
みんなであそぼ！
森と劇場のサーカスフェスタ

赤ちゃんも大人も、お年寄りも障がいを持った方もみんなが楽しめるパン
トマイムやサーカス、車いすダンスのショー！その他、無料で楽しめる森の
ステージの大道芸やパレード、子どもの遊び場など盛りだくさん。
練馬産の新鮮野菜が並ぶマルシェも同日開催！

① 練馬文化センター小ホール（劇場ステージ）
② 平成つつじ公園（森のステージ）、練馬駅周辺 ほか

練馬文化センター一帯が一日だけのサーカス広場に！
子どもも大人もみんなで遊ぼう！

4月14日（金） 10:00～ 販売開始

7/22（土） ①13:30開演／②9:30～16:30

割  引 小学生

〈劇場ステージ〉ふくろこうじ（パントマイム）、沢入国際サーカス学校
（サーカス）、SWZ connect（車イスダンス＋フリースタイルバスケ＋ヒッ
プホップ）、 〈森のステージなど〉ムンドノーボポコ舞踊団（人形音楽大
行進）、シャボン玉クリちゃん（シャボン玉）、うるる（クラウン） ほか
①全席自由500円、②自由入場 無料

出演：

料金：

New!
2 0 17. 4  /  Vol .385

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

優 先 割  引

ねりま文化ウィーク～オープニングイベント

八代亜紀プレミアム・コンサート

ヒット曲からジャズナンバーまで幅広いレパートリーで、ゆるぎない人気を
誇る八代亜紀が登場。心温まるトークと魅惑のハスキーヴォイスをご堪能
ください。公演当日は、ロビーにて自身の絵画を展示し、画家としての魅力
もご紹介します。

練馬区独立70周年を記念して、平成29年7月22日（土）～8月5日（土）に「ねりま文化ウィーク」を開催します。
練馬文化センター、石神井公園ふるさと文化館・分室、練馬区立美術館の会場では、音楽、舞台芸術、歴史、文学、美術などの
魅力的なイベントがいっぱい。 施設を巡り、見て、体験して、楽しめる2週間です！

練馬区独立70周年を祝う
「ねりま文化ウィーク」オープニングコンサート！

練馬文化センター 大ホール

4月22日（土） 10:00～ 予約受付開始

7/22（土） 16:00開演

八代亜紀
舟唄、雨の慕情、Fly Me To The Moon ほか ※変更の場合あり
全席指定 S席5,500円 A席5,000円

出演：
曲目：
料金：

New!

0歳以上



4歳以上

ねりパフォ2017選抜チームが練馬つつじフェスタに出演！
練馬文化センター隣の平成つつじ公園で開催する「第3回練馬つつじフェス
タ」にねりパフォ2017から選抜チームが出演します！
見頃をむかえた約600品種、1万6000株のつつじと、若さあふれるパフォーマ
ンスをお楽しみください！4/29（土・祝） 平成つつじ公園特設ステージ（練馬1-17-6）

YAKISOBAPAN !～gioire♪～（アカペラ） ほか
自由入場 無料（申込不要）

出演：
料金：

0歳以上

恐竜どうぶつ園
～ティラノサウルスがやってくる！～

オーストラリアから始まり、世界各地で上演されているファミリー向けのパペットショー「恐竜どう
ぶつ園」。今回は迫力のティラノサウルスをはじめ、他の恐竜たちも増えて、バージョンアップして
登場します。終演後、ロビーにて一部の恐竜たちと触れ合うことができます。ぜひ一緒に記念撮影を！
※日本語上演／上演時間：60分（休憩なし）

2016年の全国ツアーで7万人動員した人気公演が練馬初登場！ 

7/15（土） ①11：00開演 ／ ②13：30開演 

New!

全席指定 3,000円 ※2歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）料金：

練馬文化センター 大ホール

4月1日（土） 10:00～ 予約受付開始 割 引

キエフ・クラシック・バレエ 
チャイコフスキー夢の3大バレエ～名場面集～

「未来ある子どもたちに、本物の芸術にふれてほしい」という願いのもと、1982年に創設されたキ
エフ･クラシック･バレエ。さまざまな世代に楽しんでもらうことを考えて演出された作品は、世界
の国々から高く評価されています。今回の来日では、チャイコフスキー3大バレエの名シーンをハ
イライトで上演、2014年ローザンヌ国際バレエコンクール1位の二山治雄もゲスト出演します。
※演奏は特別録音音源を使用します。

キエフの名バレエ団来日！子どもから大人まで楽しめる夢の舞台！

7/24（月） ①12：30開演 ／ ②15：00開演 

New!

