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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

12月5日（水）10:00～ 販売開始

第6回全日本ポップス＆ジャズバンド
グランプリ大会 ～ALL JAPAN SWING 
BRASS SUPER LIVE 2019

New!

割  引 小学生

これが新しい吹奏楽 SWING BRASS！
予選を勝ち抜いた全国の実力派バンドの熱気ある演奏で、観客全てに希望
と感動を！スペシャルコンサートもお楽しみください。
2月9日（土） 13:30 ソロ・アドリブ部門　2月10日（日） 10:00 団体部門

練馬文化センター 大ホール

2019/2 /9（土） 13:30 2 /10（日） 10:00開演

全席自由 各日2,000円
（一社）日本ジャズ協会21 共催：（公財）練馬区文化振興協会
文部科学省、経済産業省、厚生労働省、東京都、東京都教育委員会、
練馬区、練馬区教育委員会

料金：
主催：
後援：

スインギー奥田

12月4日（火）10:00～ 販売開始

ねりま若者文化祭　ライブパフォーマンス　

ねりパフォ2019

New!

割  引

今年のテーマは「笑顔」
6回目となる練馬発の若者による若者のためのイベント。多数の応募の中か
ら審査を経て、出演者が決定しました！公演に関わる全ての人が笑顔になる
「ねりパフォ」を目指して、ダンス、軽音楽、パフォーマンスなど様々なジャンル
の若手パフォーマーたちが熱いステージを繰りひろげます。

■当日の運営ボランティアを募集します！ 
ねりパフォを一緒に盛り上げませんか？募集条件等詳細は練馬区文化
振興協会HPをご覧ください。
応募締切：1月10日（木）

同時開催！ SWING BRASSスペシャルコンサート 
2月9日（土） 17：30開演　
場所：練馬文化センター 大ホール　
料金：全席自由 3,000円 ※グランプリ大会とは、別にチケットが必要です。 
※2/9グランプリ大会チケットの購入者は＋1,000円で入場できます。
出演：スインギー奥田＆ザ・ブルースカイビッグバンド＆ウインズ、第５回
全日本ポップス＆ジャズバンドグランプリ大会成績優秀校／京都両洋高
等学校、いわき市立錦小学校 ほか ※変更になる場合があります。

練馬文化センター 大ホール

2019/2 /3（日） 11:00開演

軽音楽部門８組、ダンス部門15組、パフォーマンス部門3組
全席自由 500円（18歳以下は無料 ※要無料チケット）

出演：
料金：

年末年始 休館のお知らせ 練馬文化センターと大泉学園ゆめりあホールは右記の期間休館となります。 平成30年12月29日（土）～平成31年1月3日（木）

0歳以上



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：

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 大泉学園ゆめりあホール

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

出演：

料金：
協力：

割  引 小学生
柳亭市童 柳家喬之助 のだゆき

©井村重人

割  引 小学生 学生券

区民参加劇「マイライフ・マイステージ」

私たちの街に住む、私たちの物語

2019/2 /17（日） ①13：00 ②17：00開演

竹村浄子（ピアノ）、井上大辅（振付・ダンス）、藤井友美（振付・ダンス）、能祖將夫（構成・演出・朗読）
ワークショップ参加者 ※各回、出演するワークショップ参加者が異なります。
全席自由 500円

わたしたちの人生には悲喜交々さまざまなエピソードが積み重なっています。今回、ワークショップに参加し
た20代から70代の男女20名が、自身の記憶と向き合いながら人生のエピソードをもとに演劇作品をつく
りました。ここでしか観られない、むき出しの人生の物語をぜひご覧ください。

出演：

料金：

大泉学園ゆめりあホール

New!

