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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

練馬文化センターで再演決定！楽器が語り、朗読が歌う！
邦楽使いの達魔（たつじん）デーモン閣下と、雅の大師範 三橋貴風率いる邦
楽の名手たちが、満を持して練馬に再降臨。今宵新たなる伝説をここに紡ぐ。

だれもが楽しめる“音楽”を通じて、区民同士が交流し相互理解を深めま
す。さまざまな方に楽しんでいただけるよう、鑑賞サポートも行います。

申込方法：往復はがきまたは練馬区文化振興協会HPの申込フォームに、①催し
名②代表者の郵便番号・住所・氏名(ふりがな)・電話番号③申込人数（5名まで）を
ご記入のうえお申込みください。 ※車いす席をご希望の場合は人数を、託児サー
ビス（未就学児対象・定員5名・抽選・無料）の利用をご希望の場合はお子様の氏
名・年齢を、その他配慮が必要な方は併せてお知らせください。
申込先：【はがき】〒176-0001 練馬区練馬1-17-37 練馬区文化振興協会「ユニ
コン」担当宛 【申込フォーム】https://www.neribun.or.jp
申込締切：11月5日(月)必着
鑑賞サポート：UDトーク、難聴者イヤホン、手話通訳での案内、外国語・点字版プ
ログラム、車いす席、筆談、託児サービス（要予約） ほか
※出演者・曲目は変更になる場合があります。

練馬文化センター 大ホール

10月21日（日）10:00～ 予約受付開始 

2019/1/27（日） 16:00開演
魔 暦 2 1

デーモン閣下（朗読・歌唱）、三橋貴風（尺八）、
福田栄香（筝・三絃）、稲葉明徳（篳篥・笛・笙）、外山香（二十絃筝）、
松崎雄一（編曲・キーボード）、雷電湯澤（ドラムス）、石川俊介（ベース）、
田村祐子（サンドアート）、KOHEI（サンドアート）
全席指定 S席6,500円 A席5,000円
　　　  三橋貴風
　　（株）パワープレイミュージック

出演：

料金：
プロデュース：
制作協力：

大谷康子プロデュース

Nerimaユニバーサルコンサート

デーモン閣下の邦楽維新Collaboration

新春地獄絵図 
～芥川龍之介を詠み謳う

国籍や年齢、障がいを超えて集う
オーケストラと合唱の大共演！

練馬文化センター 大ホール
12/8（土） 17:30開演

大谷康子（プロデュース／ヴァイオリン）、あかねの会、石神井Int’lオー
ケストラ＆クニトInt’lユースオーケストラ、新星'78、練馬区合唱連盟
有志、練馬区ジュニア・オーケストラ、ノブタク ほか
杉本竜一／ビリーブ、ドヴォルザーク／交響曲第９番「新世界より」第
４楽章、グリーグ／「ホルベルク組曲」第１・第５楽章 ほか
全席指定 無料（要申込）
練馬区
　　（公財）練馬区文化振興協会

出演：

曲目：

料金：
主催：
企画制作：

New! New!

割  引 小学生 学生券0歳以上 無 料



第12回ゆめりあ若手寄席～大泉新春落語会～

新春恒例ゆめりあ若手寄席で初笑い！協賛飲食店の「ほっこりサービス」もお楽しみください　

2019/1/6（日） 14：00開演

柳家喬之助 (真打)、柳亭市童 (二ツ目)、のだゆき (音楽パフォーマンス)
全席指定 1,500円
（一社）落語協会

円谷プロ公認で「ウルトラマン落語」を披露するなど、幅広く活躍中の真打・柳家喬之助、初めて落語を聞く人からベ
テランまで魅了する語りで人気急上昇中の二ツ目・柳亭市童、ピアニカ・リコーダーを使った笑いの音楽で独自の道
を切り開くのだゆきが出演！新春から笑って福を呼び寄せよう！協賛飲食店でほっこりサービスもあります。
出演：
料金：
協力：

大泉学園ゆめりあホール

New!

10月4日（木）10:00～ 予約受付開始

出演者募集！区民参加劇「マイライフ・マイステージ」
あなたの人生の物語を掘り起し、自分の言葉で語る演劇作品をつくります。

募 集

募 集

日程：【ワークショップ】平成3１年1月25日（金）18:30～21:30／26日（土）13:00～18:00／2月2
日（土）13:00～18:00／3日（日）13:00～18:00／11日（月・祝）13:00～18:00／14日（木）
18:30～21:30／15日（金）18:30～21:30／16日（土）10:00～20:00 【本番】2月17日（日）全日
会場：練馬文化センター洋室、大泉学園ゆめりあホール ほか
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）
ピアノ：竹村浄子　振付・ダンス：井上大辅、藤井友美

