
That’s が～まるちょば SHOW！
＋ロッケンロールペンギン

5月27日（土） 10:00～ 予約受付開始割  引 小学生
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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

ハンガリー国立歌劇場 
ヨハン・シュトラウス2世 「こうもり」

ワルツ王 ヨハン・シュトラウス2世のめくるめく音楽が演出するオペレッタ
の最高傑作「こうもり」を、ハンガリー国立歌劇場の引っ越し公演でお届け
します。夜会で口説いた仮面の美女…それは妻だった!!多彩な登場人物か
ら、コミカルなエンディングまで、きらびやかな舞台をご堪能ください。

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！

最高の音楽と笑いでいっぱいの
オペレッタの最高傑作!!

練馬文化センター 大ホール

5月13日（土） 10:00～ 予約受付開始

10/27（金） 18:30開演

ハンガリー国立歌劇場管弦楽団、合唱団、バレエ団
全席指定 S席14,000円、A席11,000円、B席7,000円
（株）コンサート・ドアーズ

出演：
料金：
共催：

割  引優 先

世界中で話題沸騰のエンターテインメントショー「が～まるちょば 
SHOW！」それに加えて今回は、2007年のエジンバラ・フェスティバル・フ
リンジ、2009年のブロードウェイでも大絶賛を浴びた「ロッケンロールペ
ンギン」を上演します。日本国内でも2008～09年に数回上演したきりな
ので、久しぶりのステージです。必見！！

ねりまの街で、
が～まるちょばとロッケンロール!!

練馬文化センター 大ホール
8/6（日） 14:00開演

　　　　が～まるちょば（ケッチ！／HIRO-PON）
全席指定 4,500円
（株）サンライズプロモーション東京

作・演出・出演：
料金：
共催：

New! New!

4歳以上



※車でのご来場はご遠慮ください。 ※子育てのひろば「ぴよぴよ」とは、0～3歳のお子さんが保護者の方と遊べる乳幼児専用のお部屋です。

※車でのご来場はご遠慮ください。

割  引 小学生

第9回ゆめりあ若手寄席 ～真夏の夜の落語会～

今回の「ゆめ若寄席」は、林家彦六賞、花形演芸大賞金賞など数々の受賞歴を持ち、その体型から「落語界のパパイヤ鈴木」を
名乗る真打・柳亭左龍が登場。二つ目は、女流噺家の草分け三遊亭歌る多師匠の弟子、女流噺家・三遊亭粋歌。そしてご存じ
「動物ものまね」の達人、江戸家小猫。公演当日チケットを持参すると、協賛飲食店で暑さ吹き飛ばす「ヒヤッとサービス」が受
けられます。夕涼みがてらに出かけてみませんか？

この季節恒例のゆめりあ若手寄席は、「真夏の夜の落語会」です。

8/18（金） 19：00開演

New!

柳亭 左龍（真打）、三遊亭 粋歌（二ツ目）、江戸家 小猫（動物ものまね）
全席自由 1,500円

出演：
料金：

大泉学園ゆめりあホール

5月12日（金）10:00～ 販売開始

5月19日（金）10:00～ 販売開始 小学生

5月19日（金）10:00～ 販売開始 小学生

映画ワークショップ 『思い出づくりは映画から』

ねりま文化ウィークワークショップ
7月28日（金） 15:00～16:30
7月29日（土） 10:30～12:00
練馬文化センター 洋室

日時：

場所：

根本 隆一郎（NPO法人 古き良き文化を継承する会）
各日30名
500円

講師：
定員：
料金：

親子で楽しむミュージックキャラバン

子育てに忙しく、赤ちゃんを連れて遠出するのも大変…。そんなお父さんお母さんに、お家の近くの子育てのひろばで、リラッ
クスした時間を楽しんでもらう演奏会。赤ちゃんと一緒に音を聴いて、ふれあい、遊び、声を出しましょう。

練馬区で子育てを応援する小さな演奏会がはじまります。

5/15（月） 11：00開演

チリンとドロン：松本 野々歩（歌、フィドル ほか）、田中馨（コントラバス、カバキーニョ ほか）
手のダンス（アルゼンチン）、小さな家（ハンガリー） など
自由入場 無料（申込不要、先着40組80名）

出演：
曲目：
料金：

西大泉ぴよぴよ（西大泉1-27-10）

0歳以上

0～3歳

江戸家 小猫江戸家 小猫柳亭 左龍三遊亭 粋歌

New!

