
第32回練馬区新人演奏会

9月20日（水） 10:00～ 販売開始
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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

＃NERIMA DANCE 
BBB NAKAMA FES

ダンスボーカルシーンに於いて圧倒的な実力を持つBeat 
Buddy Boiと練馬文化センターが作る新たなプロジェクト！
Beat Buddy Boi（BBB）のメンバー自らが全てをプロデュース！彼らにしか
作り出せないエンターテイメント空間を体感せよ！ストリートダンスカル
チャーから生まれたBBBエンターテイメントを練馬から発信する新たなイベ
ントです。

練馬文化センター 大ホール

9月29日（金） 10:00～ インターネットのみ予約受付開始
※電話予約・窓口販売は翌日より受け付けます。

2018/1/28（日） 13:00開演

Beat Buddy Boi、練馬ダンスチーム ほか
全席指定 4,000円 ※未就学児ひざ上無料（座席が必要な場合有料）
株式会社アノマリー

出演：
料金：
共催：

割  引 小学生

新進演奏家の演奏を一晩で満喫できる必聴のコンサート！

区内小学生とその保護者をご招待します。
詳細は練馬文化センターHPをご覧ください。

オーディションを経て選ばれた5名のソリストが、東京
フィルハーモニー交響楽団と共演。

練馬文化センター 小ホール
12/2（土） 16:00開演 15:25表彰式

最優秀賞・優秀賞受賞者5名、上野正博（指揮）、東京フィルハーモ
ニー交響楽団（管弦楽）
フンメル／トランペット協奏曲、プロコフィエフ／ピアノ協奏曲第3番、
グレンダール／トロンボーン協奏曲、ホロヴィッツ／ユーフォニアム協
奏曲、チャイコフスキー／ピアノ協奏曲第1番 ほか
全席自由 1,000円

出演：

曲目：

料金：

New! New!

最優秀賞：金管楽器部門 森田小百合（トランペット） 最優秀賞：ピアノ部門 伊舟城歩生（ピアノ）

優秀賞：金管楽器部門 伊藤雄太（トロンボーン）

©横浜SmileStyleStudio©横浜SmileStyleStudio

優秀賞：金管楽器部門 佐藤采香（ユーフォニアム）

優秀賞：ピアノ部門 黒崎拓海（ピアノ）
©井村重人

上野正博（指揮）

割  引優 先 0歳以上学生券



第40回練馬まつり協賛イベント ノージーのひらめき工房ショー in 練馬

歌って踊って遊べる楽しいステージで、小さなお子様からお楽しみいただけます！
練馬まつりと同日開催。ご家族、お友達でぜひお越しください！

NHK Eテレで話題の工作番組「ノージーのひらめき工房」がお届けするスペシャルショー！！ 

10/15（日） 14：00開演

ノージー、タノチーミー、クラフトおじさん、シナプー 
全席指定2,500円 小学生以下1,000円 ※2歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）
（有）匠　企画協力：NHKエデュケーショナル

出演：
料金：
制作：

練馬文化センター 大ホール

New!

山崎バニラの活弁大絵巻 in ゆめりあ

人気活弁士・山崎バニラがおくる喜劇王キートンの名作！

12/10（日） 14：00開演

『雷電』（牧野省三監督/1928年/18分）、『キートンのセブン・チャンス』（バスター・キートン監督/1925年/57分） ほか
全席指定 一般2,000円 子ども（4歳～小学生）1,000円

演目：
料金：

大泉学園ゆめりあホール

大正琴とピアノを弾き語る独自の芸風で、全国で活弁ライブを開催している活弁士・山崎バニラ。“ヘリウムボイス”と呼ばれ
る独特の声で、アニメ『ドラえもん』ジャイ子役など声優としても活躍しています。ゆめりあ初登場の今回は、チャップリン、ロ
イドと並び世界三大喜劇王と称される、バスター・キートンの『セブン・チャンス』をお届け。子どもから大人まで笑いの渦に巻
き込む、映画史上に残る追っかけシーンを、ピアノ弾き語りと共にお楽しみください。

練馬区演奏家協会10周年記念コンサート ～みどり・風・やさしさ～
同時開催ワークショッププログラム

①なるほど！わくわく！学んで、作って楽しむ楽器と音の世界♪

日頃よく目にする身近な楽器たち。でも、実際にどうやって音が鳴るのかその仕組みを知っていますか？
楽器の仕組みを学びながら、簡単な手作り楽器に挑戦してみましょう！

子どもから大人まで参加できるワークショッププログラムでは、みんなで学び、体験しながら音楽をお楽しみいただけます！
練馬文化センターで、一流の音楽家によるコンサートとワークショップをご堪能ください！