対象：15歳以上（中学生不可）、全日程参加できる方　定員：20名(抽選)
参加費：2,000円
申込方法：往復はがきまたは電子メールで ①マイライフ・マイステージ参加希望 
②住所 ③氏名(ふりがな) ④年齢 ⑤性別 ⑥電話番号 ⑦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の上、
〒176-0001練馬区練馬1-17-37練馬区文化振興協会 または
workshop@neribun.or.jp（件名を「マイライフ・マイステージ参加申込」）へ
申込締切：11月9日(金)23:59必着　

武蔵野音楽大学管弦楽団合唱団演奏会
武蔵野音楽大学連携事業　

抽選で100名の区内在住・在勤（在学）の方を特別価格で優待し
ます。
日時：11月30日（金）19：00開演（18：30開場）
会場：東京オペラシティ コンサートホール
出演：武蔵野音楽大学管弦楽団合唱団

指揮：北原幸男、独唱：山口遥輝（ソプラノ）／杉山由紀（ア
ルト）／鈴木俊介（テノール）／井出壮志朗（バリトン）、合唱
指揮：栗山文昭／片山みゆき

曲目：ワーグナー／「リエンツィ」序曲
 ベートーヴェン／交響曲第９番 ニ短調 Op.125<合唱付き>
料金：ご優待料金 800円（全席指定） ※一般料金 1,500円
申込方法：往復はがきまたは電子メールで ①演奏会名 ②代表者の住所（勤
務・在学先） ③氏名（ふりがな） ④電話番号 ⑤メールアドレス（ある方のみ） ⑥
希望人数（2名まで）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「武蔵野音楽大学コンサート」係またはrenkei＠neribun.or.jpへ 
※申込は1人1通まで
申込締切：10月22日（月）必着 ※結果は11月上旬に通知します。
申込についての問合せ：練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311
コンサートについての問合せ：武蔵野音楽大学演奏部 ☎03-3992-1120

割  引 小学生
柳亭市童 柳家喬之助 のだゆき

練馬交響楽団アンサンブル Vol.17～室内楽の楽しみ～

弦楽四重奏曲など室内楽サウンドの魅力

12/2（日） 14：00開演

練馬交響楽団団員
ベートーヴェン／七重奏曲Op.20、ドヴォルザーク／ピアノ五重奏曲Op.81 ほか
全席指定 700円

室内楽の名曲の数々を練馬交響楽団のメンバーが演奏します。普段の定期演奏会では演奏機会の少ない弦楽四重
奏、管楽器アンサンブルなど小編成の室内楽のサウンドを味わってください。もしかしたらどこかで聴いたことのある
メロディかもしれません。
出演：
曲目：
料金：

大泉学園ゆめりあホール

New!

10月1日（月）10:00～ 販売開始 割  引 小学生

練馬区文化振興協会協力事業
早稲田大学交響楽団 ニューイヤーコンサート2019

106年の伝統を誇る交響楽団（通称：ワセオケ）による練馬区で開催される恒例の演奏会

2019/1/19（土） 17：00開演

曽我大介（指揮）、早稲田大学交響楽団　賛助出演：高橋維(ソプラノ)、芹澤佳通(テノール)、吉川健一(バリトン)
ヴェルディ／「椿姫」より抜粋、チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲、ワルトトイフェル／女学生
ヨハン・シュトラウスⅡ世／美しく青きドナウ ほか
指定席3,500円 自由席2,000円
練馬稲門会　後援：練馬区、早稲田大学校友会

過去にはカラヤンや小澤征爾が指揮し、今春のドイツ、オーストリア公演でも絶賛を博した実力派。
13回目となる来春も、有名ソリストとの共演による歌劇などクラシックの魅力をご堪能下さい。
出演：
曲目：

料金：
主催：

練馬文化センター 大ホール

小学生

練馬区演奏家協会コンサート
素晴らしきかな、ブラームス！

孤高の大作曲家ブラームスの内に秘めた愛と情熱がここにある

2019/1/25（金） 19：00開演

對馬哲男 (ヴァイオリン)、竹田詩織(ヴァイオリン)、多井千洋(ヴィオラ)、小畠幸法(チェロ)
ブラームス／ハンガリー舞曲第6番、ブラームス／弦楽四重奏第1番ハ短調 Op.51-1
モーツァルト／弦楽四重奏第14番ト長調 K387「春」 ほか
全席自由 1,000円　　

ブラームスの弦楽四重奏の傑作と、彼が敬愛したモーツァルト、ベートーヴェンの珠玉の名曲を弦楽四重奏でお届
けします。新年にふさわしい華やかな作品を、今を輝く若手音楽家の演奏でお楽しみください。
出演：
曲目：

料金：

大泉学園ゆめりあホール

10月5日（金）10:00～ 販売開始 割  引 小学生

竹田詩織

多井千洋

對馬哲男對馬哲男

New!

小畠幸法小畠幸法

New!

10月15日（月）10:00～ 販売開始



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 無料でご入場できます。●歳以上

割 引優 先

無 料小学生

子どもたちに生の舞台を!!