12月13日（木） 10:00～販売開始 割  引 小学生

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業
ニューイヤーコンサート2019 ～ウィーンのかおり～

ウィーンの名曲あふれるニューイヤーコンサート♪ Viel Spass‼

2019/1/19（土） 10：15開演

宇田川かおり(ソプラノ)、濱仲陽香(パーカッション)、松永充代(ピアノ)
J.シュトラウスⅡ世／美しき青きドナウ・春の声、ラデツキー行進曲 ほか
※曲目は変更になる場合があります。
全席自由 一般：前売り2,800円 当日3,000円 子ども(5歳～高校生)：1,000円
練馬区民・練馬区文化振興協会友の会会員割引：大人2,100円・子ども700円
　　　シュパース企画　☎・FAX 048-212-3410　メール spass_kikaku@yahoo.co.jp

ゆめりあホールがウィーン楽友協会に⁈ ウィーンフィルのニューイヤーコンサートでおなじみの名曲の数々を楽しい
おしゃべりと共に演奏します。歌とピアノと打楽器の化学反応！ご期待ください♪ クラシックコンサートが初めての
方もよく聴く方も楽しめる内容です。新春の清々しい朝、ウィーンの息吹を感じに来てみませんか？

出演：
曲目：

料金：

主催・問合せ：

大泉学園ゆめりあホール

New!

発売中

チェンバロの魅力―ワークショップとコンサート（講師・演奏：本間 みち代）
❶ 触れてみよう！チェンバロ・ワークショップ

チェンバロの歴史や仕組みを知り、実際に楽器に触れ、演奏体験もできるワークショップ

2019/1/20（日） A.13：00 B.14：45開演

無料（要事前申込）
A.練馬区在住・在学の小3～中学生とその保護者10組20名　B.15歳以上（中学生をのぞく）10名

申込方法 ※❶❷同時申込可
往復はがきまたは電子メールで ①催し名（❶
はＡＢの別も） ②代表者の住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・電子メールアドレス（ある方
のみ） ③希望人数（2名まで） ❶申込の場合
は ④参加者の年齢（学年） ⑤ピアノ等の楽
器の経験の有無 ⑥演奏希望曲（ある方の
み）を、〒176-0001練馬区練馬1-17-37 練
馬区文化振興協会「チェンバロ」係または
jmousikomi@neribun.or.jp へ
申込締切
12月21日(金)必着 ※申込多数の場合は抽
選、結果は1月上旬に発送します。

料金：
対象：

練馬文化センター ギャラリー

❷ 聴いてみよう！チェンバロ・ミニコンサート

2019/1/28（月） 14：00開演

J.S.バッハ／平均律クラヴィーア曲集より ほか ※曲目は変更になる場合があります。
無料（要事前申込）
100名 ※舞台上に客席をご用意します。

曲目：
料金：
定員：

練馬文化センター 大ホール

募 集

5歳以上
松永充代 宇田川かおり

藤井友美

竹村浄子

©MILLA
井上大辅

能祖將夫

第57回ワンコイン・コンサート
ヴァイオリンDuoの美しい音楽の世界へ

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）

2019/3/9（土） ①11：30 ②15：00開演

森垣悠美（ヴァイオリン）、中澤万紀子（ヴァイオリン・ヴィオラ）
①モーツァルト／二台のヴァイオリンの為の二重奏曲 op.no.1、山田耕筰／からたちの花 ほか
②三木たかし／アンパンマンのマーチ、久石譲／となりのトトロ ほか
※曲目は変更になる場合があります。
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：

大泉学園ゆめりあホール

New!