キエフ・クラシック・バレエ、二山治雄（ゲストダンサー）
くるみ割り人形、白鳥の湖、眠れる森の美女より
全席指定 3,800円 

出演：
演目：
料金：

練馬文化センター 大ホール

4月8日（土） 10:00～ 予約受付開始 割 引

小学生割 引

0歳以上

第50回ワンコイン・コンサート記念公演

はじける日本の音色♪「INSPIRATION!!」

①「0歳からのわいわいワンコイン・コンサート」（40分） 曲目：ソーラン節、こきりこ節、スーパーメ
ドレー「アニメからJ-POPまで」、邦楽パーカッションをたたいてみよう！ ほか
②「自分にごほうびワンコイン・コンサート」（60分） 曲目：新髪洗い、八木節、スーパーメドレー「ア
ニメからJ-POPまで」、三味線をひいてみよう！ ほか

50回開催記念！小ホールで贈る聴いて、見て、触れて味わう日本の音色

7/27（木） ①16：00開演 ／ ②19：00開演 

New!

INSPIRATION!!（箏：杉浦充、三味線：上原潤之助、邦楽パーカッション：佐藤秀嗣）
①全席指定 500円 ※2歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）
②全席自由 500円 

出演：
料金：

練馬文化センター 小ホール

4月5日（水） 12:00～ インターネット先行予約受付開始、4月6日（木） 10:00～ 販売開始

割 引

0歳以上

0歳以上

まちなかコンサートvol.17 
in 石神井松の風文化公園

第31回練馬区新人演奏会出演者選考オーディション優秀賞受賞者が登場！気鋭の演奏家たち
の演奏をお楽しみください。今回はふるさと文化館分室との連携企画です。

いつもの街の中で気軽に音楽を楽しめるコンサート。

4/8（土） 12：00開演

第1部 Ensemble pâtissierによるTrio d'anches
（山舘兄孟（オーボエ）、佐藤萌（クラリネット）、金田直道（ファゴット））
第2部 Kirsche（伊藤万桜（ヴァイオリン）、平松夏実（ピアノ））
自由入場 無料（申込不要、先着100名） ※車でのご来場はご遠慮ください。

出演：

料金：

石神井松の風文化公園管理棟2階
（石神井台1-33-44）

伊藤万桜（ヴァイオリン）

佐藤萌（クラリネット）金田直道（ファゴット）

伊藤万桜（ヴァイオリン）

佐藤萌（クラリネット）金田直道（ファゴット）山舘兄孟（オーボエ）

平松夏実（ピアノ）

山舘兄孟（オーボエ）

平松夏実（ピアノ）

©井村重人©Naoya Yamaguchi

New!

New!

第
１
部

第
２
部



友の会会員へ優先予約受付を行います。 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。 該当年齢からご入場できます。 学生証等の提示で半額で購入できます。学生券●歳以上

割 引優 先

小学生

無 料

第244回アトリウムミニステージ

4/19（水） 12:15-12:45 練馬区役所１階アトリウム

本田早紀（ファゴット）、久保一麻（オーボエ）、
佐藤佳織（ピアノ）
ヴェルディ／乾杯の歌 ほか
無料（申込不要）

※車でのご来場はご遠慮ください。

出演：

曲目：
料金：

毎月第3水曜日に開催しているお昼休みコンサート。
今回はファゴット、オーボエ、ピアノのアンサンブルです。

0歳以上

モスクワで最も権威のあるオーケストラが清塚信也と共演
7/2（日） 15:00開演 練馬文化センター 大ホール

モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団（管弦楽）、
ユーリ・シモノフ（指揮）、清塚信也（ピアノ）
チャイコフスキー／交響曲第５番 ホ短調、ラフマ
ニノフ／ピアノ協奏曲第２番 ハ短調 ほか
全席指定 S席10,000円 A席8,000円
B席6,000円
（株）コンサート・ドアーズ

出演：

曲目：

料金：

共催：

モスクワ・フィルハーモニー
管弦楽団＆清塚信也

練馬文化センター＆サントリーホール オペラ・アカデミー

声楽アンサンブル・コンサート

サッバティーニが指揮するロッシーニ晩年の傑作
5/25（木） 19 :00開演 練馬文化センター 小ホール

ジュゼッペ・サッバティーニ（指揮）、サントリーホー
ル オペラ・アカデミーメンバー ほか
ロッシーニ／小荘厳ミサ曲 ほか
全席指定 2,500円　
サントリーホール オペラ・アカデミー

