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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

歴史と芸術豊かなウクライナより、
若さと気品あふれるバレエ団が再来日！
2017年、日本全国120公演以上にわたるツアーを敢行し、親しみやすいパ
フォーマンスで好評を博したキエフ・クラシック・バレエが再来日！長靴をは
いた猫や青い鳥でおなじみの「眠れる森の美女」全幕をお届けします。善と
悪の対比、そして衝突をチャイコフスキー永遠のバレエ作品でお楽しみくだ
さい。バレエが初めての方からバレエファンの方まで楽しんでいただける内
容です。

練馬文化センター 大ホール

4月1日（日）10:00～ 予約受付開始

※演奏は特別録音音源を使用します。

8/11（土・祝） ①12:30 ②15:00開演

キエフ・クラシック・バレエ
眠れる森の美女 全幕
全席指定 3,800円

出演：
演目：
料金：

割  引

第55回ワンコイン・コンサート
日本の音 和楽器の音

キエフ・クラシック・バレエ
眠れる森の美女 全幕

①「0歳からのわいわいワンコイン・コンサート」（40分間）
②「自分にごほうびワンコイン・コンサート」（60分間）
日本の風土の中で長い時間をかけて育まれてきた和楽器の魅力を、バラエ
ティ豊かな内容と素晴らしい演奏でお届けします。

大泉学園ゆめりあホール

4月26日（木）10：00～ インターネット販売・電話予約受付

8/4（土） ①11:30 ②15:00開演

松浪千紫（箏）、永池あかり（箏・十七絃）、菊池河山（尺八）
宮城道雄／春の海
尺八本曲／鶴の巣籠　
水川寿也／海・その煌めきをあなたに
久石譲／となりのトトロ 
Let it go～ありのままで～（アナと雪の女王より） ほか
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：
曲目：

料金：

New! New!

割  引 小学生

①
②

0歳以上

4歳以上

割  引



＜区外在住の方も応募できます＞第33回練馬区新人演奏会出演者選考オーディション 参加者募集

日程：【声楽部門】 5月25日（金）・6月22日（金）、【木管楽器部門】 5月26日（土）・6月
23日（土）、【弦楽器部門】 5月27日（日）・6月24日（日）
※金管楽器部門・ピアノ部門は平成31年度に実施する予定です。 
場所：練馬文化センター 小ホール
応募資格：次の①～③に当てはまる方 ①【声楽部門】平成30年3月31日現在、満18歳
以上満35歳未満（昭和58年4月2日～平成12年4月1日生まれ） 【木管楽器部門・弦
楽器部門】平成30年3月31日現在、満15歳以上満30歳未満（昭和63年4月2日～平
成15年4月1日生まれ） ②過去にこのオーディションに合格していない ③第33回練
馬区新人演奏会へ出演できる

申込期間：4月13日（金）までの午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く） ※先着順。定
員になり次第締切ります。　
問合せ：練馬区文化振興協会 新人演奏会出演者選考オーディション担当
〒176-0001 練馬区練馬1-17-37 ☎03-3993-3311 ※詳しくは、応募要領をご覧
ください。
【応募要領配布・掲示場所】 練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホール・練馬区役
所本庁舎1階アトリウム・練馬区文化振興協会HP

募 集

練馬区および練馬区文化振興協会は、有望な新進音楽家が広く活躍する契機として、毎年「新人演奏会」を開催しています。
選考オーディション入賞者は、11月29日（木）に開催する新人演奏会で東京フィルハーモニー交響楽団と共演します。

劇団M.M.Cオリジナルミュージカル「うみとみう」
小中学生体験ワークショップ＆出演者オーディション 参加者募集
歌やダンスで自分を表現！ミュージカルの世界を体験してみよう！