12月6日（木）10:00～ 予約受付開始 割  引 小学生
中澤万紀子中澤万紀子森垣悠美森垣悠美

濱仲陽香

割  引 0歳以上①

②

小学生 無 料

無 料



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

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

オーケストラで聴く、映画音楽の名曲！

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：

第264回
アトリウムミニステージ特別公演
12/19（水） 12 :15-12 :45 練馬区役所１階アトリウム

岩﨑花奈絵、岩﨑準子（ピアノ）
松尾牧子、上原千穂（ヴァイオリン）
ハロルド・アーレン／虹の彼方に
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：

今回は、早産による後遺症で脳性麻痺のピアニストと、
ヴァイオリニストのアンサンブルです。

無 料

平成30年度優秀映画鑑賞推進事業

映画音楽の名作を観る～市川崑監督特集～

記録映画の金字塔『東京オリンピック』ほかを上映！

2019/1/19（土） 13：00開演 練馬文化センター 小ホール

『ぼんち』（1960年/104分）監督：市川崑 
音楽：芥川也寸志 出演：市川雷蔵、京マチ子、若尾
文子、山田五十鈴 ほか
『東京オリンピック』（1965年/169分）監督：市川崑 
音楽：黛敏郎 ※途中休憩あり
全席指定 1,000円（２本立て・入替なし）　

作品：

料金： 割  引 小学生

練馬区立美術館「ラリック・エレガンス」展連携企画　

藤井一興ピアノ・リサイタル

音が煌めく、フランス芸術の世界

2019/3/2（土） 14：00開演 練馬文化センター 小ホール

藤井一興（ピアノ）
ラヴェル／クープランの墓、ドビュッシー／前奏曲
集第２集より「花火」、ルーセル／ソナチネOp.16 
ほか ※曲目は変更になる場合があります。
全席指定 3,000円 アンダー25歳割引（入場時年
齢確認あり）2,000円 連携セット割引（演奏会チ
ケット+展覧会チケット）3,500円
（株）ミリオンコンサート協会

出演：
曲目：

料金：

協力：
割  引 小学生

練馬交響楽団 春 ありがとう ～平成～

平成をつづる２時間！そして未来へ

2019/3/10（日） 14：00開演 練馬文化センター 大ホール

佐藤寿一（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
ディズニー映画「アナと雪の女王」メドレー、ヴェ
ルディ／アイーダ凱旋行進曲、ラヴェル／ダフニス
とクロエ 第２組曲 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

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

2019/1/27（日） 16:00開演 練馬文化センター 大ホール

デーモン閣下（朗読・歌唱）、三橋貴風（尺八・プロ
デュース）、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（残席わずか） 
A席5,000円

出演：

料金：

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 大泉学園ゆめりあホール

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、弦楽四重奏
曲第1番ハ短調 Op.51-1
モーツァルト／弦楽四重奏曲第14番ト長調 K387
「春」 ほか
全席自由 1,000円（残席わずか） 

出演：

曲目：

料金：

0歳以上

割  引 小学生

大井剛史 ©K.Miura ©K.Miura

©上野隆文

学生券

竹田詩織

多井千洋

對馬哲男對馬哲男

小畠幸法小畠幸法

練馬交響楽団アンサンブル Vol.17～室内楽の楽しみ～
12/2（日） 14：00開演

大泉学園ゆめりあホール

全席指定 700円料金：

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
2019/1/19（土） 17：00開演

練馬文化センター 大ホール

指定席3,500円 自由席2,000円料金：

魔 暦 2 1

割  引 小学生 学生券

割  引 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」
12/9（日） 15:00開演

練馬文化センター 小ホール

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（当日なし） 
※当日券は友の会割引適用外

料金：

アルタン祭り～幻想のケルト音楽コンサート
12/2（日） 17：00開演

練馬文化センター 小ホール

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

料金：

大谷康子プロデュース Nerimaユニバーサルコンサート
12/8（土） 17:30開演

練馬文化センター 大ホール

全席指定 無料 ※申込受付終了料金：

小学生

瀬川昌久プロデュース第11弾 ゆめりあJAZZ vol.26 

吉野ミユキ率いるトップ女性オールスターズ
2019/2 /2（土） 15：00開演

大泉学園ゆめりあホール

全席指定 2,500円料金：

0歳以上 無 料

割  引 4歳以上

割  引 3歳以上
©SEIICHI KAIJO

割  引 小学生

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HP
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。