11/19（日） 10：30-12：00

講師：Chemin de Neige（シュマン・ドゥ・ネイジュ）＜髙橋由起（フルート・リコーダー）、平田侑（ピアノ・鍵盤ハーモニカ）＞ 
料金：お1人500円
定員：20名 対象：5歳から小学6年生までのお子様とその保護者 ※お子様のみ、保護者のみの参加はできません。

練馬文化センター 第１リハーサル室

New!

ねりま若者文化祭ライブパフォーマンス ねりパフォ2018出場者募集！
ダンス・軽音楽・大道芸などの若手パフォーマーのみなさん！大ホールの舞台に立ってみませんか？

対象：①軽音楽・ダンス・パフォーマンスのいずれかの発表 ②小学生から30歳以下 ③出演者の３分の２以上が区内在住・在勤・在学 ④次の日程
に参加できる方 ＜リハーサル：平成30年2月17日（土）終日 本番：平成30年2月18日（日）終日＞ ※一人一団体のみエントリー可能。
参加費用（一人当たり・傷害保険料込み）：小・中学生・高校生 500円、左記以上 1,000円
申込方法：応募用紙に必要事項を記入し、動画（DVDもしくはYouTubeへの限定公開）を添えて郵送、または持参　※応募用紙は練馬文化セン
ターや協会ＨＰにて配布しています。 
申込期間：9月1日（金）～10月20日（金）消印有効
申込・問合せ：（公財）練馬区文化振興協会 〒176-0001練馬区練馬1-17-37 ☎ 03-3993-3311　

割  引 0歳以上

割  引 4歳以上

募 集

9月10日（日） 10:00～ 予約受付開始

5歳以上9月2日（土） 10:00～ 電話のみ予約受付開始 ※インターネット予約・窓口販売は翌日より受け付けます。

②歌のための「体と声」のワークショップ ～まあ不思議！楽にきれいな声が出る！～

歌は体と心がひとつになって生まれます。このワークショップでは、楽で心地よい声と体を見つけます。ゆったり動くレガート
体操で、無理のない姿勢や自然な呼吸が見つかります。後半は歌を歌い、発声、歌唱法を学びます。

今年度はねりパフォ５周年！テーマは「和」！パフォーマンスのジャンルは問いません。1000人の観客の前で最高のパフォーマン
スを発揮してみませんか？スタッフも区内の高校生から若手社会人までが参加し、イベントを盛り上げるためサポートします！

11/19（日） 15：30-17：00

講師：青木美稚子（レガート体操＆発声・歌唱指導）、松原美砂子（ピアノ伴奏）、三宅三紀子・鈴木加奈子（指導助手）
料金：500円
定員：35名 対象：15歳以上 服装：動きやすい服装 持ち物：ヨガマットまたはバスタオル

練馬文化センター 第１リハーサル室

9月2日（土） 10:00～ 電話のみ予約受付開始 ※インターネット予約・窓口販売は翌日より受け付けます。

好評発売中！

New!

プラス

朗読×ピアノ×ダンス「マイライフ・マイステージ」参加者募集!!
あなたの人生の物語を掘り起し、自分の言葉で語るワークショップ。

日程：①平成30年1月26日（金）18:30～21:30 ② 27日（土）13:00～18:00 ③2月3日（土）13:00～18:00 ④ 4日（日）13:00～18:00 ⑤8日
（木）18:30～21:30 ⑥9日（金）18:30～21:30 ⑦10日（土）10:00～20:00 ⑧11日（日）本番 
会場：練馬文化センター洋室、大泉学園ゆめりあホール  
講師・朗読：能祖將夫（桜美林大学芸術文化学群教授、北九州芸術劇場プロデューサー、詩人） ほか 
対象：15歳以上（中学生不可）からご高齢の方まで、全日程参加できる方 定員：20名（抽選） 参加費：1,500円 
申込方法：電子メールまたは往復はがきで ①催し物名 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤性別 ⑥電話番号 ⑦電子メールアドレス（ある方の
み） ⑧演劇・朗読経験の有無 ⑨特技 ⑩応募動機を簡単にご記入ください 締切：10月31日（火）23:59必着（消印有効） 
申込・問合せ：（公財）練馬区文化振興協会 【はがき】〒176-0001練馬区練馬1‒17‒37 【メール】 workshop@neribun.or.jp ☎03-3993-3311 

募 集

最終日にはプロアーティストのピアノ演奏やダンスを組み合わせて公演を行います。自分に向き合い、表現してみませんか。あ
なたの挑戦をお待ちしています。

New!