劇団うりんこ「夜明けの落語」

スピーチこわい！少女を救ったのは『まんじゅうこわい』？ 

12/9（日） 15:00開演 練馬文化センター 小ホール

劇団うりんこ
全席自由 大人2,500円（当日2,700円）、3歳～中
学生1,500円（当日1,800円）、親子ペア3,500円
（当日取り扱いなし）
※親子ペアおよび当日券は友の会割引適用外
ねりま子ども劇場

出演：
料金：

共催：

第33回練馬区新人演奏会

オーディションを経て選ばれた６名のソリストが
東京フィルハーモニー交響楽団と豪華共演！

11/29（木） 18 :30開演 17:50表彰式 練馬文化センター 小ホール

最優秀賞・優秀賞受賞者6名、上野正博（指揮）、
東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
ヴェルディ／歌劇「海賊」より“あぁ、お前の言うとおりだ”
ラーション／サクソフォン協奏曲
メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲 ほか
全席自由 1,000円 

出演：

曲目：

料金：

親子で楽しむミュージックキャラバン
in 春日町

赤ちゃんと子育て中の皆さんへ音楽をお届けする地域の
コンサート

10/16（火） 11：00開演 春日町南地区区民館
（春日町15-20-25）

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）
世界のわらべうた、手遊びうた、手のダンス（アル
ゼンチン）、小さな家（ハンガリー）ほか
入場無料
（申込不要・先着40組80名程度）

出演：

曲目：

料金：

まちなかコンサートVol.25 in 大泉中央公園
10/6（土） 11：00開演 大泉中央公園（大泉学園町9-4-3）

アンサンブル・ラパン（サクソフォン四重奏）：中川美保（ソプラノサクソフォン）、井上貴子
（テナーサクソフォン）、渡辺美輪子（アルトサクソフォン）、奈良美里（バリトンサクソフォン）
ヘンデル／サバの女王の入城、ドヴォルザーク／ユーモレスク ほか

出演：

曲目：

まちなかコンサートVol.26 in 石神井台
10/21（日） 11：00開演 石神井台地域集会所（石神井台4-5-14）

ルロットオーケストラ：伊藤万桜（ヴァイオリン）、井口信之輔（コントラバス）、
浜川慎司（フルート）、原口沙矢架（ピアノ）、松岡雅史（打楽器）
オッフェンバック／天国と地獄、チャイコフスキー ほか

出演：

曲目：

フレッシュ名曲コンサート

スクリーンから届いた映画音楽名曲集

新進気鋭のピアニスト原田莉奈が登場

2019/2 /23（土） 16 :00開演 練馬文化センター 大ホール

大井剛史（指揮）、原田莉奈（ピアノ）、
東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 
ニーノ・ロータ／『ゴッド・ファーザー』より 愛のテーマ ほか
全席指定 S席3,800円 A席3,000円

出演：

曲目：

料金：

練馬区演奏家協会コンサート

音楽劇「シューマン大好き！」

意外と知られていないシューマンの素顔
この日もっと身近な彼が見えてくる。

11/10（土） 14 :00開演 練馬文化センター 小ホール

十亀正司（クラリネット）、渚智佳（ピアノ・編曲）、
澤江衣里（ソプラノ）、羽川真介（チェロ）
シューマン／トロイメライ、シューマン／献呈、
ブラームス／クラリネット三重奏曲より ほか
全席自由 1,000円

出演：

曲目：

料金： 割  引 小学生

第141回練馬区民寄席

落語協会のビッグ５が集結した人気ユニット
「東京デブサミット」が練馬初登場！

10/26（金） 18：30開演 練馬文化センター 小ホール

東京デブサミット（三遊亭 歌武蔵、柳家 一琴、
林家 きく麿、古今亭 志ん陽、春風亭 一蔵）
全席指定 3,000円
（一社）落語協会

出演：

料金：
協力：

割  引 小学生

アルタン祭り
～幻想のケルト音楽コンサート

人気のケルティック・クリスマス
本場のアイルランド音楽をお届けします。

12/2（日） 17：00開演 練馬文化センター 小ホール

アルタン、遊佐未森（特別ゲスト）
全席指定5,400円 中学生以下2,500円（当日券
は各500円増） ※中学生以下料金および当日券
は友の会割引適用外
（株）プランクトン

出演：
料金：

共催：

第262回アトリウムミニステージ

10/17（水） 12 :15-12 :45 練馬区役所１階アトリウム

クァチュオール アコルデ（フルート四重奏）（写真左
から 鈴木芙美子、安村唯、米津実穂、黒沼千比呂）
四季の詩情〈メドレー〉（星出尚志編曲） ほか
自由入場 無料