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
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1 2 月

1日（土） 17：00～19：00 
全席自由 前1,500円 当2,000円
【問】江古田ゴスペル　http://ekoda-cc.com/egc/

江古田ゴスペルクワイア
クリスマスコンサート

12/1
SAT

1 月

9日（水） 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

プラハ国立劇場オペラ「フィガロの結婚」1/ 9
WED

13日（日） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】大江戸交響楽団　☎ 090-8317-9491

大江戸交響楽団 第18回定期演奏会1/13
SUN

小 13日（日） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】東京ムジークフロー　tokio.musik.froh@gmail.com

東京ムジーク・フロー特別演奏会20191/13
SUN

14日（月・祝） 14：00～15：50 
全席指定 Ｓ席4,000円 Ａ席3,000円 他
【問】東京第一友の会　☎ 03-3971-9602

2019 ニューイヤーコンサート　
奥村愛＆斎藤圭土

1/14
MON

小 16日（水） 14：00～16：00 
全席指定 5,400円
【問】公演事務局　☎ 03-3402-2171

アルゼンチン・タンゴコンサート
～世界のタンゴ～Vol.27

1/16
WED

17日（木） 11：00～13：00 
全席指定 S席3,600円 A席3,200円
【問】（株）夢空間　☎ 03-5785-0380

新春まっぴるま寄席
三遊亭小遊三・林家たい平 二人会

1/17
THU

18日（金） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】地域福祉係　☎ 03-5984-2716

東京都民生委員制度100周年記念イベント
（桂文治による落語 民生・児童委員ＰＲ）

1/18
FRI

19日（土） 17：00～19：20 
指定席3,500円 自由席2,000円
【問】コンサート事務局　☎ 070-3526-4179

第13回 早稲田大学交響楽団
ニューイヤーコンサート 

1/19
SAT

小 19日（土） 13：00～18：00 
全席指定1,000円 2本立て・入替なし
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

平成30年度優秀映画鑑賞推進事業
映画音楽の名作を観る 市川崑監督特集　

1/19
SAT

28日（月） 14：00～15：00 
無料（要事前申込)
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

チェンバロの魅力 
チェンバロ・ミニコンサート

1/28
MON

大 29日（火） 19：30～21：30 
全席指定 S席3,600円 A席3,200円
【問】（株）夢空間　☎ 03-5785-0380

新春若手花形落語会1/29
TUE

25日（金） 19：00～20：30 
全席指定 前3,500円 当4,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

よしもと新春大笑いまつりin練馬2019　1/25
FRI

27日（日） 16：00～19：00 
全席指定 S席6,500円（残席わずか） A席5,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

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　

1/27
SUN

大 20日（日） 14：00～16：00 
全席自由 1,000円
【問】野武　☎ 090-2401-9245

ジョン万次郎メモリアルオーケストラ演奏会1/20
SUN

20日（日） ①13：00～14：00 ②14：45～15：45 
無料（要事前申込)
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

チェンバロの魅力
チェンバロ・ワークショップ

1/20
SUN

小

2日（日） 17：00～19：00
全席指定5,400円 中学生以下2,500円
（当日券は各500円増）
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

アルタン祭り～幻想のケルト音楽コンサート
　

12/2
SUN

2日（日） 15：00～17：00 
指定席 S席6,000円他 自由席 B席3,000円
【問】バレエ団ピッコロ　☎ 03-3972-1476

バレエ団ピッコロ 第34回クリスマス公演12/2
SUN

4日（火）～7日（金）
自由入場 無料
【問】障害者施策推進課　☎ 03-5984-4598

障害者ふれあい作品展

小 6日（木） 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12/6
THU

8日（土） 17：30～19：30
全席指定 無料  ※申込受付終了
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

Nerimaユニバーサルコンサート　　　　12/8
SAT

小

9日（日） 15：00～16：30 
全席自由 大人2,500円 3歳～中学生1,500円 
親子ペア3,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