日程：6月2日（土）10:00～12:30または14:00～16:30※１　
場所：練馬文化センター リハーサル室　
講師：劇団M.M.C　
内容：【①体験ワークショップ】簡単なダンスや歌のレクチャーなど 【②出演者オーディション】①の内容を講師の前
で発表・審査。審査結果は後日郵送にて通知します。（演技やダンス以外にもやる気や個性を審査対象としますの
で、初心者の方もぜひご参加ください。①のみの参加も可能です。）　
参加資格：練馬区在住・在学の小学3年生～中学3年生（平成30年4月現在）、②は11回の稽古・リハーサル・本番※2
の全てに参加可能な方　
参加費：500円（保険料含む）　
定員：80名（応募者多数の場合は抽選）
応募方法：往復はがきに①「うみとみう」ワークショップ参加希望②住所③氏名（ふりがな）④学校名・学年（平成30
年4月現在）⑤性別⑥電話番号⑦保護者氏名⑧オーディション参加・不参加をご記入の上、〒176-0001練馬区練
馬1-17-37 練馬区文化振興協会 「うみとみう」体験ワークショップ＆オーディション係まで（申込みは1人1通、連名
申込みは不可）　
応募締切：5月10日（木）必着。抽選結果は5月16日（水）頃発送予定。
※1 参加時間は抽選で決定、返信はがきにてお知らせします。
※2 オーディション通過者は11回の稽古（7/7、15、16、23、24、26、28、30、31、8/2、3）、8/4リハーサル、
　　 8/5本番に参加、出演します。（25名程度／参加費3,000円）
問合せ：練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311

「うみとみう」はダンス・歌・セリフが散りばめられたオリジナルミュージカルです。まずはワークショップで楽しく体
験！プロの劇団員と同じ舞台に参加できる出演者オーディションにもチャレンジしてみよう。夏休みに1つの舞台を
仲間と作り上げる感動を！

New!
練馬区文化振興協会協力事業 わらび座 ミュージカルKINJIRO!

本当は面白い二宮金次郎！

5/15（火） ①14:00 ②18:30開演

わらび座（鈴木裕樹ほか）
　　　　鈴木聡
全席指定 5,000円 ※当日券5,500円は友の会適用対象外
　　　 わらび座関東・中部事務所 ☎048-286-8730

世界が注目する奇跡のミュージカル！農業、経営、教育、政治…さまざまな分野に才を発揮した金次郎。
その波乱万丈な人生と人間力たっぷりな魅力を楽しくドラマチックに描きます。和太鼓・生演奏・伝統
芸能を駆使して、あの銅像の二宮金次郎が歌い踊ります！

出演：
作・作詞・演出：
料金：
主催・問合せ：

練馬文化センター 小ホール

練馬交響楽団 第67回定期演奏会

20世紀を代表する2人の作曲家の作品をお楽しみください。

7/22（日） 14:00開演

金 洪才（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
バーンスタイン／キャンディード序曲
バーンスタイン／「ウエスト・サイド・ストーリー」よりシンフォニック・ダンス
ショスタコーヴィチ／交響曲第5番 二短調 作品47
全席自由 1,000円

アメリカ出身の世界的作曲家・指揮者であるレナード・バーンスタインの生誕100周年を記念して、
ミュージカル「ウエスト・サイド物語」よりシンフォニック・ダンスを、また、ロシアを代表する20世紀最
大の作曲家の一人、ショスタコーヴィチの作品から、もっとも有名な交響曲第5番をお届けします。

出演：
曲目：

料金：

練馬文化センター 大ホール

New!