まちなかコンサートvol.18 in 石神井松の風文化公園

いつもの街の中で気軽に音楽を楽しめるコンサート。
今回は第30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による演奏です。

5/21（日） 12：00開演

New!

田中 優子（ピアノ）
モーツァルト／ピアノ・ソナタ 第4番 ほか
自由入場 無料（申込不要、先着100名）

出演：
曲目：
料金：

石神井松の風文化公園管理棟2階（石神井台1-33-44）

ねりパフォ2018 
企画・運営スタッフを
募集します
『ねりパフォ2018』は練馬区内で活躍するダンス・軽音楽など
の若手パフォーマーが練馬文化センター大ホールに一堂に集
まり、発表・交流するイベントです。
約350人の若手パフォーマー、約1,000人の観客が参加する
一大イベントに企画・運営スタッフとして参加してみませんか？

①イベント内容の企画・検討 ②PR活動 ③当日運営（司会アシスタント、出演者サポート、会
場整理など）
①16歳以上30歳以下 ②企画ミーティングに概ね出席できる方 〈日時〉6月下旬～平成30年
2月に月1回、夜間2～3時間程度 〈場所〉練馬文化センター ③前日リハーサルと本番の両日参
加できる方 〈日時〉平成30年2月17日（土）、18日（日） 〈場所〉練馬文化センター
10名程度
タイトルを「ねりパフォ2018企画・運営スタッフ応募」として、下記①～⑥を記載の上、Eメー
ル（ypf-staff@neribun.or.jpあて）にてお申し込みください。 ①氏名（ふりがな） ②年齢 ③住
所 ④電話番号 ⑤メールアドレス（PDFデータが受信できるアドレス） ⑥自己PR 
6月4日（日） 23:59受信分まで
（公財）練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311

New!

New!

■活動内容

■対　　象

■募集人数
■申込方法

■応募締切
■問  合  せ
※6月中旬に結果をお送りします。ypf-staff@neribun.or.jpからのメールが受信できるよう設定してください。

①まわして動
くおもちゃを
つくろう！

7月22日（土） 小学生（ただし、1
～3年生は保護者
同伴）先着30名

当日受付

②がっきをつ
くってえんそ
うしよう！

7月29日（土） 13:30～16:30

参加者全員分の ①氏名②年齢③性別・学年④住所⑤電話番
号⑥希望コース・日時を記載のうえ、下記へお送りください。
「小学生ワークショップ申込み」宛 workshop@neribun.or.jp
締切：6月12日（月）23:59まで ※メール１通につき1人（1組）
まで申込可。 ※応募者多数の場合は抽選となります。

7月23日（日） 13:30～16:30 小学4～6年生、15名

小学1～2年生とそ
の保護者1名、10
組20名7月30日（日） 13:30～16:30

コース 日時 対象・募集人数 申込方法

燦然と輝く名作映画の予告編をみて、思い出を力にしよう！

小学生向けワークショップ
ねりラボでつくって、あそぼう！
①まわして動くおもちゃをつくろう！
②がっきをつくってえんそうしよう！

みんなであそぼ！
森と劇場のサーカスフェスタワークショップ

7月22日（土）
①サーカスワークショップ　
　10:00～11:00 講師：沢入国際サーカス学校
②車いすダンス・フリースタイルバスケ・ヒップ
　ホップワークショップ
　11:15～12:15 講師：かんばらけんた ほか
③クラウン（パントマイム）ワークショップ
　10:00～11:00 講師：ふくろこうじ