出演：

曲目：
料金：
協力：

割  引 小学生

練馬区立美術館「19世紀パリ時間旅行」展 開催記念

パリと音楽家たち♡小林愛実ピアノ・リサイタル

ショパン国際ピアノコンクール ファイナリストが登場！
若手実力NO.1の演奏は必聴！！

5/20（土） 15:00開演 練馬文化センター 小ホール

小林愛実（ピアノ）
ショパン／ポロネーズ第6番「英雄」OP.53、モーツァ
ルト／ピアノ・ソナタ第11番 K.331「トルコ行進曲
付」、ドビュッシー／版画 ほか ※変更の場合あり
全席指定 2,500円 

出演：
曲目：

料金： 割  引 小学生

残席わずか

©Akira Muto

（公財）練馬区文化振興協会 協力事業

三山ひろしコンサート～Newバージョン 演歌の夜明け～ 

NHK紅白歌合戦に2年連続で出場の演歌歌手・
三山ひろしが登場！

4/17（月） 練馬文化センター 大ホール

三山ひろし、響ファミリー（ゲスト）　
男の流儀（新曲）、四万十川、お岩木山 ほか
全席指定 S席6,500円 A席5,000円
（株）ファミリーアーツ 

出演：
曲目：
料金：
主催： 割  引

練馬区立美術館 「19世紀パリ時間旅行」展 開催記念

フランス映画傑作選

フランス映画の名作4本を一挙上映！ 
6月3日（土） ①13：00 「巴里の屋根の下」 鹿島茂氏（フ
ランス文学者）のトーク付／②15：25 「獣人」
6月4日（日） ①13：00 「スリ」／②14：35 「フレンチ・カ
ンカン（復元長尺版）」

6/3（土）・6/4（日） 大泉学園ゆめりあホール

全席自由 1,200円（１日券） 
※2本立て・入替なし

料金：
割  引 小学生

© 1954 Gaumont - Jolly Films© 1954 Gaumont - Jolly Films

平成二十九年度（公社）全国公立文化施設協会 主催 東コース

歌舞伎プレセミナー

歌舞伎がもっと身近に、もっとおもしろく！
7/6（木） 19：00開演 練馬文化センター 小ホール

葛西聖司（アナウンサー・古典芸能解説者）　
全席自由 500円　
※松竹大歌舞伎公演と同時申込ができます。

出演：
料金：

割  引 小学生

平成二十九年度（公社）全国公立文化施設協会 主催 東コース

松竹大歌舞伎

中村橋之助改め八代目中村芝翫襲名披露！
7/30（日） 練馬文化センター 大ホール

中村芝翫、中村橋之助、中村福之助、中村梅玉 ほか
猩々、襲名披露口上、一谷嫩軍記 熊谷陣屋
全席指定 一等席5,800円 二等席4,800円 三等
席3,000円 

出演：
演目：
料金：

イッセー尾形の妄ソーセキ劇場

漱石の小説の登場人物の中から誰かが飛び出す…
イッセー尾形の世界！

7/8（土） 15:00開演 練馬文化センター 小ホール

イッセー尾形 
夏目漱石「坑夫」「草枕」「道草」「門」「明暗」　
※演目は都合により変更される場合があります。
全席指定 5,000円

出演：
演目：

料金：

練馬交響楽団 
第65回定期演奏会

ロシアの大地より高鳴るチャイコフスキーの響き
6/11（日） 14:00開演 練馬文化センター 大ホール

松尾葉子（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
チャイコフスキー／スラブ行進曲、コダーイ／ガラ
ンタ舞曲、チャイコフスキー／交響曲第5番
全席自由 1,000円