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249回アトリウムミニステージ

9/20（水） 12:15-12:45 練馬区役所１階アトリウム

伊藤万桜（ヴァイオリン） ほか
エルガー／愛の挨拶、
サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン 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：

第3水曜日に開催しているお昼休みコンサート。
今回は、昨年の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ヴァイオリンの演奏です。

0歳以上

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」

最高の音楽と笑いでいっぱいの
オペレッタの最高傑作!!

10/27（金） 18 :30開演 練馬文化センター 大ホール

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 小学生

①音楽グループ《なでしこ》
　～歌声と口笛は風に乗って～　

練馬区演奏家協会10周年記念
コンサート～みどり・風・やさしさ～
一流の音楽家と過ごす、よくばりな一日♪

一緒に歌い、口笛を吹いて楽しい時間を過ごそう！

11/19（日） 13：00開演 練馬文化センター 小ホール

重松万里子（ピアノ）、田村彰子（ソプラノ）、柴田
晶子（口笛）、奥田裕美（ヴァイオリン） ほか
武満徹／小さな空、日本の歌メドレー ほか
全席自由 1,000円

出演：

曲目：
料金： 割  引 小学生

割  引 小学生

②東京アートノームブラスクインテット 
　ジョイフルコンサート

煌めく金管五重奏の響き。

11/19（日） 18：00開演 練馬文化センター 小ホール

久保義一（トランペット）、中山隆崇（トランペッ
ト）、並木博美（ホルン・司会）、中村友子（トロン
ボーン）、牛尾正明（テューバ）
J.ファーナビー／ルネッサンス組曲から ほか
全席自由 1,000円

出演：

曲目：
料金：

日野皓正クインテット2017　

世界的なジャズプレーヤー、待望の練馬公演！

11/3（金・祝） 16 :00開演 練馬文化センター 大ホール

日野皓正（トランペット）、 加藤一平（ギター）、石
井彰（ピアノ）、杉本智和（ベース）、石若駿（ドラム
ス）
全席指定 S席5,000円 A席4,500円

出演：

料金：

割  引 小学生

避難訓練コンサート

コンサート中の災害発生を想定した避難訓練を実施します。

9/24（日） 14：00開演 練馬文化センター 小ホール

警視庁音楽隊、警視庁音楽隊カラーガード ほか
無料（事前申込制）

出演：
料金：

白石加代子女優生活50周年記念公演 

笑った分だけ、怖くなるvol.2　

白石加代子と佐野史郎の強力タッグが帰ってくる！ 

12/6（水） 19：00開演 練馬文化センター 小ホール

白石加代子、佐野史郎
小野寺修二
筒井康隆「乗越駅の刑罰」（新潮文庫刊『懲戒の部
屋』より）、井上荒野「ベーコン」（集英社文庫）
全席指定 5,000円

出演：
演出：
演目：

料金：

小学生

みどりの風 練馬薪能 プレセミナー

～能・狂言をたのしむ～

古典芸能をもっと身近に、もっと楽しく。

9/7（木） 15：00開演 練馬区立生涯学習センター

葛西聖司（アナウンサー・古典芸能解説者）
全席自由 500円
みどりの風 練馬薪能実行委員会

出演：
料金：
共催：

フレッシュ名曲コンサート 
ニューイヤーコンサート2018
～小林研一郎と愉しむ「新世界」の幕開け～

新しい１年の始まりを、炎のコバケンと共に

2018/1/14（日） 14 :00開演 練馬文化センター 大ホール

小林研一郎（指揮）、福田俊一郎（ヴァイオリン）、
東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
ドヴォルザーク／交響曲第9番 ホ短調「新世界より」、
チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 ほか
全席指定 S席3,800円 A席3,000円

出演：

曲目：

料金：

学生券割  引 小学生

割  引 小学生 学生券

たの

©満田聡 ©井村重人

©上野隆文

©堀田力丸©堀田力丸

割  引 小学生

第51回ワンコイン・コンサート
楽器ミュージアム～様々なトランペット&打楽器に出逢おう～

①11:30開演 「0歳からのわいわいワンコイン・コンサート」 
②15:00開演 「自分にごほうびワンコイン・コンサート」

※定員に達したため、募集は終了しました。

9/9（土） 大泉学園ゆめりあホール

割  引 小学生

ゆめりあJAZZ vol.25 出口誠ピアノトリオ
with酒井麻生代＆伊藤かな

ジャズ評論界の大御所 瀬川昌久プロデュース 第8弾!