日時： 練馬文化センター 
第1、2リハーサル室
各回15名
各回500円

場所：

定員：
料金：

この夏、ジャグリングなど
不思議な芸の数々を体験してみよう！

練馬文化センター ギャラリー
アートスタジオ旭丘
無料 

場所：
講師：
料金：

10:30～12:00
13:30～15:30



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245回アトリウムミニステージ

5/17（水） 12:15-12:45 練馬区役所１階アトリウム

木邨清華（ピアノ）
ショパン：ワルツ第6番 変ニ長調 作品64-1<小犬
のワルツ> ほか
自由入場 無料

※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。
今回はピアノの演奏です。

0歳以上

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

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） 
ほか
全席指定 2,500円

出演：

料金： 割  引 小学生

HAPA 2017年来日ツアー
6/18（日） 17:00開演
練馬文化センター 大ホール

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）

料金：

割  引

モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団＆清塚信也
7/2（日） 15:00開演
練馬文化センター 大ホール

全席指定 S席10,000円 A席8,000円
B席6,000円

料金：

割  引 小学生

恐竜どうぶつ園 ～ティラノサウルスがやってくる！～
7/15（土） ①11：00開演／②13：30開演 

練馬文化センター 大ホール

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：

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：

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

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、柳家喬之助、
柳家さん光、翁家社中（太神楽曲芸） 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

0歳以上

0歳以上

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

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！

7/22（土） 16 :00開演 練馬文化センター 大ホール

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：

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～

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！

※演奏は特別音源を使用します。

7/24（月） ①12：30開演／②15：00開演 練馬文化センター 大ホール

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：

割  引 4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 ほか 
料金：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「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 ほか
料金：全席自由 500円 

7/27（木） ①16：00開演／②19：00開演 練馬文化センター 小ホール

割  引 0歳以上

みんなであそぼ！
森と劇場のサーカスフェスタ
7/22（土） ①13:30開演／②9:30～16:30

0歳以上

割  引 0歳以上

柳家さん喬 柳家権太楼

昼の部13:00開演 ※残席わずか／夜の部17:30開演

割  引 小学生 学生券
撮影：荒木大甫

① 練馬文化センター小ホール（劇場ステージ）
出演：ふくろこうじ（パントマイム） ほか
料金：全席自由 500円
② 平成つつじ公園（森のステージ）、練馬駅周辺 ほか
出演：ムンドノーボポコ舞踊団（人形音楽大行進） ほか
料金：自由入場 無料

割  引 小学生

割  引 小学生

残席わずか

残席わずか

残席わずか



残席わずか

練馬文化センター イベントスケジュール 5・6月 大ホール 小ホール ギャラリー大 ギ小

5/2
5/7
TUE

SUN
ギ

5/21
5/27
SUN

SAT
ギ

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

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

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

大
2日（金） 13：15～16：15 
自由入場 無料
【問】広報普及係　☎ 03-3964-3241

東京都健康長寿医療センター第146回
老年学・老年医学公開講座「認知症」6/2

FRI

8日（木） 19：00～20：45 
全席自由 500円
【問】ひととき　☎ 080-8702-3083

弦楽グループ“ひととき” バロックからロマン派 
～25年の思いを込めて～6/8

THU

9日（金） 18：45～21：30 
全席自由 前1,000円 当1,200円
【問】核原発のない未来　☎ 03-6760-9719

日本と再生 光と風のギガワット作戦 
練馬上映会6/9

FRI

10日（土） 15：00～17：00／18：00～20：00 
全席指定 15時 2,500円／18時 3,000円
【問】河田　☎ 080-6726-5796

カプアヘイラニ発表会＆ポリネシアンショー6/10
SAT

大
11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

練馬交響楽団第65回定期演奏会6/11
SUN

大
17日（土） 17：30～20：00 
自由入場 無料
【問】小俣　☎ 090-5122-3211

第58回四大学ジョイントコンサート6/17
SAT

大
18日（日） 17：00～19：00  
全席指定 Ｓ席6,500円 Ａ席5,000円 ※未就学児ひざ上無料
【問】練馬文化センター　☎ 03‐3948‐9000

