全席指定一等席5,500円、二等席4,500円、三等席3,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

7/29
FRI

大

7/1
FRI



7 月

8 月

ホ

ホ

中澤万紀子バイオリンリサイタル

1日（金） 19：00～20：40 
全席自由 3,000円
【問】西川音楽教室　☎ 090-8748-8124

7/1
FRI

第16回 フロイデコンサート

２日（土） 17：00～21：00   
自由入場 無料 
【問】フロイデ　☎ 03-3948-6172

7/2
SAT

ホ

7/5
TUE

第40回ピティナ・ピアノコンペティション　
特級一次予選

５日（火） 10：30～19：30
自由入場 無料
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

ホ

ホ

7/14
7/15
THU

FRI

ホ

8/1
8/5
MON

FRI

eARThコンサート ランチタイムクラシック
“音楽による世界旅行”

12日（火） 12：00～13：30   
全席自由 一般前売1,000円他 未就学児無料
【問】ポンドゥラベニル　☎ 080-8852-6039

7/12
TUE

ホ

ピアノ系男子のすてきな夕べⅠ

11（月） 19：00～20：45   
全席自由 前売1,000円 当日1,300円
【問】中山アートハウス　☎ 042-398-3283

7/11
MON

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホホ

7/6
WED

第40回ピティナ・ピアノコンペティション　
特級一次予選

６日（水） 10：00～19：30  
自由入場 無料
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

ホ

7/9
SAT

ほしぞらマンドリンアンサンブル 第2回定期
演奏会♪ 子連れで楽しむコンサート

９日（土） 13：30～15：00 
自由入場 無料
【問】事務局　☎ 080-3724-1328

テアトル・オペレッタ・フランセーズ １１

18日（月） 19：00～21：30
全席自由 3,000円
【問】村田　☎ 03-5387-0977

7/18
MON

Opera Bocchietti 第２回公演
COSI・FAN・TUTTE

14日（木）～15日（金） 18：30～21：30
全席自由 １４日 2,000円 １５日 2,500円
【問】Bocchietti　☎ 090-9678-7701

歌声喫茶ともしび in 大泉学園

20日（水） 9：50～11：30 
全席自由 2,000円
【問】ともしび音楽企画　☎ 03-6907-3801

7/20
WED

Joyful Joint Concert Vol.7

20日（水） 19：00～20：50 
全席自由 2,500円
【問】メヌエット　☎ 04-2928-7851

7/20
WED

ホ

ホ

花房伸江門下生によるコンサート

16日（火） 18：00～21：00
自由入場　無料
【問】オフイスリピート　☎ 080-5183-4185

8/16
TUE

一噌幸弘の笛コンサート「速流笛破」

１８日（木） 19：00～21：00
全席自由 前売3,500円 当日4,000円 
【問】幸弘の会　☎ 080-5092-6596

8/18
THU

ホ

8/19
FRI

第7回ゆめりあ若手寄席 ～怪談ナイト～

19日（金） 19：00～20：30
全席自由1,500円
【問】練馬文化センター　☎03-3948-9000

ホ

親子で楽しむ夏のスペシャル
おとあーとコンサート

25日（木） 10：30～11：15/13：30～14：15  
全席自由 大人1,000円 こども500円
【問】おとあーと研究室　☎ 080-3021-4197