9/15（金） 19 :00開演 大泉学園ゆめりあホール

出口誠トリオ【出口誠（ピアノ）、安ヵ川大樹（ベー
ス）、井川晃（ドラムス）】、酒井麻生代（フルート）、
伊藤かな（ハーモニカ）
Autumn Leaves、Bouncing With Bud、
Kelly Blues ほか ※変更の場合あり
全席指定 2,500円

出演：

曲目：

料金：

松木亜希（トランペット）、野尻小矢佳（打楽器）
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：

割  引 小学生

割  引 0歳以上

かさいせいじ

第139回練馬区民寄席
～小三治・一朝～

江戸落語の真髄を伝える名人の至芸！

11/16（木） 18 :30開演 練馬文化センター 小ホール

柳家小三治、春風亭一朝、柳家小八、柳家小多け、
柳家小菊
全席指定 3,000円

出演：

料金：

柳家 小三治 春風亭 一朝
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大
1日（金） 19：00～21：00   
全席指定 Ｓ席9,000円 Ｂ席7,000円 他
【問】ジョイ・バレエ　☎ 03-3950-5039

ラモー フレンチバロック・オペラ
「レ・パラダン（遍歴騎士）」全幕9/1

FRI

18日（月） 14：00～15：40 
自由入場 無料
【問】コール・オービーレン　☎ 080-3389-2976

コール・オービーレン 第9回演奏会9/18
MON

大
19日（火） 14:00～16:00  
全席指定 5,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

岸惠子スペシャル・トークショー
～夢のあとさき～ 9/19

TUE

23日（土） 15：30～18：30 
無料（要整理券）
【問】フジサトバレエスタジオ　☎ 03-3995-2218

フジサトバレエスタジオ 第59回発表会9/23
SAT

大

23日（土） 14：00～15：20／18：00～19：20 
無料（要招待券）
【問】春日町青少年館　☎ 03-3998-5341

第36回 練馬児童劇団発表会9/23
SAT

24日（日） 14:00～16:30 
予定枚数終了
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

避難訓練コンサート9/24
SUN

26日（火）～27日（水） 10：00～16：00 
自由入場 無料
【問】練老連　☎ 03-6914-5125

寿文化祭

26日（火）～27日（水）
自由入場 無料
【問】練老連　☎ 03-6914-5125 

寿文化祭作品展

ギ

9/29
10/1
FRI

SUN

ギ

10/6
10/10
FRI

TUE

ギ

10/31
11/5
TUE

SUN

ギ

10/23
10/29
MON

SUN

29日（金）～10月1日（日）
自由入場 無料
【問】五感ぐるぐる・菅井　☎ 090-1039-4104

臨床美術＋育脳Art作品展Vol.4　
～3才から93才の笑顔のアーティスト～

大
29日（金） 19：00～21：00 
全席指定 Ｓ席6,500円 Ａ席5,000円
【問】チケットセンター　☎ 03-6264-4221

ミュンヘン・バッハ管弦楽団9/29
FRI

29日（金） 19：00～21：00 
全席自由 一般3,000円 他 学生1,500円 他
【問】ぴとれ座事務局　☎ 090-8512-4069

おーけすとら・ぴとれ座 第2回音楽会9/29
FRI

大
30日（土） 13：00～16：00 
無料（要整理券）
【問】健康推進課　☎ 03-5984-4624

がん征圧月間映画上映会9/30
SAT

30日（土） 14：00～16：00 
全席自由 1,000円
【問】宣伝係　angenehm_information@yahoo.co.jp   

アンゲネーム管弦楽団 第13回定期演奏会9/30
SAT

２日（土） 17：30～19：30   
全席自由 一般3,000円 学生1,500円 他
【問】企画事務局　☎ 080-8110-9791

フィルハーモニア・ウィンド・アンサンブル9/2
SAT

２日（土）～３日（日）  
自由入場 無料
【問】関東ウタリ会　☎ 080-3471-0953

大
4日（月） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】交通総務係　☎ 03-3994-0110（内4112）