子どもたちに生の舞台を！！
劇団うりんこ「夜明けの落語」12/9

SUN

小 11日（火） 18：00～ 
自由席 3,000円
【問】原田　☎ 03-3387-5567

ベタニアの家チャリティーコンサート12/11
TUE

小 21日（金） 14：50～16：00 
自由入場 無料
【問】ポコアポコ　☎ 03-5946-2166

ポコアポコ音楽教室 クリスマス会201812/21
FRI

小 22日（土） 14：00～16：00 
無料（要整理券）
【問】グリーンハーモニー　☎ 03-3939-3498

クリスマスコンサート～逢えてよかったね～12/22
SAT

24日（月・休） 15：30～17：30 
無料（要整理券）
【問】合唱団ユマニテ　km06az.huma@gmail.com

一橋大学津田塾大学合唱団
ユマニテ定期演奏会

12/24
MON

小 24日（月・休） 14：00～15：45  
全席指定 一般4,000円 他 Ｕ‐30 2,500円 他
【問】劇団東京芸術座　☎ 03-3997-4341

東京芸術座公演No.104　
「Challenge・ed－遠い水の記憶」

12/24
MON

小 25日（火） 18：30～20：30 
自由入場 無料
【問】代表 田中　☎ 080-9557-5160

武蔵大学合唱団リーデルクランツ
第51回定期演奏会

12/25
TUE

小 26日(水） 18：00～20：00 
無料（要整理券）
【問】ＳＳバレエグループ　☎ 042-406-5375 

SS‒Ballet‒group バレエコンサート12/26
WED

残席わずか

ギ



大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 12・1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11月18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。

平成30（2018）年４月から、練馬文化センター利用抽選会の日
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。

女の愛と生涯 シューマンと日本歌曲
柴田えい子ソプラノリサイタル
1日（土） 14：00～16：00 
全席自由 2,500円
【問】柴田　☎ 090-8035-1068

ホ

12/1
SAT

練馬交響楽団アンサンブルVol.17
～室内楽の楽しみ～　
2日（日） 14：00～16：00 
全席指定 700円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

12/2
SUN

友里倖子ボーカルグループ・
ミュージックライブ
2日（日） 19：00～21：30 
自由入場 無料
【問】中島　terry.nakajima999@gmail.com  

ホ

12/2
SUN

若き音楽家たちの夕べ
～武田真理門下生による～
5日（水） 16：00～17：30／19：00～21：00 
全席自由 一般前1,000円 学生前500円 他
【問】神吉　☎ 080-3319-6558

ホ

12/5
WED

奇跡のテナー「小島常弘喜寿」コンサート

7日（金） 13：30～16：00 
全席自由 前2,000円 当2,500円 
【問】歌芝居吉田組　☎ 080-5050-7706

ホ

12/7
FRI

第56回ワンコイン・コンサート
心に響く！美しき日本の唄
8日（土） ①13：30～14：10 ②16：00～17：00
①全席指定 500円（残席わずか） ※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
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

12/8
SAT

Wind Quintet “toi” 1st Concert

7日（金） 19：30～21：30 
全席自由 一般前2,500円 学生前1,500円 他
【問】皆川　☎ 080-5900-9396

ホ

12/7
FRI

Ayaka Piano Studio 発表会

9日（日） 13：00～16：00 
自由入場 無料（要 招待券）
【問】ＡＰスタジオ　☎ 080-1045-4534

ホ

12/9
SUN

車いすのピアニスト 岩﨑花奈絵リサイタル

9日（日） 19：30～20：30 
全席自由 1,000円
【問】サロン愛音　☎ 03-6411-1800

ホ

12/9
SUN

佐々木理子 ゆめりあコンサート2018

13日（木） 10：30～11：30 
全席自由 前1,500円 当2,000円
【問】リコミュージック　☎ 090-9806-0792

ホ

12/13
THU

木管五重奏団「もくご」 
CHRISTMAS CONCERT
14日（金） 19：00～20：45 
全席自由 一般1,500円 高校生以下1,000円
【問】もくご 代表　☎ 080-3307-7592