出演：
曲目：

料金：

割  引 小学生

HAPA 2017年来日ツアー

ハワイの風を感じに練馬文化センターまで
6/18（日） 17:00開演 練馬文化センター 大ホール

HAPA ほか
全席指定 S席6,500円 A席5,000円 
※未就学児ひざ上無料（座席が必要な場合は有
料）
（株）プランクトン

出演：
料金：

共催：

第138回練馬区民寄席　
～さん喬・権太楼～

現代の寄席を代表する二枚看板登場！
5/26（金） 18 :30開演 練馬文化センター 小ホール

柳家さん喬、柳家権太楼 ほか
全席指定 3,000円
（一社）落語協会

出演：
料金：
協力：

割  引 小学生

割  引 小学生

割  引 0歳以上

©Suntory Hall

柳家さん喬 柳家権太楼

昼の部14：00開演/夜の部18：30開演 

0歳以上

昼の部13:00開演／夜の部17:30開演

割  引 小学生 学生券
撮影：荒木大甫

完売御礼



練馬文化センター イベントスケジュール 4・5月 大ホール 小ホール ギャラリー大 ギ小

4/14
4/16
FRI

SUN
ギ

5/2
5/7
TUE

SUN
ギ

5/21
5/27
SUN

SAT
ギ

4/15
4/16
SAT

SUN

大

大

大

大

大

大大

大

4/5
4/11
WED

TUE
ギ

５日（水）～１１日（火）
自由入場 無料
【問】アートフロンティア　☎ 090-8500-0237

アートフロンティア展

9日（日） 14：00～16：10    
全席指定 2,000円
【問】広報担当　amadeus.society@gmail.com

アマデウス・ソサイエティー管弦楽団
第48回演奏会4/9

SUN

9日（日） 10：00～18：30   
自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

第56回区民文化祭民謡大会4/9
SUN

小

14日（金）～16日（日）   
自由入場 無料
【問】ラパナ 関岡　☎ 090-5392-7195

Lapana Hawaiian Quilt Club
生徒作品展

15日（土） 13：00～15：50 
全席自由 無料（要整理券）
【問】運営事務局　mondtraenenphil@gmail.com

モント・トレーネン・フィルハルモニカー演奏会 
～古の記憶 魂の調べ～4/15

SAT

15日（土） 18：00～20：00 
16日（日） 11：00～13：00／14：30～16：30／18：30～20：30 
全席自由 前2,300円 当2,800円
【問】リバーダンススタジオ　☎ 03-3992-8875

River Dance Studio 
special live performance vol.10

16日（日） 14：00～16：00    
自由入場 無料
【問】渡辺　☎ 080-1282-1049

コンセール・リベルテ・オルケストル・ドゥアル
モニー 第14回定期演奏会4/16

SUN

大
17日（月） 昼の部14：00～16：00／夜の部18：30～20：30
全席指定 Ｓ席6,500円 Ａ席5,000円 他
【問】ファミリーアーツ　☎ 03-6312-0304

三山ひろしコンサート
Newバージョン演歌の夜明け　4/17

MON

小

5/27
5/28
SAT

SUN
27日（土）金管楽器部門、28日（日）ピアノ部門 開演時間 未定
自由入場 無料
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