8/26
FRI

ホ

8/20
SAT

Toi,Toi,Toi!!
第九回ピアノ発表会～音花の樹とともに～

20日（土） 13：30～16：00  
自由入場 無料
【問】吉田ピアノ教室　☎ 03-3936-3900

ホ

8/20
SAT

かけがえのない貴方へ♡ハートのコンサート 
飯塚ようこ ソプラノリサイタルVoL.13

20日（土） 19：00～21：00 
全席自由 1,500円
【問】飯塚音楽スタジオ　☎ 090-1432-4029

秀景満～夏・ふたたび・2016～

26日（金） 18：45～20：00
全席指定 4,800円
【問】ブライトサンズ　☎ 080-4031-0021

５人のママによる ファミリーコンサート

28日（木） 11：00～12：00/14：00～15：00
全席自由 1,500円
【問】ブリランテ　☎ 080-6511-6975

7/28
THU

レオナルド・ブラーボ
クラシックギターリサイタル

28日（木） 19：00～20：45  
全席自由 一般前売3,500円他 学生前売2,000円他
【問】パラナ音楽事務所　☎ 080-9548-1834

7/28
THU

ホ

イデア・ミュージック・コンサート

6日（土） 11：00～19：30   
自由入場 無料
【問】イデア　☎ 080-1177-3238

8/6
SAT

ホ

8/25
THU

ホ

ホホ

8/9
TUE

ホ

ホ

8/28
SUN

日本歌曲とロシア歌曲の夕べ　
柴田えい子、柴田顕、親子ジョイントコンサート

28日（日） 19：00～21：15
全席自由 3,000円
【問】柴田　☎ 090-8035-1068

ホホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

ホ

第40回ピティナ・ピアノコンペティション

1日（月）～5日（金） 10：30～19：30 
全席自由 一般1,000円 会員800円
【問】ピティナ　☎ 03-3944-2481

Piccoli Artisti vol．2　
～岩永圭子門下第2回演奏会～

10日（水） 19：00～21：00
全席自由 2,000円
【問】演奏会事務局　☎ 090-2533-2233

8/10
WED

高橋啓三先生門下生声楽発表会

9日（火） 10：45～20：00
自由入場 無料
【問】高橋啓三門下　☎ 080-2556-1369

研究発表演奏会「フルートの楽しみ」
－佐々木真とともにー
11日（木） 15：00～18：00
自由入場 無料
【問】みゆずメソン　☎ 048-477-1313

8/11
THU

忘れないで3.11「絆」コンサート VOL.4

13日（土） 13：00～16：15
自由入場　無料
【問】ＷＩＴＨはぴはぴ　☎ 090-3207-2168

8/13
SAT

挑戦～トランペットとバリトンによる
デュオコンサート

15日（月） 19：00～20：30
全席自由 一般1,500円 学生1,000円
【問】事務局　☎ 080-5470-3562

8/15
MON

歌声喫茶ともしび in 大泉学園

１６日（火） 9：50～11：30
全席自由 2,000円
【問】ともしび音楽企画　☎ 03-6907-3801

8/16
TUE

Yuu IchiYama Konzert

29日（金） 19：00～21：00 
全席自由 前売2,000円 当日2,500円
【問】事務局　☎ 042-422-2510

7/29
FRI

宮地楽器発表会

31日（日） 10：00～19：30
自由入場 無料
【問】音楽教室管理課　☎ 042-383-5551

宮地楽器発表会

30日（土） 11：00～19：30 
自由入場 無料
【問】音楽教室管理課　☎ 042-383-5551

7/31
SUN

ホ

7/30
SAT

大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 7・8月 ゆめりあホール ゆめりあギャラリーホ ギ

※こちらに掲載した情報は平成28年6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
い合わせください。

TICKET

TEL

各ホールの窓口で販売しています。（10:00~20:00）
※お電話での予約や公演会場以外での購入はできません。

①予約専用電話03‐3948‐9000（10:00~17:00）
②各ホール窓口（10:00~20:00）で購入できます。

チケット窓口販売

チケット予約・販売

TICKET

TICKET

TICKET

TEL
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平成28（2016）年7月発行／通巻第376号　［編集・発行］（公財）練馬区文化振興協会  〒176‐0001 東京都練馬区練馬1-17-37（練馬文化センター内）
TEL.03‐3993‐3311 チケット予約専用TEL.03‐3948‐9000（10:00～17:00）  http://www.neribun.or.jp/ 

＜広告＞

チケットのお申し込み

練馬文化センター友の会

有効期間

❶練馬文化センター 1階チケットカウンター
　（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午前10時から、窓口での販
売および引換えをいたします。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。

チケット窓口販売

練馬文化センターチケット予約専用電話（10:00~17:00）
チケットのお引換え方法は以下のいずれかをお選びください。
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に直接お越し下さい。
❷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い込み用紙に 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＞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。

❶窓口：練馬文化センター1階 チケットカウンターまたは大泉学園
ゆめりあホール5階 事務室受付で入会手続きを行って下さい。
❷郵便振込：郵便局に備え付けの払い込み用紙に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円をお振込下さい。
＜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
問合せ：練馬区文化振興協会 TEL.03‐3993‐3311