※車での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
今回はフルート四重奏の演奏です。

無 料

プラハ国立劇場オペラ
フィガロの結婚

モーツァルトが自作オペラを自ら指揮した
唯一現存する栄光の劇場が来日

2019/1/9（水） 18 :30開演 練馬文化センター 大ホール

プラハ国立劇場オペラ管弦楽団／合唱団
モーツァルト／フィガロの結婚
全席指定 S席14,000円 A席11,000円 
B席7,000円
コンサートドアーズ／楽天チケット

出演：
演目：
料金：

共催： 割  引 小学生

割  引 4歳以上

0歳以上

平成31年度アトリウムミニステージ出演者募集募 集

練馬区および練馬区文化振興協会は、区民の方々が気軽に音楽を楽しめる無料コン
サートを開催しています。平成31年度の出演者を募集します。
開催日時：毎月第3水曜日 12時15分～12時45分（30分間）
開催場所：練馬区役所本庁舎1階アトリウム（練馬区豊玉北6-12-1）
演奏内容：ピアノ、管楽器、弦楽器、声楽、その他の楽器の生演奏
申込書配布場所：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8
階文化・生涯学習課、練馬区文化振興協会ホームページhttps://www.neribun.or.jp/
申込締切：12月10日（月）17:00必着
申込先：〒176-0001 練馬区練馬1-17-37 練馬区文化振興協会 アトリウムミニス
テージ担当宛 ※詳細は申込書に添付の概要をご覧ください。

割  引 小学生

大井剛史 ©K.Miura ©K.Miura

©上野隆文

学生券

0歳以上 無 料

©井村重人

割  引

割  引 小学生 学生券

3歳以上

第56回ワンコイン・コンサート 心に響く！美しき日本の唄
12/8（土） ①13：30 ②16：00開演

大泉学園ゆめりあホール

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完売御礼

料金：

割  引 0歳以上

練馬交響楽団 第68回定期演奏会
11/11（日） 14：00開演

練馬文化センター 大ホール

全席自由 1,000円料金：

割  引 小学生

①

0歳以上 無 料
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大

大

大

大
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TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

10/5
10/9
FRI

TUE
ギ

10/30
11/4
TUE

SUN
ギ

10/26
10/28
FRI

SUN
ギ

11/15
11/18
THU

SUN
ギ

11/8
11/14
THU

WED
ギ

11/28
12/1
WED

SAT
ギ

ギ

10/15
10/19
MON

FRI
ギ

10/3
10/4
WED

THU
ギ

1 0 月

3日（水） 14：00～16：00 
全席指定 5,800円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

フォレスタコンサートin練馬10/3
WED

大

1 1 月

2日（金） 13：00～16：15  
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】歌声仲間ドレミファソ　☎ 090-2337-7881

～歌声コンサート～ 芹洋子と歌おう11/2
FRI

16日（金） 10：10～15：40 
自由入場 無料
【問】旭丘中学校 荒井　☎ 03-3955-2424

練馬区立中学校特別支援学級設置校　
第23回八校合同文化発表会

11/16
FRI

18日（日） 16：00～19：00 
自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

第63回 区民文化祭「洋舞フェスティバル」

11/18
SUN 18日（日） 11：00～19：00 

自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

第63回 区民文化祭「日本舞踊の会」

11/18
SUN

21日（水） 19：00～21：00   
全席自由 前1,200円 当1,300円
【問】あかねの会事務局　☎ 03-3577-7421

あかねの会 第21回心の鐘コンサート11/21
WED

小

小

21日(水） 10：00～11：30 
無料（要事前申込）
【問】カミタケ　kouenkai.w@hanamarugroup.jp

花まる学習会代表 高濱正伸 
子育て支援講演会「算数脳の育て方」

11/21
WED

小
21日（水） 19：00～20：45 
全席自由 前800円 当1,000円
【問】ホルン協会代表　k.izawazawahorn@gmail.com

第31回東京音楽大学
ホルンアンサンブル演奏会

11/21
WED

21日（水） 16：00～20：00 
自由入場 無料
【問】あかねの会事務局　☎ 03-3577-7421

あかねの会 
第21回心の鐘コンサートギャラリー

11/21
WED

小
22日（木） 19：00～21：00 
全席自由 1,000円
【問】TCM TE協会　☎ 080-4379-3125

東京音楽大学テューバ・ユーフォニアムアンサ
ンブル 第40回定期演奏会

11/22
THU

小
23日(金・祝） 11：00～16：00 
自由入場 無料
【問】大沢ギター　☎ 03-3991-6008

大沢ギター研究所 第70回発表会
ＯＢ・ＯＧ演奏会

11/23
FRI

小
23日(金・祝） 19：15～21：00 
全席自由 1,000円
【問】18世紀音楽研究会　☎ 090-9136-4570

18世紀音楽研究会
ハイドンコレギウム第16回演奏会

11/23
FRI

24日（土） 16：30～20：00 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】スタジオソル　☎ 03-5999-3240