第32回練馬区新人演奏会
出演者選考オーディション一次審査

小

18日（火） 10：00～16：00 
自由入場 無料
【問】田中　☎ 090-1669-3137

40周年記念 第6回 東京石泉ライオンズクラブ
福祉音楽祭 in ねりま4/18

TUE

小

小

小

小

小

小

小

小

19日（水） 19:00～21：00 
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

万作・萬斎狂言の会
～鬼瓦・金岡・六人僧～　　　4/19

WED

小

22日（土） 17：00～19：00   
全席指定 6,500円
【問】Ro-Onチケット　☎ 047-365-9960

南こうせつコンサートツアー2017　
～おもかげ色の空～4/22

SAT

22日（土） 16：30～20：30   
自由入場 無料
【問】大場　☎ 03-3321-8872

Enchante ピアノ発表会4/22
SAT

23日（日） 14：00～16：00   
自由入場 無料
【問】海洋大学管弦楽団　☎ 080-3860-1401

東京海洋大学・共立薬科大学管弦楽団
第36回春季定期演奏会4/23

SUN

27日（木） 18：30～20：30
全席自由 1,000円
【問】東音打楽器専攻生　☎ 070-5355-9172

東京音楽大学打楽器専攻生による
アンサンブル演奏会4/27

THU

小

28日（金） 19：00～21：30   
全席自由 前1,000円 当1,300円
【問】チェルノブイリ子ども基金　☎ 03-6767-8808

チェルノブイリ31年・福島6年救援イベント 
今中哲二講演会4/28

FRI

小

29日（土・祝） 14：00～16：00   
自由入場 無料
【問】都立駒場高校　☎ 03-3466-2481

駒場フィルハーモニーオーケストラ部
第30回定期演奏会4/29

SAT

30日（日） 13：30～16：00   
全席自由 500円
【問】東京ミューズ代表　☎ 070-5557-2195

東京ミューズシンフォニックバンド
第38回定期演奏会4/30

SUN

30日（日） 16：00～19：00   
全席自由 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

第56回区民文化祭洋舞春の祭典4/30
SUN

小

１日（土） 18：00～20：10 
全席指定 前3,500円 当3,800円
【問】杉児事務局　☎ 03-3394-3315

杉並児童合唱団 第53回定期演奏会4/1
SAT

4 月

２日（火）～７日（日） 
自由入場 無料
【問】余人会　☎ 03-3995-5549

余人展

大
３日（水・祝） 16：30～19：30  
無料（要整理券）
【問】田中バレエアカデミー　☎ 03-6913-8048

田中祐子バレエアカデミー 第3回発表会5/3
WED

３日（水・祝） 18：30～20：15  
自由入場 無料
【問】担当者　☎ 090-6116-0950

青山学院大学・共立女子大学・東京大学
マンドリンクラブジョイントコンサート5/3

WED

大
５日（金・祝） 14：00～16：00  
自由入場 無料
【問】事務局　☎ 03-3904-9497

石神井南中学校OB吹奏楽団 
第36回定期演奏会5/5

FRI

大
６日（土） 14：00～16：00
自由入場 無料
【問】ホワイトクラウズ　☎ 090-6042-0138

〔吹奏楽演奏会〕ホワイトクラウズウインド
アンサンブル 第29回定期演奏会5/6

SAT

大
13日（土） 17：30～19：30  
全席自由 500円
【問】慈恵医大音楽部　☎ 090-6045-2149

東京慈恵医科大学音楽部管弦楽団
第106回定期演奏会5/13

SAT

17日（水） 18：00～21：00
聴講チケット全席自由 1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03‐3948‐9000

練馬文化センター＆サントリーホールオペラ・アカデ
ミージュゼッペ・サッバティーニ声楽公開レッスン　5/17

WED

小

小

14日（日） 15：00～16：30   
自由入場 無料
【問】獨協大学マンドリン　dokkyomandolin@gmail.com

獨協大学マンドリンクラブ　
第88回定期演奏会5/14

SUN

18日（木） 10：30～20：00   
全席自由 500円
【問】シムラスタジオ　☎ 03-3990-7222

第48回志村あじさい会 春の発表会5/18
THU

20日（土） 15：00～17：00   
全席指定 2,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

パリと音楽家たち♡
小林愛実ピアノ・リサイタル5/20

SAT

大
20日（土） 10：00～11：35  
全席自由 900円
【問】エイコウシャ　☎ 080-8431-3889

子供アニメ映画会5/20
SAT

大
21日（日） 16：30～19：00 
全席自由 3,000円
【問】ジョイ・バレエ　☎ 03-3950-5039

ジョイ・バレエストゥーディオ The 22nd Performance
「マルコ・スパダ」全3幕日本初演5/21

SUN

21日（日） 15：00～18：30  
全席指定 2,000円
【問】ポエラバグループ　☎ 090-9802-6320

20周年記念 ポエラバグループ 
第10回 ポリネシアンダンス発表会5/21

SUN

21日（日）～27日（土）  
自由入場 無料
【問】野澤　☎ 03-3926-5953

第12回しんせいスケッチ会展

大
22日（月） 19：00～20：30
全席自由 前2,500円 当3,000円
【問】レーナ実行委員会　☎ 03-5399-2201

東京レーナ・マリアコンサート20175/22
MON

25日（木） 19：00～21：30
全席指定 2,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

練馬文化センター＆サントリーホール オペラ・
アカデミー 声楽アンサンブル・コンサート5/25

THU

大
26日（金） 18：00～21：00   
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】校友会練馬事務局　☎ 03-5947-5554

明治大学校友会練馬区地域支部創立65周年
記念 明治大学マンドリン倶楽部コンサート5/26

FRI

26日（金） 18：30～20：30
全席指定 3,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

第138回 練馬区民寄席～さん喬・権太郎～5/26
FRI

大
28日（日） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】霞フィル　☎ 090-9669-7940

霞ヶ関フィルハーモニー管弦楽団 
第17回定期演奏会5/28

SUN

大
27日（土） 11：00～12：40／14：00～15：40 
全席指定 前1,300円 当1,500円
【問】劇団銀河鉄道　☎ 03-5684-3320

劇団銀河鉄道ぬいぐるみミュージカル5/27
SAT

大
14日（日） 11：00～18：00  
自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

第56回区民文化祭春の合唱祭5/14
SUN

5 月

窓 口

窓 口

窓 口

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

残席わずか

完売御礼



大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 4・5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29年3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。

TEL
WEB

各ホールの窓口で販売しています。（10:00~20:00）
※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）
③インターネット http://www.neribun.or. jp