好評発売中

好評発売中

割  引 小学生

割  引 小学生

劇団M.M.Cオリジナルミュージカル
「うみとみう」小中学生参加公演予告

※詳細は5月末頃ホームページ、
アンコール等にてお知らせ予定

8/5（日） 15：00開演 練馬文化センター 小ホール

募 集



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256回アトリウムミニステージ

4/18（水） 12 :15-12 :45 練馬区役所１階アトリウム

福田俊一郎（ヴァイオリン） ほか　　
エルガー／愛の挨拶　
マスネ／タイスの瞑想曲 ほか　　
自由入場 無料

※車でのご来場はご遠慮ください。※託児サービスあり（要事前申込）

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、ヴァイオリンの演奏です。

0歳以上

開催140回記念！
落語協会と落語芸術協会の大御所が夢の競演！

4/20（金） 18：30開演 練馬文化センター 小ホール

桂米丸、柳亭市馬、桂文治 ほか
全席指定 3,000円

出演：
料金：

第140回練馬区民寄席 
～米丸・市馬・文治～

稲垣潤一 コンサート2018

和製シティ・ポップスの代表格である稲垣潤一が練馬に
登場！

平成三十年度（公社）全国公立文化施設協会 主催 東コース 

松竹大歌舞伎

5/19（土） 16 :30開演 練馬文化センター 大ホール

稲垣潤一
ドラマティック・レイン、クリスマスキャロルの頃
には ほか ※曲目は変更になる場合があります。
全席指定 6,500円

出演：
曲目：

料金：

大谷康子＆
スロヴァキア国立放送交響楽団

世界中で絶賛の交響楽団が、待望の再来日。

6/24（日） 15:00開演 練馬文化センター 大ホール

マリオ・コシック（指揮）、大谷康子（ヴァイオリ
ン）、スロヴァキア国立放送交響楽団（管弦楽）
スメタナ／モルダウ（交響詩「わが祖国」より）、
チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲、
ドヴォルザーク／交響曲第9番「新世界より」
S席8,000円 A席6,500円 
B席5,000円 C席3,500円

出演：

曲目：

料金：

割  引 小学生
柳亭市馬 桂米丸 桂文治

第54回ワンコイン・コンサート ケニアの伝統楽器
「ニャティティ」ってなぁに？

4/28（土） ①13：30 ②16：00開演 練馬文化センター 小ホール

① 「0歳からのわいわいワンコイン・コンサート」（40分間） 
② 「自分にごほうびワンコイン・コンサート」（60分間）

アニャンゴ（ニャティティ・ヴォーカル）、ラティー
ル・シー（パーカッション・ヴォーカル） ほか
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

①
②

0歳以上割  引

予定枚数終了

残席わずか

残席わずか 割  引 小学生

©尾形正茂

割  引 小学生

ハアヘオ来日公演～ハワイアン・
ミュージック＆フラ・コンサート～

音楽とフラが融合する真のハワイ魂をお届けします。

6/10（日） 17：00開演 練馬文化センター 大ホール

ハーブ・オオタ・ジュニア、カポノ・ナイリイリ、チャ
ド・タカツギ、カヴェナ・メクラー、日本のフラチー
ム ほか ※フラ・ダンサーが変更になりました。
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）