電話予約 TEL.03-3948-9000

※現在インターネットチケット販売はご利用いただけません。

車いす席・難聴者イヤホン
のご利用について

1枠あたり縦50㎜×横104㎜（複数可）
フルカラー 15,000円
11,000部（毎月下旬発行）
練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホール、
練馬区立施設、練馬区内各駅、金融機関等
（公財）練馬区文化振興協会 03-3993-3311

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

練馬文化センター友の会会員になって、多彩なジャンルの公演をお得に楽しみませんか？

情報誌「アンコール」に広告を載せてみませんか？

1年間
入会方法

年会費

2,000円

特典
1

大泉学園

大泉学園駅入口第一
↑北園

北野神社●

池袋→←所沢

リズモ
●大泉学園

●交番

↓上石神井

ゆめりあタワー
ゆめりあ2
南パーキング

ゆめりあ1
5F・6Fゆめりあホール
7F ゆめりあギャラリー
地下 北パーキング

西武池袋線

駅前広場

練　馬
池袋→

西武池袋線

谷原・
関越道

←所沢

練馬文化
センター

白山神社入口

練馬警察署南

●練馬消防署
●練馬警察署

練馬区役所●　　
練馬郵便局●

西武池袋線
西武有楽町線
都営地下鉄大江戸線

●パン屋

南町小学校●

千川通り

目白通り 豊玉陸橋・
環七・
早稲田

●ココネリ

地下駐車場
入口（有料）

公
園

豊
島
園
通
り

豊玉北六丁目 練馬文化センター入口

TICKETTEL

平成28年9月1日（木）
練馬文化センター
小ホール 

開場18:30 開演19 :0 0

平成28年9月30日（金）
練馬文化センター

小ホール

開場19 :00 開演19 :30

■ ぴあ 0570-02-9999 http://pia.jp/ ■ ローソンチケット 0570-000-407
■ e+ （イープラス） http://eplus.jp ■ カンフェティ 0120-240-540 http://www.confetti-web.com/ 
■ 練馬文化センター 窓口販売（10時～20時）　＊未就学児のご入場はお断りいたします。 

主催・お問い合わせ：夢空間 03-5785-0380（平日10時～18時） http://yume-kukan.net

全席指定 3,600円　
［Pコード：451-782］［Lコード：35655］

桃月庵白酒 独演会
「白酒むふふ～ Vol .15」

15th anniversary concert

Amor…あの瞬間

グラシエラ・スサーナ 
コンサート2016

2016年7月30日（土）

畠山美由紀
畠山美由紀 with 東京ニューシティ管弦楽団
編曲・ピアノ：中島ノブユキ  指揮：鈴木織衛

お問い合わせ：Ro-Onチケット T E L  0 47- 3 6 5 - 9 9 6 0

開演14:30（開場14:00）
練馬文化センター
大ホール
一般料金¥6,500 
※未就学児入場不可

2016年9月30日（金）
開演14:00（開場13:30）
練馬文化センター
小ホール
一般料金¥5,000 
※未就学児入場不可

情報誌「アンコール」を毎月、
ご自宅にお届けします。

特典
2

練馬区文化振興協会、練馬文化
センター、大泉学園ゆめりあホー
ルが主催・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
きで購入できます。

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チケットを
一般発売前に予約できます。※申し込
み多数の場合は抽選。座席の指定はで
きません。 ※一部の公演を除きます。

TICKE
T

TICKE
T

5
6
発売日

TICKE
T

2 0 1 6 . 7  /  Vo l . 3 7 6

アンコール

山
崎
ハ
コ

全席指定 3,500円
［Pコード：451-809］［Lコード：36247］

出演：グラシエラ・スサーナ

規　格
料　金
発行部数
主な配布場所

申込み・問合わせ

ゲスト：
シルヴプレ
（コミック
マイム）

撮影：
金井恵蓮

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

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
〒178-0063
東京都練馬区東大泉1-29-1
TEL.03‐5947‐2351

西武池袋線「大泉学園」駅よ
り徒歩1分
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