チケット窓口販売

チケット予約・販売

4 月

記憶の小径―古布と遊ぶ
着物リメイク内藤千早作品展  
４日（火）～９日（日）
自由入場 無料
【問】内藤デザイン工房　ezu06552@nifty.com

ホ

4/2
SUN

騒いじゃっても大丈夫
「ライブって楽しいよ！！」
２日（日） 10：30～11：30   
全席自由 500円
【問】音の輪　☎ 03-3904-7321

5 月

ホ

5/1
MON

第3回笛の音楽祭 笛を楽しむ会発表会
１日（月） 13：00～17：00 
自由入場 無料
【問】笛を楽しむ会　☎ 090-3428-4163

ホ

5/2
TUE

デュオコンサート
２日（火） 19：00～21：00 
全席自由 3,000円
【問】事務局　kazumata.tｎ@gmail.com 

ホ

5/4
THU

オペラ「不思議の国のアリス」　
ミューズ・アンサンブル 第11回公演
４日（木・祝） 19：00～20：40  
全席自由 1,000円
【問】景山　☎ 080-5014-7632

第49回ユネスコジュニア世界児童画展
４日（木・祝）～７日（日）
自由入場 無料
【問】大塚　☎ 03-5936-6360

ホ

5/6
SAT

吉田光三ギター合奏団 定期コンサート59
6日（土） 13：30～16：00  
全席自由 3,000円
【問】吉田ギター事務局　☎ 03-3921-3027

ホ

5/6
SAT

ミュージックマルシェ
～クラシックから抒情歌・映画音楽まで
6日（土） 19：00～20：30 
全席自由 2,500円
【問】マルシェ事務局　☎ 03-3922-2945

ホ

5/13
SAT

大泉落語研究会 第17回落語発表会
13日（土） 12：30～16：30 
自由入場 無料
【問】大泉落語研究会　☎ 090-4535-2114

ホ

5/10
WED

稲垣啓輔 テノール・リサイタル
シチリアの風に吹かれて
10（水） 19：00～20：30　 
全席自由 一般3,000円 他 マコトにゆかいな友の会2,500円
【問】狩野　☎ 090-8450-8215

ホ

5/13
SAT

アール・リリック 2017
13日（土） 19：00～21：30 
全席自由 3,000円
【問】村田　☎ 03-5387-0977

ホ

5/16
TUE

～武蔵野音楽大学打楽器卒業生有志による～
打楽器アンサンブル演奏会-東京版-
16日（火） 18：30～20：30 
全席自由 一般1,000円 学生500円
【問】有志の会　☎ 090-5348-2978

ホ

5/17
WED

「練馬シャンソン教室」設立10周年記念 
練馬シャンソン教室 第5回発表会！
17日（水） 13：00～16：30 
自由入場 無料
【問】下河　☎ 080-6607-4321

ホ

5/19
FRI

小石の音～こいしのね～Vol.1
19（金） 19:15～20：30 
全席自由 2,000円
【問】ナチュラルアーツ　☎ 090-6837-6208

ホ

5/20
SAT

アール・リリック 2017
20日（土） 19：00～21：30 
全席自由 3,000円
【問】村田　☎ 03-5387-0977

ホ

5/21
SUN

西桂子ピアノモーニングコンサート
親子で楽しむクラシック♪トーク付
21日（日） 10：30～11：15 
全席自由 大人1,500円 高校生以下500円
【問】アンフィニテ　☎ 03-5848-2393

ホ

5/24
WED

「大人のシャンソン会」
第10回記念スペシャル発表会
24日（水） 14：00～17：00 
自由入場 無料
【問】大人のシャンソン会　☎ 03-3996-3264

ホ

5/25
THU

中山みどり推薦演奏家シリーズⅤ　
矢島愛子ピアノリサイタル
25日（木） 19：00～21：00 
全席自由 前3,000円 当3,300円
【問】アートハウス　☎ 042-398-3283

ホ

5/25
THU

歌声喫茶ともしびin大泉学園
25日（木） 9：50～11：30 
全席自由 2,000円
【問】ともしび音楽企画　☎ 03-6907-3801

ホ

5/26
FRI

ピアノ演奏グループ「TOKYO未来」
第22回演奏会
26日（金） 19：00～20：30 
全席自由 1,000円
【問】TOKYO未来　☎ 03-3922-0211

ホ

5/27
SAT

奈良原弘美ピアノ・リサイタル
27日（土） 14：00～15：45 
全席自由 一般3,000円 学生1,000円 他
【問】リサイタル事務局　☎ 090-2442-2850

ホ

5/27
SAT

第21回トゥインクルコンサート
27日（土） 19：00～20：30 
全席自由 一般2,000円 小学生1,000円
【問】トゥインクル　☎ 080-3487-2618

ホ

5/28
SUN

女声合唱団pneuma 第一回定期演奏会
”psyche／pneuma－人と超自然－”
28日（日） 19：30～21：00 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】吉村　☎ 080-5231-3183