ホ

12/14
FRI

～泣いても、ぐずっても大丈夫！～
第4回ベビーカーコンサートin練馬
16日（日） 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

12/16
SUN

Piccola Stella 音楽発表会
～クリスマス ミニ コンサート～
16日（日） 14：30～16：30 
自由入場 無料
【問】今野ピアノ教室　☎ 03-3921-5415（金・土のみ）

ホ

12/16
SUN

KOLEZO マリンバ アンサンブル

18日（火） 19：00～20：30 
全席自由 前2,500円 当3,000円
【問】高波　☎ 080-3392-5203

ホ

12/18
TUE

高橋音楽教室発表会2018

24日（月・休） 13：00～16：00 
自由入場 無料
【問】高橋音楽研究所　☎ 0120-334-202

ホ

12/24
MON

あじさいピアノ教室 クリスマスコンサート

24日（月・休） 19：00～21：00 
自由入場 無料
【問】あじさいピアノ　☎ 090-6132-6549

ホ

12/24
MON

歌声喫茶ともしびin大泉学園

20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

12/20
THU

おるごーる♪
「0歳からのおはなし音楽会」～ふゆ～
25日（火） 11：00～12：00／14：00～15：00 
全席自由 500円 （2歳以上有料）
【問】おるごーる　☎ 070-5594-8671

ホ

12/25
TUE

1 2 月

第12回ゆめりあ若手寄席
～大泉新春落語会～
6日（日） 14：00～15：30 
全席指定 1,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

1/ 6
SUN

東京音楽大学・東京音楽大学付属高等学校　
水野貴子門下生 発表会
9日（水） 16：30～20：30 
自由入場 無料
【問】水野門下　☎ 090-5620-7191

ホ

1/ 9
WED

櫻田門下発表会

26日（土） 18：45～21：30 
自由入場 無料
【問】ペルラムージカ　☎ 03-6326-4031

ホ

1/26
SAT

東京都石神井学園　地域公開講座

29日（火） 12：45～15：00 
自由入場 無料
【問】石神井学園　☎ 03-3996-4191

ホ

1/29
TUE

Piano Duo Concert
～2台4手・8手を中心に～
31日（木） 17：40～21：00 
自由入場 無料
【問】ＰＤＣ事務局　☎ 090-6935-6807

ホ

1/31
THU

Brass Quinet JaJu －The 3rd Concert－

12日（土） 19：00～20：40 
全席自由 一般2,000円 学生1,000円
【問】横尾　☎ 080-4924-7600

ホ

1/12
SAT

コンセール・プラージュ発表会vol.9　 
渚智佳門下生によるピアノ発表会
13日（日） 10：40～19：30 
自由入場 無料
【問】プラージュ企画　☎ 03-3557-5820

ホ

1/13
SUN

第10回久保田啓子と仲間たち
「語りと歌の午後」シニア応援イベント
17日（木） 10：30～16：40 
全席自由 1,500円
【問】FTB企画　☎ 090-3408-0310

ホ

1/17
THU

ウィーンのかおり
ニューイヤーコンサート2019
19日（土） 10：15～11：30 
全席自由 一般前2,800円 子ども1,000円 他
【問】シュパース企画　☎ 048-212-3410

ホ

1/19
SAT

十一代桂文治後援会 新春のつどい

19日（土） 14：00～16：00 
全席自由 2,500円
【問】桂文治後援会　☎ 090-8007-7894

ホ

1/19
SAT

子どもと大人と、みんなで楽しむロシアの夕べ
歌とピアノのコンサート
19日（土） 19：00～21：00 
全席自由 大人2,000円 小人1,000円
【問】ドルチェジーリョ　teatro.dolce.giglio@gmail.com