出演：

料金：

©Hiro OTSUKA

まちなかコンサート vol.22 
in 向山庭園

気軽に本格的な音楽を楽しめる「まちなかコンサート」。
今回は、練馬区立向山庭園にて開催！ 

※車でのご来場はご遠慮ください。
※雨天の場合は室内にて開催します。

4/7（土） 12:45開演 練馬区立向山庭園
（練馬区向山3-1-21）

森垣悠美（ヴァイオリン）、大岩直季（チェロ）
ヴィヴァルディ／四季『春』、エルガー／愛の挨拶、
ヘンデル／水上の音楽 ほか
自由入場 無料（申込不要）

出演：
曲目：

料金：

万作・萬斎狂言の会
～無布施経・首引～

日本を代表する伝統文化“狂言”の神髄をご堪能ください。

6/13（水） 19：00開演 練馬文化センター 小ホール

野村万作、野村萬斎、石田幸雄、高野和憲、
月崎晴夫、竹山悠樹 ほか 
野村萬斎
全席指定 5,000円
（株）万作の会

出演：

解説：
料金：
共催： 

割  引 小学生

岩波ホール発 白石加代子「百物語」シリーズ アンコール上演

「牡丹灯籠」

「百物語」シリーズ、待望のアンコール上演第二弾！

6/30（土） 18 :30開演 練馬文化センター 小ホール

白石加代子
　　  鴨下信一
三遊亭圓朝「牡丹灯籠」
全席指定 5,000円

出演：
構成・演出：
演目：
料金：

割  引 小学生

平成三十年度（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！！

7/11（水） 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

出演：
料金：

割  引 小学生

毎年恒例の松竹大歌舞伎。
凛々しい立役で人気の尾上菊之助が登場。
昼の部 13:00 夜の部 17:30開演

7/29（日） 練馬文化センター 大ホール

全席指定 一等席5,800円 二等席4,800円 
三等席3,000円

料金：

割  引 0歳以上

劇団四季が贈る、進化系エンターテインメント

練馬区文化振興協会協力事業

　　　　『ソング＆ダンス65』

4月25日（水） 18:30開演、4月26日（木） 13:30開演、
4月27日（金） 13:30開演

4/25（水）26（木）27（金） 練馬文化センター 大ホール

全席指定 S席8,640円 A席6,480円 B席完売 
（友の会特別価格S席のみ 8,200円）
※2歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）

料金：

撮影：荒井健

0歳以上

割  引 小学生 学生券
ⓒ Kei Uesugi

野村萬斎「首引」

野村万作「無布施経」

ふせないきょう くびびき



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

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

小
1日（日） 15：30～17：30／18：30～20：30
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】リバーダンス　☎ 080-3126-5944

River☆Dance Studio Vol．11 「Paradiso」4/1
SUN

3日（火）～9日（月）
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

小
6日（金） 15：00～18：00 
全席自由 3,000円
【問】東京民謡会事務局　☎ 03-3921-5155

コロムビア民謡大行進4/6
FRI

小
7日（土） 13：00～16：00 
全席指定 5,000円
【問】民謡の祭典事務局　☎ 03-3957-6652

ＥＭＩレコーズ民謡の祭典4/7
SAT

8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15回定期演奏会

4/8
SUN

小

小

8日（日） 10：30～19：30 
自由入場 無料
【問】渡部　☎ 03-3990-2609

練馬区民謡連盟春季大会4/8
SUN

4 月

1日（火）～6日（日）
自由入場 無料
【問】木造の寺事務局　☎ 03-3993-5388

第9回「東京と近郊の木造の寺展」（禅三宗臨
済宗・曹洞宗・黄檗宗）リニューアル版！

3日（木・祝） 13：30～15：30 
全席指定 一般前1,000円 他 中学生以下前500円 他
【問】演奏会事務局 村川　☎ 090-5508-7444

豊島区吹奏楽団 第42回定期演奏会5/3
THU

小
3日（木・祝） 14：00～16：00 
全席自由 1,000円
【問】芙蓉合唱団 森　☎ 090-1530-6415

芙蓉合唱団第17回演奏会5/3
THU

4日（金・祝） 17：00～20：00 
無料（要整理券）
【問】ルナバレエ　☎ 03-3978-7102

ルナバレエスタジオ発表会5/4
FRI

小
4日（金・祝） 14：00～16：00 
全席自由 1,000円
【問】中野　☎ 090-4740-5871

上智大学ソフィアマンドリーノ
第89回定期演奏会

5/4
FRI

5日（土・祝） 16：00～18：00 
全席指定 前5,000円 当5,500円 
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

H ZETTRIO Mysterious Superheroes 
TOUR ～こどもの日 Special～　

5/5
SAT

6日（日） 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37回定期演奏会

5/6
SUN

小
６日（日） 16：00～18：30 
無料（要招待券）
【問】ミズエバレエ　☎ 090-6019-1142

ミズエバレエスクール 発表会20185/6
SUN

小
11日（金） 19：00～21：00  
全席指定 一般3,500円 学生3,000円 他
【問】未来音楽企画　☎ 03-5946-9455

藤田真央ピアノリサイタル2018
誰にもとめられない進化し続ける藤田真央

5/11
FRI

12日（土） 17：30～20：30 
全席自由 800円
【問】事務局　☎ 090-2642-3867

ミュゼ・ダール吹奏楽団
第21回定期演奏会

5/12
SAT

小
12日（土） 12：30～16：30 
自由入場 無料
【問】ＹＭＳ池袋　☎ 03-3980-3003

ヤマノミュージックサロン池袋・吉祥寺合同　
アンサンブルコンサート2018

5/12
SAT

13日（日） 11：00～18：00 
自由入場 無料
【問】練馬区合唱連盟　☎ 03-3921-2076

春の区民文化祭「春の合唱祭」5/13
SUN

小
15日（火） 14：00～15：30／18：30～20：00 
全席指定 前5,000円 当5,500円
【問】わらび座関東事務所　☎ 048-286-8730