5/28
SUN

女声合唱団pneuma 第一回定期演奏会
”psyche／pneuma－人と超自然－” アートギャラリー
28日（日）
自由入場 無料
【問】吉村　☎ 080-5231-3183

ホ

5/30
TUE

Concert of Twigs
30日（火） 19：00～21：30 
全席自由 2,000円
【問】Cantare　FAX 03-6321-3600

ホ

5/31
WED

ひばりヶ丘カンツォーネ教室発表会
31日（水） 13：30～15：45 
自由入場 無料
【問】カンツォーネ教室　☎ 04-2928-6916

ホ

5/20
SAT

女声合唱団 こーる・ぽぷり
結成10周年記念コンサート 歌はともだち
20日（土） 14：00～16：00 
自由入場 無料（要予約）
【問】栗原　☎ 03-3995-8306

ホ

松本伸章・脇絢乃 Piano Duo Recital 
  5日（水） 19：00～21：00
全席自由 一般前3,000円他 学生前2,000円 他
【問】ｉ．mｕｓｉｃ　☎ 090-3985-0971 

4/ 5
WED

ホ

4/6
THU

ホ

4/13
THU

ホ

4/7
FRI

科学と音楽とメルヘン
６日（木） 14：00～16：30  
全席自由 一般2,000円 学生1,000円 
【問】ワイ企画　☎ 080-7959-4332 

ヴァイオリン、サックス、
ピアノトリオコンサート   
７日（金） 19：00～21：00     
全席自由 一般3,000円 学生2,000円
【問】ＮＴＳトリオ　☎ 080-3579-0406

ホ

4/12
WED

ムジカそなーれ・スプリングコンサート
12日（水） 14：00～16：00
全席自由 1,000円
【問】髙橋　☎ 090-6310-0703

加藤正明 写真展
マチュピチュからパタゴニアへⅡ
13（木）～19（水）
自由入場 無料
【問】事務局　☎ 03-3924-7478

ホ

田澤明子（Vn）飛松利子（Pf）
デュオリサイタルvol.7
14日（金） 19：00～21：00
全席自由 一般前3,000円他 学生1,500円
【問】フリーゲンキファ　☎ 090-9395-3344 

4/14
FRI

シャンソンいしざかびんが
ギター弾き語りの夕べ
13日（木） 18：30～20：20  
全席自由 2,000円 
【問】びんが事務所　☎ 0277-51-3041

ホ

SPRUNG RHYTHM　
アルバム発売記念コンサート
19日（水） 19：00～21：00
全席自由 一般前2,000円 他 学生前1,500円 他
【問】直江　☎ 080-1873-9682

4/19
WED

ホ

アンサンブル・プレクトルSON
21日（金） 14：00～16：30  
全席自由 無料（要整理券） 
【問】齋木　☎ 03-3689-8035

4/21
FRI

ホ

東日本大震災 震災復興LIVE
22日（土） 19：15～20：30  
自由入場 無料
【問】吉澤　☎ 090-4913-1864 

4/22
SAT

ホ

フルート独奏団「ナナカマド」
第12回発表会
23日（日） 13：00～16：00  
自由入場　無料
【問】ナナカマドの会　☎ 03-5936-8682

4/23
SUN

ホ

アール・リリック 2017
23日（日） 19：00～21：30
全席自由 3,000円
【問】村田　☎ 03-5387-0977

4/23
SUN

ホ

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

4/24
MON

ホ

馬酔木歌謡同好会歌と踊りの祭典
26日（水） 10：30～19：30   
自由入場 無料
【問】馬酔木　☎ 042-424-1727

4/26
WED

第24回 彩炎画会 作品展
26日（水）～5月2日（火）  
自由入場 無料
【問】彩炎画会　☎ 03-3922-8928

ホ

シューベルト・シューマン 歌曲の夕べ
駒田敏章バリトンリサイタル
27日（木） 18：00～20：00 
全席自由 3,000円
【問】事務局　☎ 090-2945-3132

4/27
THU

ホ

ミュージック Box ピアノ発表会
28日（金） 17：30～20：30  
自由入場 無料
【問】ミュージックBox　☎ 080-5054-1174

4/28
FRI

練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホールの利用抽選方法と
ゆめりあギャラリーの抽選開始時間が変わります！
詳しくは、練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホールのホー
ムページをご覧ください。

窓 口

ホ

“ラティーノギターリサイタル” スペインクラシック
から南米民族音楽まで、魂の音楽を
16日（日） 19：00～21：00  
全席自由 一般前3,500円 他 学生前2,000円 他
【問】パラナオフィス　☎ 080-9548-1834