Cariños de Sol Vol．12
中尾真澄フラメンコスタジオ 発表公演

11/24
SAT

小
24日（土） 13：00～16：00 
自由入場 無料
【問】指笛楽友会事務局　☎ 048-463-5582

田村大三 指笛音楽84周年記念 
指笛コンサート

11/24
SAT

小
29日（木） 18：30～21：00 
全席自由 1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

第33回練馬区新人演奏会　29
THU

25日(日） 11：30～20：00 
全席指定 5,000円
【問】Ｔ．Ｔ．Ｔ　☎ 080-4112-2320

Ori Tahiti COMPETITION 201811/

11/

25
SUN

28日（水）～12月1日（土）
自由入場 無料
【問】中川　☎ 03-5999-2495

パッチワーク「キルト・ビー」作品展

2日（金） 18：45～21：00 
自由入場 一般500円 組合員無料
【問】都教組練馬支部　☎ 03-3993-4461

ねりま教育集会11/2
FRI

3日（土・祝） 17：00～20：00 
全席指定 5,000円
【問】フェアリーバレエ　☎ 03-5967-1803

くるみ割り人形11/3
SAT

大

3日（土・祝） 13：00～17：00 
自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

第63回 区民文化祭「太鼓フェスティバル」11/3
SAT

8日（木） 13：30～17：00 
全席指定 前2,500円 当3,000円
【問】HBBC実行委員会　☎ 03-3202-5369

第9回 
ハーモニカビッグバンドコンサート2018

11/8
THU

大

8日（木）～14日（水）
自由入場 無料
【問】泉社中　☎ 03-3904-2307

泉社中 秋の書道展

11/12
11/14
MON

WED

12日（月） 15：00～17：45／13日（火） 11：00～13：45
15：00～17：45／14日（水） 13：00～15：45
全席指定 A席7,000円 他 B席5,000円 他
【問】前進座　☎ 0422-49-0300

前進座公演『ちひろ―私、絵と結婚するの―』

9日（金） 18：00～20：30 
全席自由 1,500円
【問】村田　☎ 090-2622-1829

東京声研コーロフェスタ11/9
FRI

10日（土） 14：00～15：30 
全席自由 1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

練馬区演奏家協会コンサート
音楽劇「シューマン大好き！」

11/10
SAT

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68回定期演奏会11/11
SUN

大

11日（日） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】コール・キャロット　☎ 03-5241-1426

コール・キャロット 第11回演奏会11/11
SUN

13日（火） 19：00～21：00 
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30回ウィンドオーケストラ定期演奏会