わらび座 ミュージカルKINJIRO！
～本当は面白い二宮金次郎～

5/15
TUE

16日（水） 18：30～20：30 
指定席Ｓ席6,000円 他 自由席2,000円
【問】実行委員会　☎ 03-6657-5440

金剛山歌劇団東京公演5/16
WED

小
17日（木） 10：30～20：00 
全席自由 1,000円
【問】シムラスタジオ　☎ 03-.3990-7222

第50回 志村あじさい会春の発表会5/17
THU

19日（土） 16：30～18：30 
全席指定 6,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

稲垣潤一 コンサート2018　　5/19
SAT

小

小

19日（土） 13：00～15：30 
自由入場 無料
【問】中條流薫会　☎ 080-4950-3716

中條流家元 中條薫を偲ぶ会5/19
SAT

20日（日） 16：30～19：30 
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
創立35周年記念発表会

5/20
SUN

20日（日）～26日（土）
自由入場 無料
【問】野澤　☎ 03-3926-5953

第13回しんせいスケッチ会展

30日（水） 13：15～16：00 
自由入場 無料
【問】広報普及係　☎ 03-3964-1141

東京都健康長寿医療センター
第150回老年学・老年医学公開講座

5/30
WED

5 月

残席わずか

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

4/3

10日（火）～11日（水） 19：00～20：30 
無料（要事前申込）　【問】東京都教育委員会　
http://www.kyoinsenko-metro-tokyo.jp/

平成30年度 東京都公立学校教員採用候補者
選考（31年度採用）説明会

13日（金） 13：30～15：30 
全席指定 7,560円
【問】アイエス　☎ 03-3355-3553

天童よしみコンサート20184/13
FRI

13日（金）～16日（月）
自由入場 無料
【問】石神井和楽会　☎ 03-3904-5014

第20回石神井和楽会作品展

14日（土） 18：00～20：30 
全席自由 前500円 当1,000円
【問】ＰＲ係　☎ 080-4067-1015

東京外国語大学管弦楽団
第95回定期演奏会

4/14
SAT

小
14日（土） 17：30～20：00 
自由入場 無料
【問】belle　☎ 090-3497-1804

belle 第11回コンサート4/14
SAT

小
15日（日） 11：00～13：00 
自由入場 無料
【問】シルバーヴィラ向山　☎ 03-3999-5416

第19回（2018）
シルバー フェスタ オン ステージ

4/15
SUN

小
20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140回練馬区民寄席
～米丸・市馬・文治～　

4/20
FRI

21日（土） 17：00～20：30 
無料（要整理券）
【問】石神井バレエ　☎ 03-3996-9041

石神井バレエアカデミースクール
パフォーマンス

4/21
SAT

小
21日（土） 18：00～20：00 
無料（要整理券）
【問】永山　☎ 03-3938-5944

永山美代子バレエスタジオ 
第24回定期発表会

4/21
SAT

22日（日） 12：00～20：00 
自由入場 無料
【問】花柳徳次海　☎ 03-3995-1664

第28回 花柳徳次海会 日本舞踊発表会4/22
SUN

25日（水） 18：30～20：30
26日（木） 13：30～15：30／27日（金） 13：30～15：30
全席指定 Ｓ8,640円 Ａ6,480円 Ｂ完売 
※2歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