4/16
SUN

ホ

セッテナーニ 勉強会コンサート
17日（月） 19：00～21：00 
自由入場 無料 
【問】アキヤマ　yukimi.akiyama@gmail.com

4/17
MON

窓 口

窓 口

4/4
4/9
TUE

SUN
ギ

4/13
4/19
THU

WED
ギ

5/4
5/7
THU

SUN
ギ

ギ

ギ

4/26
5/2
WED

TUE



第３弾CD発売記念

チケットのお申し込み

友の会 ～４月から変わります！～

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、窓口での販売はありません。

窓口販売 インターネットチケット予約・販売

練馬文化センターチケット予約専用電話（10:00~17:00）

さまざまなジャンルの施設がお得に楽しめる特典がいっぱい！
~練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホール、石神井公園ふるさと文化館、練馬区立美術館~
平成29年4月、友の会の名称が「練馬区文化振興協会友の会」に変わります。新しい特典が加わるとともに、年会費が変更になります。

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
お越しください。
❷郵便振込：予約専用電話にてご予約の上、郵便局にある払い込み用紙に 
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。

事前に利用登録が必要です。
❶協会ホームページの「インターネットチケット販
売」バナーをクリック。
❷「利用登録」から必要事項を入力してください。
＜予約方法＞
登録したメールアドレス、パスワードでログインする
とチケット予約が行えます。

電話予約 TEL.03-3948-9000
協会ホームページ
http://www.neribun.or.jp/

1年間
入会方法

年会費

2,500円（税込）

特典
1

特典
2

特典
3

特典
4

情報誌を
毎月ご自宅に郵送
・各施設の公演情報、展
覧会情報等を郵送。
※希望する方にはメール
マガジンも配信

公演チケットが
１割引
・協会・施設の主催・共催
公演が対象（一部除く）。
・１公演２枚まで。

一般発売前に
公演チケットを優先予約
・協会・施設の主催・共催
公演が対象（一部除く）。
・申込多数の場合は抽選。

展覧会にご招待
（同伴者１名まで可）
・施設主催の展覧会が
対象。

会員限定
イベント開催
・ギャラリートーク等を
開催。

特典
5

TICK
ET

TICK
ET 5

6
発売日

TICKE
T

2 0 17. 4  /  Vo l . 3 8 5

アンコール

※車いす席・難聴者イヤホンについてはお問合せください。

問合せ：公益財団法人練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311

❶窓口：練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホー
ル、石神井公園ふるさと文化館および分室、練馬
区立美術館の窓口で2,500円（年会費）をお支払
いください。
❷郵便振込：郵便局にある払い込み用紙に①友の会
入会希望②住所③氏名④電話番号⑤生年月日⑥
性別を記入の上、下記の口座に2,600円（年会費・
会員証郵送料）を振り込んでください。※振込手数
料はお客様のご負担になります。
　＜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
❸インターネット：協会ホームページの「友の会」バ
ナーから手続きしてください。2,700円（年会費・会
員証郵送料・システム利用料）をクレジットカード
決済でお支払いください。

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
7F ゆめりあギャラリー
5F・6Fゆめりあホール
1F 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

●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

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
北口より徒歩1分

＜広告＞

林家たい平 独演会 
“中野のオトコⅡ”

■ なかのZEROチケットセンター 
03-3382-9990 http://nicesacademia.jp/ ＊窓口販売は4/1（土）～

平成29年6月20日（火）
全席指定 3,600円

なかのZERO 小ホール

［Pコード：457-355］［Lコード：35288］

開場18：00 開演18：30

春風亭一之輔 独演会
平成29年4月15日（土）

東京グローブ座 
［Pコード：456-038］［Lコード：32946］

各回 全席指定 3,600円
開演：昼13:00／夜17:00　

■ 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主催・お問い合わせ：夢空間 03-5785-0380（平日10時～18時） http://yume-kukan.net
＊未就学児のご入場はお断りいたします。 

平成29（2017）年4月発行／通巻第385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/ 

練馬文化センター

大泉学園ゆめりあホール

練馬文化センター 石神井公園ふるさと文化館

練馬区立美術館

石神井公園ふるさと文化館

練馬区立美術館

new! new!

MUSEUM

10%
OFF

EVENT
TALK

ゲスト（夜）
柳家 小菊
（粋曲） ゲスト

（昼）
遠峰あこ

人気番組

“笑点”で

お馴染みの

たい平師匠。

地元中野での

独演会です。

日本のシェイクスピア三遊亭円朝にも迫る、一之輔ぐぐぐ