11/13
TUE

大

15日（木） 13：00～15：30  
自由入場 無料
【問】介護予防係　☎ 03-5984-2094

健康長寿はつらつフェスティバル講演会
「がんばらないけど あきらめない」

11/15
THU

大

15日（木） 10：15～20：00 
全席自由 1,000円
【問】シムラスタジオ　☎ 03-3990-7222

第51回志村あじさい会 秋の発表会11/15
THU

15日（木）～18日（日）
自由入場 無料
【問】安井　☎ 03-3970-7863

作陶展

3日（水）～4日（木）
自由入場 無料
【問】須藤　☎ 090-4739-5369

第17回おとなのＡｕｌａ練馬校
パソコン生徒作品展

5日（金）～9日（火）
自由入場 無料
【問】保戸塚　☎ 03-3998-1816

ねりま水彩画倶楽部展

6日（土） 14：00～16：00 
全席指定 4,000円
【問】未来音楽企画　☎ 03-5946-9455

オーケストラって楽しいな！
～定番からはじめる音楽鑑賞～

10/6
SAT

大

7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63回区民文化祭「民謡大会」10/7
SUN

大

8日（月・祝） 14：00～16：00 
全席自由 1,000円 他
【問】事務局　☎ 070-2199-8945

オーケストラアンサンブル豊島
第24回定期演奏会

10/8
MON

大

8日（月・祝） 14：00～16：00 
全席自由 3,000円
【問】池田　☎ 090-7507-5835

田中克己＆池田怜士ピアノデュオリサイタル
―2台ピアノと打楽器の饗演―

10/8
MON

10日（水） 19：00～21：00 
全席自由 一般 当3,000円 他 学生1,500円 他
【問】ぴとれ座事務局　☎ 080-4931-4058

おーけすとら・ぴとれ座 第4回音楽会10/10
WED

11日（木） 14：00～16：00／18：00～20：00
全席指定 4,800円
【問】Ro‐Onチケット　☎ 047-365-9960

ザ・ニュースペーパーＬＩＶＥ201810/11
THU

12日（金） 19：00～21：00 
全席指定 3,300円
【問】夢空間　☎ 03-5785-0380

神田松之丞 独演会
「松之丞ひとり～夢成金」其の十二　

10/12
FRI

13日（土） 12：00～16：30 
自由入場 無料
【問】千寿会舞踊の会　☎ 03-5998-3839

第11回千寿会舞踊の会
出演二代目西崎緑 他

10/13
SAT

15日（月）～19日（金）
自由入場 無料
【問】紫紅会　☎ 090-4414-8005

第32回 紫紅会展

大
21日（日） 11：00～19：30 
自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

第63回区民文化祭「合唱祭」10/21
SUN

23日（火） 10：30～16：00 
自由入場 無料
【問】練老連事務所　☎ 03-6914-5125

練馬区老人クラブ連合会「レクダンス発表会」10/23
TUE

26日（金） 18：30～20：45 
全席指定 3,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

第141回練馬区民寄席　10/26
FRI

26日（金）～28日（日）
自由入場 無料
【問】石渡　☎ 03-3993-0039

美し国にっぽん 木版画展

大
27日（土） 18：30～20：30 
全席自由 一般 当3,000円 他 小学生以下500円
【問】ジェットワンプラス　☎ 03-5337-2046

谷修ワンマンコンサート201810/27
SAT

27日（土） 18：45～21：15 
全席自由 前800円 当1,000円
【問】核原発のない未来　☎ 03-6760-9719

どうする？！核のゴミ。
「チャルカ～未来を紡ぐ糸車～」練馬上映会

10/27
SAT

大
28日（日） 1部 11：00～12：00 2部 14：00～16：00
全席自由 １部500円 ２部2,000円
【問】高橋　☎ 090-6562-2864

東京ピットオーケストラ結成１０周年記念／
０歳からのクラシック／オペラ名曲の午後

10/28
SUN

30日（火） 14：00～16：30／18：00～20：30
全席指定 4,000円
【問】入山アキ子後援会　☎ 04-2956-0448

第1回入山アキ子と唄仲間のコンサート10/30
TUE

30日（火）～11月4日（日）
自由入場 無料
【問】道中展事務局　☎ 03-3992-7492

道中展

小

小

小

小

小

小
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※こちらに掲載した情報は平成30年9月14日現在のものです。
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程が変わりました！
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。

ナイト オカリナ アンサンブルコンサート2018
2日（火） 13:30～15：30 
全席自由 一般2,000円 小学生以下500円
【問】Nアンサンブル　☎ 080-2006-2338

ホ

10/2
TUE

御楽会 御邊典一門下生有志による演奏会
3日（水） 18：30～21：00 
全席自由 800円
【問】大杉　☎ 080-1567-3504

ホ

10/3
WED

アール・リリック ’18
4日（木） 19：00～21：30 
全席自由 3,000円
【問】村田　☎ 03-5387-0977

ホ

10/4
THU

友遊クラブカラオケ発表会
6日（土） 10：00～20：00 
自由入場 無料
【問】友遊クラブ　☎ 03-6760-7501

ホ

10/6
SAT

アール・リリック ’18
7日（日） 19：00～21：30 
全席自由 3,000円
【問】村田　☎ 03-5387-0977

ホ

10/7
SUN

0歳児からようこそ！歌とピアノのコンサート
「かいじゅうさがしに動物園へいこう」
7日（日） 11：00～11：50／14：00～14：50 
全席自由 1,500円 小学生以下500円（2歳以下ひざ上無料）
【問】キッチン・ワルツ　☎ 090-9952-1975

ホ

10/7
SUN

オカリナと歌のしらべ
9日（火） 13：30～16：00 
全席自由 前3,500円 当4,000円
【問】歌芝居吉田組　☎ 080-5050-7706

ホ

10/9
TUE

田代誠withマルコ・アンサンブルコンサート
Vol.2
10日（水） 19：00～21：00 
全席自由 2,500円
【問】狩野　☎ 090-8450-8215

ホ

10/10
WED

相澤勵バリトン・リサイタルVol.8
11日（木） 19：00～21：00 
全席自由 1,000円
【問】事務局　☎ 03-5241-1237

ホ

10/11
THU

第9回 ユキ ブーケ・ド・シャンテ コンサート
12日（金） 14：00～16：40 
自由入場 無料（要予約 整理券）
【問】澤木　☎ 090-6159-7799

ホ

10/12
FRI

ねりま沖縄映画祭2018 
「ZAN ジュゴンが姿を見せる時」上映会
12日（金） 18：45～20：45
全席自由 大人1,000円 18歳以下・ハンデのある方800円 他
【問】ねりま沖縄映画祭　☎ 090-8311-6678

ホ

10/12
FRI

田坂麻木ピアノリサイタル
音のパレットシリーズVol.2 Opus．赤
13日（土） 19：00～20：45 
全席自由 一般3,000円 学生1,500円
【問】Ｖｌｅｕｇｅｌ　☎ 090-9214-1926

ホ

10/13
SAT

歌声喫茶ともしびin大泉学園
15日（月） 9：50～11：30 
全席自由 2,000円
【問】ともしび音楽企画　☎ 03-6907-3801

ホ

10/15 
MON

さあ！歌とギターのドラマが始まった
ルナ・ケンゾーラテンを歌う
16日（火） 18：00～20：00  
全席自由 前4,500円 当5,000円
【問】ルナ音楽事務所　☎ 070-6467-5269