交通安全練馬区民のつどい

アイヌ文様作品展

9/4
MON

大
6日（水） 19：00～21：00 
全席自由 一般1,000円 学生500円
【問】ねりま九条の会　☎ 03-3991-7087

憲法施行70周年記念
世界にはばたけ憲法九条9/6

WED

7日（木）～10日（日）  
自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

祝 練馬区独立70周年記念 
心に響け！文化芸術の饗宴

8日（金） 19：00～21：00  
全席自由 前4,000円 当4,500円
【問】ミクロコスモス　☎ 090-8039-5205

ミクロコスモス室内合奏団演奏会20179/8
FRI

9日（土） 12：30～18：00   
自由入場 無料
【問】演奏会事務局　gakusan.obog@gmail.com

第3回 関東学生三曲連盟OBOG演奏会9/9
SAT

大
10日（日） 11：00～16：00 
自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

祝 練馬区独立70周年記念 
心に響け！文化芸術の饗宴9/10

SUN

10日（日） 14：00～16：15  
全席自由 500円
【問】グリューネ代表　concert30@ensemble-grune.org

アンサンブル・グリューネ 第30回演奏会9/10
SUN

16日（土） 18：30～21：15 
全席自由 一般5,000円 学生3,000円
【問】百合の会　☎ 080-3487-2618

プッチーニ作曲　オペラ「トスカ」9/16
SAT

大
17日（日） 14：00～16：00 
全席自由 800円
【問】豊島区管弦楽団　☎ 090-6535-8643

豊島区管弦楽団第86回定期演奏会9/17
SUN

17日（日）17：00～20：00   
全席自由 2,500円
【問】横山・香取スタジオ　☎ 03-3338-6423

2017年 横山・香取スタジオ発表会
バレエ＆フラメンコ9/17

SUN

9 月

大
1日（日） 10：00～20：00  
指定席3,800円 自由席2,000円
【問】Ｙｏｕ遊モデル　☎ 03-5912-2600

You遊モデル 歌謡祭10/1
SUN

大
８日（日） 10：00～19：30  
自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

民謡大会10/8
SUN

８日（日） 14：00～16：00   
自由入場 無料
【問】事務局　mercredi_phil2306@hotmail.co.jp

メルクルディ・フィルハーモニー管弦楽団
第9回定期演奏会10/8

SUN

大
９日（月） 12：45～16：15   
自由入場 無料
【問】ワグネルＯＢ合唱団　☎ 090-7907-7491

ワグネル・ガラコンサート
～第6回ステージ上の同窓会～10/9

MON

９日（月） 13：30～15：00  
自由入場 無料
【問】ハーモニックス代表　☎ 03-6760-2213

ギターアンサンブル「ハーモニックス」
30周年記念コンサート10/9

MON

11日（水） 18：00～21：00   
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科　☎ 03-5995-8240

日本大学芸術学部音楽学科　
第122回定期演奏会10/11

WED

12日（木） 19：00～21：00  
全席指定 3,800円
【問】チケットセンター　☎ 03-6264-4221

ウラジーミル・ミシュク ピアノ・リサイタル10/12
THU

21日（土） 15：30～18：00   
全席自由 一般4,000円 高校生以下3,500円
【問】ｕｎｉｔＫ　☎ 03-3926-5902

オペラ物語２10/21
SAT

大
22日（日） 10：00～20：30  
自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

合唱祭10/22
SUN

大
15日（日） 14:00～15:00
全席指定 2,500円 小学生以下1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