ＨＡＰＡ 2017年来日ツアー6/18
SUN

18日（日） 9：30～16：00  
自由入場 無料
【問】学術大会事務局　☎ 03-3924-2019

第36回 東京都理学療法学術大会6/18
SUN

22日（木）～25日（日） 
自由入場 無料
【問】光が丘押し花教室　☎ 090-9807-5958

押し花作品展

大
24日（土） 18：00～20：30  
自由入場 無料
【問】根本　☎ 070-3851-9443

第56回上南交歓演奏会6/24
SAT

29日（木） 11：30～15：10／16：00～19：40 
指定席3,800円 自由席2,500円
【問】You遊モデル　☎ 03-5912-2600

You遊モデル ジョイントコンサート6/29
THU

24日（土）金管楽器部門、25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二次審査

大
30日（金） 18：00～21：00  
全席指定 10,800円
【問】株式会社Ａ・Ｒ・Ａ　☎ 06-6535-9762

2017 イ・ドンウクASIA TOUR in JAPAN
『4（for）My Dear』6/30

FRI

２日（金）～４日（日） 
自由入場 無料
【問】大泉カルチャー　☎ 03-3923-8185

華道家元池坊東京文和会 荒観緑社中展

大
3日（土） 19：00～21：00 
自由入場 無料
【問】武蔵大学管弦楽団　musashi_symphony@yahoo.co.jp

武蔵大学管弦楽団第75回定期演奏会6/3
SAT

3日（土） 16：30～19：30  
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】モアナマーリエ　☎ 090-8027-9379

Ho’ike O MoanaMarie 2nd6/3
SAT

4日（日） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】CELESTE　☎ 080-5160-9681

Brass Ensemble CELESTE
第6回定期演奏会6/4

SUN

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

東京慈恵会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
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

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・権太楼～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

6 月

窓 口 窓 口

窓 口

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

6/2
6/4
FRI

SUN
ギ

6/22
6/25
THU

SUN
ギ

6/24
6/25
SAT

SUN

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

TEL
WEB

TEL
WEB

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 5・6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4月19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

TEL
WEB

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

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

6 月

ホ

6/1
THU

Carillon Piano Concert
1日（木） 16：00～19：00 
自由入場 無料
【問】Carillon Arts　☎ 03-6382-6310

ホ

6/10
SAT

みんなの音楽会
10日（土） 19：15～21：00
自由入場 無料
【問】心音会　☎ 090-6345-5437

第8回 フォトクラブ大泉 写真展
12日（月）～18日（日）
自由入場 無料
【問】佐藤　☎ 03-3923-9687

ホ

6/17
SAT

第59回立教大学Pianoの会定期演奏会
17日（土） 12：20～15：50
自由入場 無料
【問】Pianoの会　☎ 080-6818-4535

ホ

6/17
SAT

マイカイ・ウクレレサークル＆フラ発表会
17日（土） 18：30～20：45 
自由入場 無料
【問】梁瀬　☎ 03-3923-4871

ホ

6/19
MON

オペラコンサート～歌と朗読で送る
「セビリアの理髪師」
19日（月） 19：00～21：00
全席自由 一般1,500円 高校生以下1,000円
【問】前田　☎ 090-6030-1592

ホ

6/20
TUE

第30回 CONCERTO DU PIANO
20日（火） 17：00～21：00
自由入場 無料
【問】田代　☎ 090-6923-1146

ホ

6/23
FRI

鈴木みさとソプラノリサイタル
23日（金） 19：00～20：40 
全席自由 3,500円
【問】スズキ　☎ 090-8749-0438

ホ

6/24
SAT

どれみコンサート
24日（土） 13：30～16：00 
自由入場 無料
【問】船橋　☎ 080-5427-8706

ホ

6/24
SAT

第11回 千代の会 ～ピアノとうたのコンサート
24日（土） 18：30～20：30 
自由入場 無料
【問】ハシモト　☎ 03-3922-9221

ホ

6/25
SUN

みんなで音楽会No.2
～音楽とおはなしのコラボレーション～
25日（日） 17：00～19：30  
自由入場 無料
【問】武田ピアノ教室　☎ 03-3577-3461

ホ

6/26
MON

あなたに贈る2台ピアノ　
～森本麻衣×渡邊智道～
26日（月） 19：00～21：00
全席自由 一般前4,000円 他 学生前3,000円 他
【問】事務局　☎ 090-5923-9637