ホ

10/16 
TUE

2018 第15回 ロトンヌ絵画展
17日（水）～21日（日）
自由入場 無料
【問】ロトンヌナカダイ　☎ 042-421-3327

演劇公演 『わたしの、領分』
18日（木） 19：30～21：00 
全席指定 
前S席4,800円（客席前方） A席4,300円 当4,500円
【問】森永　☎ 050-5319-3493

ホ

10/18
THU

演劇公演 『わたしの、領分』
19日（金） 15：00～16：30／19：30～21：00 
全席指定 
前S席4,800円（客席前方） A席4,300円 当4,500円
【問】森永　☎ 050-5319-3493

ホ

10/19
FRI

演劇公演 『わたしの、領分』
20日（土） 14：00～15：30／18：00～19：30 
全席指定 
前S席4,800円（客席前方） A席4,300円 当4,500円
【問】森永　☎ 050-5319-3493

ホ

10/20
SAT

演劇公演 『わたしの、領分』
21日（日） 13：00～14：30／17：00～18：30 
全席指定
前S席4,800円（客席前方） A席4,300円 当4,500円
【問】森永　☎ 050-5319-3493

ホ

10/21
SUN

ｎｕ-ｃｌａｓｓｉｃｓ 
定期コンサート Vol.2
23日（火） 19：00～21：00 
全席自由 一般2,000円 学生1,000円
【問】ｎｕｃｌａｓｓ．　☎ 042-422-2510

ホ

10/23
TUE

祝 傘寿 宮本沙海 書・水墨画展
25日（木）～31日（水） 
自由入場 無料
【問】沙海書墨画研究所　☎ 070-5010-1316

公益社団法人練馬西法人会
「税務合同研修会」
26日（金） 14：00～16：30 
自由入場 無料（要予約）
【問】練馬西法人会　☎ 03-3923-7272

ホ

10/26
FRI

吉原りえ フルートリサイタル Vol.12
27日（土） 14：00～16：00 
全席自由 一般前3,000円 学生前2,000円 他
【問】ふんわり音空間　fueneko5656@yahoo.co.jp

ホ

10/27
SAT

松村宏樹ヴァイオリンリサイタル 
with 奥脇泉
27日（土） 19：00～21：00 
全席自由 一般3,000円 学生1,000円
【問】事務局　☎ 090-1476-7434

ホ

10/27
SAT

1 0 月

第55回ラールゴ会 帆足門下生会
1日（木） 16：00～19：00 
自由入場 無料
【問】ラールゴ会　☎ 03-3996-6675

ホ

11/1
THU

ピアノ演奏グループ「ＴＯＫＹＯ未来」
第23回演奏会
15日（木） 19：00～20：30 
全席自由 1,000円
【問】ＴＯＫＹＯ未来　☎ 090-4250-2161

ホ

11/15
THU

小堀勇介テノールリサイタル
14日（水） 18：30～20：30 
全席自由 前3,500円 当4,000円
【問】リサイタル事務局　☎ 03-4214-8338

ホ

11/14
WED

日本ドイツリート協会 サロンコンサートNo.4 
輝く歌曲と波打つ重唱のプレゼント
13日（土） 14：00～16：00 
全席自由 一般3,000円 会員・会友2,000円
【問】ドイツリート協会　☎ 03-5367-8345

ホ

10/13
SAT

うたう集い in ゆめりあ
16日（金） 10：00～11：30 
全席自由 1,500円（要事前予約）
【問】つばさの会　☎ 03-3970-3352

ホ

11/16
FRI

第六回 うたの泉会発表会
17日（土） 13：30～16：00 
全席自由 200円
【問】うたの泉会　☎ 03-5393-6345

ホ

11/17
SAT

Chiarago Vol.3
21日（水） 19：00～21：00 
全席自由 前1,000円 当1,500円
【問】Chiarago　☎ 090-3890-9128

ホ

11/21
WED

第12回 プティコンセール
22日（木） 13：30～16：00 
自由入場 無料
【問】アトリエ「こえ」　☎ 090-6490-6855

ホ

11/22
THU

Voce D'oro・コラーレグローリア研究発表会
23日（金・祝） 13：30～16：30 
自由入場 無料
【問】ヴォーチェドーロ　☎ 03-5848-3560

ホ

11/23
FRI

Colorful pallete．3
23日（金・祝） 19：00～21：00 
全席自由 一般2,500円 小学生500円
【問】Colorful　colorfulryousei＠gmail.com

ホ

11/23
FRI

荻原惠子午後のシャンソン ”今を生きる„
26日（月） 16：00～18：00 
全席自由 2,000円
【問】萩原　☎ 090-3688-3654

ホ

11/26
MON

歌声喫茶ともしびin大泉学園

根來声楽研究所門下生発表会
25日（日） 18：40～20：30 
自由入場 無料
【問】根來　☎ 03-3825-8646

ホ

11/25
SUN

30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

11/30
FRI

瀬戸輝一作品展 Vol.1
30日（金） 19：00～21：00
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】瀬戸ギター教室　☎ 042-494-0455