劇団四季『ソング＆ダンス65』

小
22日（日） 15：30～16：40 
全席指定 2,000円
【問】オールフォーワン　☎ 090-4439-5507

All For One 20184/22
SUN

小

小

小

26日（木） 18：30～20：30 
全席自由 1,000円
【問】乳井　☎ 080-9017-1031

東京音楽大学打楽器専攻生有志による
アンサンブル演奏会

4/26
THU

28日（土） 16：30～19：00 
無料（要招待券）
【問】高野　☎ 03-3338-6496

バレエスタジオ カスティジョ・ミオン 
第19回発表会

4/28
SAT

28日（土） ①13：30～14：10 ②16：00～17：00
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　【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

第54回ワンコイン・コンサート ケニアの伝統
楽器「ニャティティ」ってなあに？

4/28
SAT

29日（日・祝） 14：00～16：20 
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30回定期演奏会

4/29
SUN

29日（日・祝） 16：00～19：00
自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

第57回春の区民文化祭「洋舞春の祭典」4/29
SUN

30日（月・休） 13：30～16：00 
全席自由 500円
【問】五味　☎ 070-5557-2195

東京ミューズシンフォニックバンド 
第39回定期演奏会

4/30
MON

4/9
TUE

MON
ギ

4/25
4/27
WED

FRI

4/13
4/16
FRI

MON
ギ

5/1
5/6
TUE

SUN
ギ

5/20
5/26
SUN

SAT
ギ

25日(金)声楽部門、26日(土)木管楽器部門
27日(日)弦楽器部門 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33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

5/25
5/27
FRI

SUN

4/10
4/11
TUE

WED

完売御礼

予定枚数終了



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30年3月20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各ホール窓口（10:00～20:00）
②予約専用電話03‐3948‐9000（10:00～17:00）
③インターネット https://www.neribun.or. jp

チケット窓口販売

チケット予約・販売

平成30（2018）年４月より、練馬文化センター利用抽選会の日
程が変わります！
詳しくは、練馬文化センターのホームページをご覧ください。

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

4 月

春の合唱祭

5日（木） 14：00～16：25 
自由入場 無料
【問】合唱祭運営委員会　☎ 03-3338-7189

ホ

4/5
THU

5 月

第4回 笛の音楽祭オカリナ発表会
2日（水） 13：30～16：00 
自由入場 無料
【問】笛を楽しむ会　☎ 090-3428-4163

ホ

5/2
WED

ミューズ・アンサンブル第12回公演
オペラ [あまんじゃくとうりこひめ]
2日（水） 19：00～21：00  
全席自由 1,000円
【問】カゲヤマ　☎ 080-5014-7632

ホ

5/2
WED

第50回 ユネスコジュニア世界児童画展

3日（木・祝）～6日（日） 
自由入場 無料
【問】大塚　☎ 03-5936-6360

駒形ブラザーズ 10周年記念演奏会

6日（日） 19：20～21：20 
全席自由 前1,000円 当2,000円
【問】駒形事務局　☎ 090-8776-0303

ホ

5/6
SUN

騒いじゃっても大丈夫！
「音の輪ライブコンサート」
6日（日） 10：30～11：30 
全席自由 500円
【問】音の輪　☎ 090-5555-6701

ホ

5/6
SUN

第22回 トゥインクルコンサート

11日（金） 19：00～20：45 
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

5/11
FRI

美女系ピアニスト2人による24曲の競演　
矢島愛子＆林なつみ
10日（木） 19：00～20：45 
全席自由 前3,000円 当3,300円
【問】アートハウス　☎ 042-398-3283

ホ

5/10
THU

アール・リリック 2018 前期

13日（日） 19：00～21：30 
全席自由 3,000円
【問】村田　☎ 03-5387-0977

ホ

5/13
SUN

イタリアの名曲を歌う会
ひばりヶ丘教室　第四回発表会
16日（水） 13：30～16：00 
自由入場 無料
【問】梶山　☎ 042-472-1403

ホ

5/16
WED

第25回 彩炎画会 作品展

16日（水）～22日（火）
自由入場 無料
【問】柏岡　☎ 03-3922-8928

第11回 大人のシャンソン会生徒発表会　
「シャンソンを歌おう」音楽会
17日（木） 14：00～16：30 
自由入場 無料
【問】大人のシャンソン会　☎ 090-3688-3654