第40回練馬まつり協賛イベント　　
ノージーのひらめき工房ショー in 練馬10/15

SUN

22日（日） 13：30～15：30   
自由入場 無料
【問】事務局　☎ 090-7071-5337

チャオズウインドアンサンブル
第1回定期演奏会10/22

SUN

23日（月）～29日（日）
自由入場 無料
【問】紫紅会　☎ 090-4414-8005

第31回 紫紅会展

大
27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

ハンガリー国立歌劇場 「こうもり」　10/27
FRI

28日（土） 12：00～16：30 
自由入場 無料
【問】日本ギター合奏連盟　☎ 03-3761-6719

第29回日本ギター合奏フェスティバル10/28
SAT

大
29日（日） 14：00～16：00  
全席自由 1,000円
【問】ザッツ管弦楽団　satz_orchestra@hotmail.com

ザッツ管弦楽団 第16回定期演奏会10/29
SUN

大
30日（月） 18：30～20：30  
自由入場 無料
【問】日芸音楽学科　☎ 03-5995-8240

日本大学芸術学部音楽学科
第123回定期演奏会10/30

MON

31日（火）～11月5日（日）
自由入場 無料
【問】道中展　☎ 03-3992-7492

道中展

１日（日） 16：30～19：00 
自由入場 無料
【問】石川・田中ダンス　☎ 03-3958-3313

第62回 石川須姝子・田中いづみ
ダンスアカデミー発表会10/1

SUN

５日（木） 10：15～20：00   
全席自由 500円
【問】シムラスタジオ　☎ 03-3990-7222

第49回志村あじさい会秋の発表会10/5
THU

６日（金） 17：00～19：00 
全席指定 Ｓ席5000 Ａ席4,500円
【問】スペースクラフト　☎ 048-688-1677

加納ひろしサンキューコンサート10/6
FRI

６日（金）～１０日（火） 
自由入場 無料
【問】ねりま水彩画倶楽部　☎ 03-3998-1816

ねりま水彩画倶楽部展

大
７日（土） 14：00～16：00   
全席自由 1,000円（小学生無料）
【問】事務局　☎ 090-8314-1584

オーケストラアンサンブル豊島
第22回定期演奏会10/7

SAT

７日（土） 13：00～16：00 
無料 要整理券
【問】指笛楽友会事務局　☎ 048-463-5582

田村大三 指笛音楽83周年記念
指笛コンサート10/7

SAT

７日（土） 19：30～21：30 
全席指定 3,600円
【問】（株）夢空間　☎ 03-5785-0380

立川志らく 独演会10/7
SAT

1 0 月

募 集
（公財）
練馬区文化振興協会
職員を募集

職種・採用者数：契約職員（事務）【新卒者または経験者】 若干名 受験資格：4年制大学卒業または平成30年３月末までに卒業見込みの方 雇用期間：平成30年4月1日
から1年間（契約職員雇用期間終了後、正職員登用選考受験資格を取得） 勤務日時：週5日 午前８時30分～午後10時のうち実働７時間45分 ※土・日曜・祝休日勤
務、変則勤務あり 勤務場所：（公財）練馬区文化振興協会 勤務内容：庶務・経理事務、文化芸術振興に関する事業の企画・運営、施設の維持管理業務など 給与：月額
19万円～ ※職歴に応じて初任給加算あり、交通費支給、社会保険あり 申込：（公財）練馬区文化振興協会ホームページ（https://www.neribun.or.jp/）にある募集案
内をご覧の上、9月1日（金）から10月6日（金）午後5時【必着】までに、持参または郵送で（公財）練馬区文化振興協会へ ☎03-3993-3311
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9 月

Le Concert Mignon Vol.19
2日（土） 15：00～18：30 
自由入場 無料
【問】ミニヨン事務局　☎ 090-3524-5300

ホ

9/2
SAT

1 0 月

第54回 Largo会
1日（日） 14：30～17：30
自由入場 無料
【問】Largo会　☎ 03-3996-6675

ホ

10/1
SUN

映画『母 小林多喜二の母の物語』
2日（月） 10：30～12：30／14：00～16：00
全席自由 前1,200円 当1,500円
【問】現代ぷろ　☎ 03-5332-3991

ホ

10/2
MON

三人展 孫、斉木雄太・子、加藤希人・
親、加藤機子となかまたち
3日（火）～9日（月）
自由入場 無料
【問】斉木　☎ 080-6511-5096

ルナ・ケンゾーコンサート 
歌はときを越えて
5日（木） 18：00～20：30 
全席自由 前4,500円 当5,000円
【問】ルナ音楽事務所　☎ 070-6467-5269

ホ

10/5
THU

すみピアノ教室 秋のおさらい会

7日（土） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】すみピアノ教室　☎ 03-5387-9144

ホ

10/7
SAT

アジア平和音楽祭
手をつなごう！アジアの仲間たち！
7日（土） 18：40～21：20 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】カガワ　☎ 070-3628-7605

ホ

10/7
SAT

荒川聖奈 荒川那智 ピアノリサイタル

9日（月） 14：00～16：00 
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】事務局　☎ 090-7742-1523