ホ

1/19
SAT

太陽の声 月のささやき 
～哀愁と情熱のドラマティックコンサート～
20日（日） 19：00～20：20 
全席自由 3,000円
【問】オフィス和奏　☎ 080-9684-1230

ホ

1/20
SUN

第15回ＮＥＷＳリトルアーティスト展

20日（日）
自由入場 無料
【問】ＮＥＷＳ大泉学園　☎ 03-5933-0801

1/20
SUN

歌声喫茶ともしびin大泉学園

22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

1/22
TUE

武田真理門下生ピアノ発表会

23日（水） 10：30～19：00 
自由入場 無料
【問】オノベ　☎ 090-8102-8142

ホ

1/23
WED

新春 雅楽コンサート

24日（木） 19：00～21：00 
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】倫遊会　rinyuu.gagaku@gmail.com  

ホ

1/24
THU

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！
25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

1/25
FRI

1 月

TEL
WEB

TEL
WEB

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

Trio Common Mallow 1st concert

16日（日） 19：00～20：30
全席自由 前1,000円 当1,500円
【問】コモンマロウ　commonmallow.fleurs@gmail.com

ホ

12/16
SUN

ギ
窓 口

残席わずか



2 0 1 8 .12 / Vo l . 4 0 5

アンコール

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
■ 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30（2018）年12月発行／通巻第405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/ 

桃
月
庵

白
酒

独
演
会

「白酒むふふ～
Vol.20」

練馬文化センター 小ホール
全席指定5,400円
予定プログラム：パリのカナロ、
小雨降る径、ラ・クンパルシータ ほか
プレイガイド：練馬文化センター

窓口販売（10:00～20:00）
問合せ：インターナショナル・カルチャー 

03-3402-2171

出演：スペシャルゲスト 福田こうへい(60分出演)、ナナオ（プロジェクトリー
ダー）、ＳＨＡＨ（リーダー工藤武・ボーカルＫＡＺＵＭＩ）、ＫＡＮＡ、須藤圭子、
千田けい子、児島ちはる、日芸舞踊団「若竹」ジュニア渚(イリュージョン) 他
主催：笑顔と夢を絆でプロジェクト　
共催：公益財団法人としま未来文化財団　後援：練馬区 豊島区 他
料金：Ｓ席5,000円 Ａ席3,000円
プレイガイド：練馬文化センター 窓口販売 10:00～20:00
　　　　　　 カンフェティ チケットセンター 0120-240-540

平成31年

1月17日（木）
開場10:30
開演11:00
練馬文化センター
大ホール
S席 3,600円
A席 3,200円
［Pコード：489-498］
［Lコード：33460］

平成31年2月20日（水）
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：490-540］
［Lコード：31547］

好評
発売中！

11月22日
発売

《チャリティーだから実現・・・究極のエンターテインメントショー》
東日本大震災・平成大災害被災地直接復興支援公演

～スペシャルゲストに福田こうへいさんを迎えて～

良席僅か！

売り切れ御
免！

開場16:45 開演17:30（式典・途中休憩あり） 終演20:15予定
2019年2月25日（月）　練馬文化センター大ホール

アルゼンチン・タンゴ
コンサート　～世界のタンゴ～Vol.27

歌：菅原洋一

ナナオ

女流義太夫・浄瑠璃
竹本越孝

三味線
鶴澤賀寿

〈ゲスト〉 

たけもと こしこう つるざわ かず

チコス・デ・パンパ　
（バンドネオン：北村聡、バイオリン：永野亜希、
ピアノ：宮沢由美、コントラバス：佐藤洋嗣）

2019年

1月16日（水）
14:00開演
（13:30開場）

三
遊
亭

小
遊
三

林
家

た
い
平

新
春
ま
っ
ぴ
る
ま
寄
席
二人会