ホ

5/17
THU

混声合唱団 練馬ベッラヴォーチェ
第3回演奏会
18日（金） 18：30～20：15 
自由入場 無料（要整理券）
【問】佐藤　☎ 090-7017-7966

ホ

5/18
FRI

東星学園室内楽部 第18回定期演奏会

19日（土） 17：00～18：30 
自由入場 無料
【問】東星学園中高部　☎ 042-493-3201

ホ

5/19
SAT

日本グリーグ協会プロジェクトVol.19
グリーグ～ノルウェー舞曲への誘い
20日（日） 17：00～19：15 
全席自由 一般前3,000円 会員2,000円 他
【問】日本グリーグ協会　☎ 090-6195-7354

ホ

5/20
SUN

Loｗ Brass Ensemble Chuliders 
1st Concert
23日（水） 19：00～21：00  
全席自由 一般前1,500円 学生前1,000円 他
【問】山下　☎ 080-6797-0118

ホ

5/23
WED

アール・リリック 2018 前期

25日（金） 19：00～21：30 
全席自由 3,000円
【問】村田　☎ 03-5387-0977

ホ

5/25
FRI

歌声喫茶ともしびin大泉学園

25日（金） 9：50～11：30
全席自由 2,000円
【問】ともしび音楽企画　☎ 03-6907-3801

ホ

5/25
FRI

森の音楽会♪どなたでも楽しめるファミリー
コンサート！ 歌＆ピアノｗｉｔｈオカリナ
26日（土） 14：00～16：00 
全席自由 一般3,000円 子ども1,000円 他
【問】歌とオカリナ　☎ 070-6641-2794

ホ

5/26
SAT

笹嶋眞夫主催のCANTIAMO・女声合唱と
オペラ・歌曲SOLO愛好者
26日（土） 19：00～21：00 
自由入場 無料
【問】市原　☎ 03-3997-7826

ホ

5/26
SAT

練馬シャンソン教室 第6回発表会

27日（日） 13：00～16：30 
自由入場 無料
【問】事務局 下河　☎ 080-6607-4321

ホ

5/27
SUN

アール・リリック 2018 前期

27日（日） 19：00～21：30 
全席自由 3,000円
【問】村田　☎ 03-5387-0977

ホ

5/27
SUN

みんなの歌まつり＆水城ゆき

28日（月） 12：00～18：00 
自由入場 無料
【問】水城カラオケ教室　☎ 03-3978-0831

ホ

5/28
MON

午後の音楽会 
ドイツの歌と日本の歌レクチャーコンサート
29日（火） 14：00～15：30 
自由入場 無料
【問】ドイツの歌の会　☎ 03-3995-6715

ホ

5/29
TUE

映画「母 小林多喜二の母の物語」

6日（金） 14：00～16：10  
全席自由 前1,200円 当1,500円
【問】現代ぷろ　☎ 03-5332-3991

ホ

4/6
FRI

ピアノ三重奏の夕べ
～北原ゆりあ・佐倉圭亮・新枦萌～
21日（土） 19：00～21：00 
全席自由 一般2,500円 学生2,000円
【問】佐倉　☎ 080-6592-1371

ホ

4/21
SAT

歌声喫茶ともしびin大泉学園

24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

ホ

4/24
TUE

Ensemble NOVA 1st Concert

24日（火） 19：00～21：00  
全席自由 2,000円
【問】ヨシザワ　☎ 090-2649-3233

ホ

4/24
TUE

アンサンブル、プレクトルson 
マンドリン コンサート23
27日（金） 14：00～16：30 
自由入場 無料（要整理券）
【問】斉木　☎ 03-3689-8035

ホ

4/27
FRI

プリマヴェーラ・オペラコンサート

27日（金） 19：15～21：00 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】まゆりＦＣ事務局　☎ 03-6380-4560