ホ

10/9
MON

オカリナユニット風華・マチネコンサート

11日（水） 14：00～16：00 
全席自由 3,500円
【問】オフィス風華　☎ 090-3428-4163

ホ

10/11
WED

第１回ベビーカーコンサートin練馬 
～泣いても、ぐずってもOK！～
12日（木） 10：50～11：30 
全席自由 大人700円 乳幼児300円
【問】おたから音楽会　n.otakarakai@gmail.com

ホ

10/12
THU

相澤勵バリトン・リサイタル vol.7

12日（木） 19：00～21：00 
全席自由 1,000円
【問】事務局　☎ 03-5241-1237

ホ

10/12
THU

シャンソン＆カンツォーネ ユキ ブーケ・ド・
シャンテ 第8回 コンサート
13日（金） 14：00～16：30
自由入場 無料（要整理券）　
【問】澤木　☎ 090-6159-7799

ホ

10/13
FRI

森本菜桜子・山岸麻悠美 
ピアノデュオリサイタル
20日（水） 19：00～21：00
全席自由 一般2,500円 高校生以下2,000円
【問】山岸ピアノ教室　☎ 03-4291-1962

ホ

9/20
WED

中山みどり推薦演奏家シリーズ第6弾　
美女系プレイヤーのすてきな音色
21日（木） 17：00～20：45 
全席自由 前3,000円 当3,300円
【問】中山アートハウス　☎ 042-398-3283

ホ

9/21
THU

ウィーン古典派の調べ
関敦子ピアノコンサート
22日（金） 18：30～20：00 
全席自由 3,000円 
【問】関敦子事務所　☎ 03-3923-6215

ホ

9/22
FRI

練馬シャンソンを楽しむ会主催　
第3回シャンソンとジャズコンサート
23日（土） 14：00～16：00
全席自由 前4,000円 当4,500円
【問】下河　☎ 03-5393-7381

（練馬・大泉）ホ

9/23
SAT

佐々木真／新垣隆
午後3時公演「映画とうた」 午後7時公演「フルートとピアノ」
26日（火） 15：00～17：00／19：00～21：00
全席自由 一般2,500円 2公演セット券4,000円 他
【問】みゆずメソン　☎ 048-477-1313

ホ

9/26
TUE

アール・リリック 2017
27日（水） 19:00～21:30 
全席自由 3,000円
【問】村田　☎ 03-5387-0977

ホ

9/27
WED

第32回 桃美会南画展
27日（水）～30日（土）
自由入場 無料
【問】桃美会　☎ 03-3948-0530

第9回 大泉カラオケ会
28日（木） 11：00～16：30 
自由入場 無料
【問】大泉料飲連合会　☎ 03-3921-2727

ホ

9/28
THU

コンセール・プティ 13 ～秋に想う～
29日（金） 16：00～18：00
全席自由 2,500円
【問】ＮＣ企画　☎ 03-3978-7915

ホ

9/29
FRI

声楽・ヴォーカルコンサート
30日（土） 19：00～21：00 
自由入場 無料
【問】アミフランス　☎ 090-8037-0857

ホ

9/30
SAT

スズキメソード・星野・長谷川クラス・
バイオリン発表会
3日（日） 12：00～16：00
自由入場 無料
【問】星野　☎ 090-3914-5651

ホ

9/3
SUN

西岡慎介・倉谷千明 帰国記念デュオコンサート
－ドイツでの８年間の軌跡－
3日（日） 19：00～21：00  
全席自由 4,000円
【問】Confetti　☎ 0120-240-540（平日10：00～18：00）

ホ

9/3
SUN

第51回ワンコイン・コンサート 楽器ミュージアム
～様々なトランペット＆打楽器に出逢おう～
９日(土) ①11：30～12：10 ②15：00～16：00 
①全席指定 500円 ②全席自由 500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

9/9
SAT

公文書写教室合同作品展
9日（土）～10日（日） 
自由入場 無料
【問】公文書写教室　☎ 03-3994-5457

騒いじゃっても大丈夫
音の輪10周年記念コンサート
10日（日） 10:30～12：00
全席自由 500円
【問】音の輪　☎ 090-6497-0016

ホ

9/10
SUN

第25回ピアノコンサート
10日（日） 18：30～21：00  
自由入場 無料
【問】阿部明子Ｐ教室　☎ 03-3920-0987

ホ

9/10
SUN

As we like it vol.16 
新居佐和子ソプラノリサイタル 「音楽の時間」
11日（月） 18：00～20：00 
全席自由 一般3,000円 学生1,000円
【問】音楽の時間　☎ 090-6118-7807