ホ

11/30
FRI

張良二胡教室 発表会
2日（金） 13：30～16：00 
自由入場 無料
【問】張良二胡教室　☎ 090-1124-8069

ホ

11/2
FRI

～泣いても、ぐずってもＯＫ！～
第3回ベビーカーコンサートｉｎ練馬
3日（土・祝） 10：50～11：30 
全席自由 大人1,000円 子ども500円
【問】おたから音楽会　n.otakarakai@gmail.com

ホ

11/3
SAT

声楽・ヴォーカルコンサート
東原玉美ソロライブ
3日（土・祝） 18：00～20：00 
全席自由 2,800円
【問】アミフランス　☎ 090-8037-0857

ホ

11/3
SAT

むらさき会 「踊りと唄の会」
晩秋のお誘い。
7日（水） 10：30～16：00 
自由入場 無料
【問】むらさき会　☎ 03-3922-1553

ホ

11/7
WED

第26回 写団『すずしろ』写真展
7日（水）～13日（火）
自由入場 無料
【問】平本　☎ 090-2622-8760

平成30年分 年末調整等説明会
8日（木） 10：30～12：30／14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】練馬西税務署　☎ 03-3867-9711 内線415

ホ

11/8
THU

防火のつどい
9日（金） 13：00～16：00 
自由入場 無料
【問】石神井消防署　☎ 03-3995-0119

ホ

11/9
FRI

歌謡コーラス 10周年記念コンサート
10日（土） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】歌謡コーラス　☎ 090-1648-3071

ホ

11/10
SAT

第60回吉田光三門下生発表会
11日（日） 13：30～20：00 
自由入場 無料
【問】吉田ギター教室　☎ 03-3921-3027

ホ

11/11
SUN

小林遼×坂井武尊 Duo Recital
12日（月） 19：00～21：00 
全席自由 一般2,000円 学生1,500円
【問】小林　☎ 090-2751-8134

ホ

11/12
MON

1 1 月

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

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

10/17
10/21
WED

SUN
ギ

11/7
11/13
WED

TUE
ギ

10/25
10/31
THU

WED
ギ

第一回 表装展 石の花
16日（金）～19日（月） 
自由入場 無料
【問】掛軸工房 石の花　☎ 03-3929-1454

11/16
11/19
FRI

MON
ギ

窓 口

窓 口
窓 口
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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
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
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

特典
5

TIC
KET

TIC
KET 5

6
発売日

TICKE
T

※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

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

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
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10月発行／通巻第403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/ 

平成30年12月21日（金）
開場18:30 開演19:00
なかのZERO 小ホール

全席指定 3,500円 
［Pコード：489-060］
［Lコード：35270］

■ なかのZEROチケットセンター 03-3382-9990
http://nicesacademia.jp/

ＪＲ・東京メトロ東西線「中野駅」南口徒歩８分

立
川
志
ら
く

松
元
ヒ
ロ
ひ
と
り
語
り

「２
０
１
８
年
ふ
り
返
り
総
集
編
」

独演会 

平成30年12月6日（木）
「富久」 他
開場19:00 開演19:30
練馬文化センター 小ホール

全席指定 3,600円 
［Pコード：488-961］
［Lコード：31561］
■ 練馬文化センター《窓口販売あり/10時～20時》

9月26日
（水）
発売

10月1日
（月）
発売

フレッシュ名曲コンサート こもれ び「第九 」演 奏 会

【予約】 　　西東京市保谷こもれびホール  ☎042-421-2323（9：00～17：00）

～ 歌声コンサート ～

平成３０年１１月２日（金）
練馬文化センター つつじホール

開場 12：30
開演 13：00

“芹 洋子と歌おう～”

ソリスト 鷲尾麻衣（ソプラノ）、塩崎めぐみ（メゾソプラノ）
高橋 淳（テノール）、岡 昭宏（バリトン）

管弦楽 東京交響楽団
合唱 こもれび２０周年記念合唱団

予定曲目

全席指定

モーツァルト：交響曲第９番 ハ長調
ベートーヴェン：交響曲第９番 ニ短調 「合唱付」

一般 3,000円 ※未就学児入場不可

全席自由 前売り券2,000円  当日券2,500円

【主催】 西東京市保谷こもれびホール指定管理者 / 公益財団法人東京都歴史文化財団（東京文化会館）
【企画協力】 東京オーケストラ事業協同組合

【チケットお取り扱い】 
練馬文化センター／大泉学園ゆめりあホール
（窓口販売 10：00～20：00）
お問い合わせ：090 -2337-7881 池田

【指揮】
飯森範親 ©山岸伸

12/22（土） 14：00開演 （13：30開場） メインホール