ホ

4/27
FRI

アール・リリック 2018 前期
30日（月・休） 19：00～21：30 
全席自由 3,000円
【問】村田　☎ 03-5387-0977

ホ

4/30
MON

和紙絵画 草美会展

6日（金）～10日（火）
自由入場 無料
【問】和紙絵画草美会　☎ 03-3978-1528

TAVERNA di CANTO vol.３

9日（月） 19：00～21：00 
全席自由 2,500円
【問】TAVERNA事務局　usahero_023@yahoo.co.jp

ホ

4/9
MON

シャンソン弾き語りの夕べ、いしざかびんが

12日（木） 18：30～20：20 
全席自由 2,000円
【問】いしざかびんが　☎ 0277-51-3041

ホ

4/12
THU

木ノ脇道元プロデュース
若手プレーヤー達と。
11日（水） 19：00～21：00 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】野口　☎ 080-5042-2616

ホ

4/11
WED

練馬区演奏家協会コンサート　
賢治の愛した音楽
13日（金） 19：00～20：30 
全席自由 1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

4/13
FRI

Mitsuo produce 震災復興支援ライヴ

14日（土） 19：30～21：00 
自由入場 無料
【問】吉澤　☎ 090-4913-1864

ホ

4/14
SAT

日本ドイツリート協会（関東支部）　
リートデュオ・リサイタル
14日（土） 14：00～16：00 
全席自由 一般3,000円 会員・会友2,000円
【問】ＪＤＬ　☎ 03-5367-8345

ホ

4/14
SAT

坂田麻里ピアノリサイタル
「石神井の森のピアニストと仲間たち」
15日（日） 14：00～16：00 
全席自由 前2,500円 当3,000円
【問】シャブラン　☎ 03-3995-5979

ホ

4/15
SUN

開拓者たち ～ギターデュオが紡ぐ、
ラテンクラシックの調べ～
15日（日） 19：00～21：00 
全席自由 一般前4,000円 学生前2,000円 他
【問】パラナ・オフィス　☎ 080-9548-1834

ホ

4/15
SUN

大泉第二中学校 第一期同期の集い　
古稀からの手習展Ⅳ
17日（火）～23日（月）
自由入場 無料
【問】古稀からの手習展　☎ 03-3925-0978

アンサンブル・リエート 第一回演奏会

21日（土） 13：00～16：30 
自由入場 無料（要事前予約）
【問】リエート事務局　☎ 090-8890-5524

ホ

4/21
SAT

ミクロコスモス室内合奏団演奏会2018

19日（木） 19：00～21：00
全席自由 前4,000円 当4,500円
【問】ミクロコスモス　☎ 080-5042-2616

ホ

4/19
THU

4/6
4/10
FRI

TUE
ギ

野に咲く花・庭に咲く花・野菜・果物
野の花スケッチ展
3月27日（火）～4月2日（月）
自由入場 無料
【問】野の花スケッチ　☎ 03-5933-1330

3/27
4/2
TUE

MON
ギ

4/17
4/23
TUE

MON
ギ

5/3
5/6
THU

SUN
ギ

5/16
5/22
WED

TUE
ギ

完売御礼



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/
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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
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※希望する方にはメー
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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
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・ギャラリートーク等を
開催。
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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
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30（2018）年4月発行／通巻第397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/ 

春風亭一之輔

平成30年

4月17日（火）
開場18:30 開演19:00
なかのZERO 大ホール
ＪＲ・東西線「中野駅」南口徒歩7分

全席指定 3,600円
［Pコード：483-844］
［Lコード：34524］

■ なかのZEROチケットセンター
03-3382-9990

平成30年6月15日（金）開場18:30 開演19:00
練馬文化センター 小ホール
全席指定 3,600円 
［Pコード：485-072］［Lコード：31314］
■ 練馬文化センター≪窓口販売のみ 10～20時≫

小室等
（歌手・作曲家）

桃月庵白酒 三遊亭萬橘

気になる三人かい…

桃月庵白酒 独演会
「白酒むふふ～Vol.18」

好評
発売中！