ホ

9/11
MON

原田圭（バリトン）×田中淳一（ピアノ）
デュオ・コンサート
13日（水） 19：00～20：45 
全席自由 一般前3,000円 他 学生2,000円
【問】コンサート事務局　☎ 03-3993-1677 

ホ

9/13
WED

歌声喫茶ともしび in 大泉学園  
14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

9/14
THU

ゆめりあJAZZ Vol.25 出口誠ピアノトリオ
with 酒井麻生代&伊藤かな
15日（金） 19：00～21：00 
全席指定 2,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

9/15
FRI

第24回フラワースタジオアリス・
第14回瑶風書道教室生徒作品展
16日（土）～18日（月）
自由入場 無料
【問】アリス・ヨウフウ　☎ 03-3922-3557

野宮淳子・菊池広輔duo recital
19日（火） 19：00～21：00
全席自由 一般3,000円 学生1,500円
【問】コレスポンダンス　☎ 090-4023-9896

ホ

9/19
TUE

第29回写研フラッシュ写真展
19日（火）～24日（日）
自由入場 無料
【問】帯津　☎ 03-3999-7727
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10/3

第25回 写団「すずしろ」写真展
13日（金）～19日（木）
自由入場 無料
【問】写団「すずしろ」　☎ 090-2622-8760

佐々木千里ピアノリサイタル2017

14日（土） 14：00～15：40 
全席自由 前2,500円 当3,000円
【問】佐々木千里後援会　☎ 080-2866-5876

ホ

10/14
SAT

アール・リリック 2017
14日（土） 19：00～21：30 
全席自由 3,000円
【問】村田　☎ 03-5387-0977

ホ

10/14
SAT

吉原りえ フルートリサイタル
20日（金） 19：00～21：00 
全席自由 一般前3,000円 他 高校生以下前2,000円 他
【問】事務局　fueneko5656@yahoo.co.jp

ホ

10/20
FRI

第28回香梅会 和がみ画展
21日（土）～23日（月）
自由入場 無料
【問】香梅会　☎ 03-3920-7872

アール・リリック 2017
22日（日） 19：00～21：30
全席自由 3,000円
【問】村田　☎ 03-5387-0977

ホ

10/22
SUN

第41回お茶の水女子大学ギター部
定期演奏会
28日（土） 17：30～20：00 
自由入場 無料
【問】お茶大ギター部　☎ 080-3781-0420

ホ

10/28
SAT

デュオ・チェロとピアノのコンサート
26日（木） 19:00～21:00 
全席自由 一般3,000円 学生2,000円
【問】デュオ・リヴ　☎ 090-6175-7761

ホ

10/26
THU

丸山由里子ヴァイオリンリサイタル
～ベートーヴェンの夕べ～
30日（月） 19：00～20：45 
全席自由 3,000円
【問】おんがくなかま　☎ 042-675-4507
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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
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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
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
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TIC
KET 5
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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。

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
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駅前広場

練　馬
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練馬文化
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白山神社入口

練馬警察署南

●練馬消防署
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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●
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目白通り

●ココネリ

地下駐車場
入口（有料）
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豊
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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

MUSEUM

10%
OFF

EVENT
TALK

＜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
■ 練馬文化センター 《窓口販売あり》 10時～20時

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

平成29（2017）年9月発行／通巻第390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）  https://www.neribun.or.jp/ 

立川志らく 独演会
演目：「中村仲蔵」 他
平成29年10月7日（土）　

全席指定 3,600円
練馬文化センター 小ホール
開場19:00 開演19:30

［Pコード：459-936］［Lコード：32880］

柳家三三 独演会「秋」
演目：「木乃伊取り」 他
平成29年11月10日（金）　

全席指定 3,600円
練馬文化センター 小ホール
開場19:00 開演19:30

［Pコード：480-939］［Lコード：31582］

好評発売
中！

本物 ゴスペル エンターテインメント・ショー！ 本物 ゴスペル エンターテインメント・ショー！ の　　　　　 を楽しめるの　　　　　 を楽しめる
来日10周年アニバーサリーツアー !!

お申込み・お問合せ テイト・チケットセンター（平日10~18時）03-6379-3144 www.tate.jp
12/14（木）18：30 練馬文化センター 《料金》S席:6,800円 / A席:6,000円 / 小学生席3,000円

9/7(木)発売!!

※未就学児入場不可