ホ

6/28
WED

歌声喫茶ともしびin大泉学園
28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

ホ

6/28
WED

フルートアンサンブル FIORE コンサート
28日（水） 19：00～21：00 
全席自由 2,000円
【問】フジミフルート　☎ 080-5042-2616

ホ

6/3
SAT

フランス映画傑作選
3（土） ①13：00「巴里の屋根の下」 ②15：25「獣人」 
全席自由 1,200円（1日券）
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

6/4
SUN

フランス映画傑作選
4日（日） ①13：00「スリ」 ②14：35「フレンチ・カンカン」
全席自由 1,200円（1日券）
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

6/5
MON

みんなの歌まつり＆水城ゆき
5日（月） 11：30～18：00 
自由入場 無料
【問】水城歌謡教室　☎ 03-3978-0831

ホ

6/6
TUE

第10回 ワコ歌謡フェスタ
6日（火） 11：30～19：00
自由入場 無料
【問】スタジオ－Ｊ　☎ 090-8337-5073

ホ

6/7
WED

ジョイント コンサート 
7日（水） 14：00～16：30 
全席自由 1,000円
【問】フクダ　☎ 090-1763-9943

ホ

6/8
THU

伊藤優里フルートリサイタル  
8日（木） 19：00～20：50 
全席自由 一般1,500円 学生1,000円
【問】フジミフルート　☎ 080-5042-2616

第六回 泉筆会書展
８日（木）～１１日（日）
自由入場 無料
【問】泉筆会事務局　☎ 03-3922-2269

ホ

6/9
FRI

服部章子ピアノリサイタル
9日（金） 19：15～20：50 
全席自由 3,500円
【問】服部　☎ 080-5410-0929 

ホ

6/10
SAT

稲本早依子 安永桜子 和山優香　
Piano Concert
10日（土） 13：30～15：30
全席自由 一般前1,500円 他 子ども前1,000円 他
【問】桐朋学園大学OG　☎ 090-2239-7021

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 一般前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 
要入場券（予定枚数終了）
【問】栗原　☎ 03-3995-8306

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した！
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

窓 口

窓 口

5/4
5/7
THU

SUN

第24回彩炎画会作品展
4/26（水）～5/2（火）
自由入場 無料
【問】彩炎画会　☎03-3922-8928

4/26
5/2
WED

TUE

ギ

ギ

ギ

6/8
6/11
THU

SUN
ギ

6/12
6/18
MON

SUN
ギ

残席わずか

残席わずか



チケットのお申し込み

友の会

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）
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へ。
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
https://www.neribun.or.jp/

入会方法
特典
1

特典
2

特典
3

特典
4

情報誌を毎月郵送
・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。

公演チケットを優先予約
・協会・施設の主催・共催
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※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有効期間：1年間／年会費：2,500円（税込）

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（会員証郵送料含む）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（会員証郵送料・システム利
用料含む）をクレジットカード決済でお支払いください。
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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

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
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＜広告＞

■ 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
■ なかのZEROチケットセンター 03-3382-9990 http://nicesacademia.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。 
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TEL.03‐3993‐3311 チケット予約専用TEL.03‐3948‐9000（10:00～17:00）  https://www.neribun.or.jp/ 

綾小路きみまろ笑撃ライブ!
平成29年7月21日(金) 中高年のアイドル

綾小路きみまろが
練馬文化センターに

やって来ます!!

練馬文化センター 大ホール
開場13時 開演14時（公演は約1時間）

1階S席5500円（税込） 2階A席5000円（税込）
・チケットは、チケットぴあで発売中!
  Pコード456-337 ☎0570-02-9999 http://pia.jp/
  セブンイレブン、サークルKサンクス、ぴあ店舗で購入可能
・18歳未満入場不可
・主催問合せ:フェローズプラネット080-5048-6188

林家たい平 独演会 
“中野のオトコⅡ”

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
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柳家小三治と若手一門会
柳家小三治・三之助・小八・小かじ

平成29年6月7日（水）

全席指定 3,800円

なかのZERO 大ホール
［Pコード：457-540］
［Lコード：35422］

開場18：00 
開演18：30

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。
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