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「ドラゴンクエスト」ウインド
オーケストラコンサート

New!

スペシャルウインドオーケストラコンサート開催決定！
ドラゴンクエストの人気を不動のものとし、長年愛され続ける天空シリーズ
「ドラゴンクエストⅣ、Ⅴ、Ⅵ」から厳選した名曲の数々が奏でられます。
演奏は日本が世界に誇る吹奏楽の雄、吹奏楽コンクールで参考演奏も務め
る東京佼成ウインドオーケストラ！
あの感動が蘇る生演奏をぜひお楽しみください！

10/26（土） 15:00開演

佐々木新平（指揮）、東京佼成ウインドオーケストラ（吹奏楽）
すぎやまこういち（作曲）、真島俊夫（吹奏楽編曲）／吹奏楽による「ド
ラゴンクエストⅣ、Ⅴ、Ⅵ」
全席指定 Ｓ席4,500円 Ａ席3,500円
キョードー東京　

出演：
曲目：

料金：
共催：

練馬文化センター 大ホール

東京、練馬で
ジェントルなLive vol.2

東京03とGentle Forest Jazz Bandのコラボレー
ション公演、待望の再演が決定！
2017年に開催し好評を博した「東京、練馬でジェントルなLive」第2弾！単
独公演全国ツアーは完売必至、バラエティからドラマまで活躍の幅を広げる
コントの匠・東京03と、この夏公開の映画「ダンスウィズミー」で楽曲を担当
する話題のビッグバンド・Gentle Forest Jazz Band。相性抜群なコントと
ジャズを一度に楽しめる贅沢なステージをお届けします。

12/14（土） ①13:00 ②17:00開演

東京03、Gentle Forest Jazz Band
オークラ
全席指定 5,500円
　　株式会社バンダイナムコライブクリエイティブ

出演：
演出：
料金：
企画協力：

練馬文化センター 大ホール

New!

割 引 小学生割 引 小学生
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優 先



①
②

無 料

出 演 時 間：
応 募 資格：

参 加 費用：
応 募 方法：

応 募 期 間：
応募先・問合せ：

10分 
①音楽・ダンス・パフォーマンス ②小学生から30歳以下 ③出演者の３分の２以上が練馬区内在住・在勤・在学 ④次
の日程に参加できる方 ・舞台打合せ2020年１月26日（日）終日 ・リハーサル 2020年２月8日（土）終日 ・本番 2020
年２月9日（日）終日 ※1名1団体のみエントリー可能。
小・中学生・高校生500円 大学生以上1,000円（保険料込）
申込書（チラシ）に必要事項を記入し、動画（DVDもしくは動画サイトへのアップロード）を添えてねりパフォ事務局へ
郵送、または持参してください。 ※申込書（チラシ）は練馬文化センターや協会ＨＰにて配布しています。
7月25日（木）～9月27日（金）必着
ねりパフォ2020事務局 〒176-0001 練馬区練馬1-17-37 ☎ 03-3993-3311　

ねりパフォ2020出演者募集！テーマは「RAINBOW」！ 
ダンス、音楽、大道芸等、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？ 

第60回ワンコイン・コンサート
11/9（土） ①13：30 ②16：00開演

出演：
曲目：

料金：

大泉学園ゆめりあホール

①0歳からのわいわいワンコイン・コンサート「ヴァイオリン・チェロ・ピアノのおくりもの～生でふれあう楽器の世界～」（40分）
②自分にごほうびワンコイン・コンサート「ピアノトリオの輝き～ヴァイオリン・チェロ・ピアノの豊かな響き～」（60分）

New!

高松亜衣（ヴァイオリン）、原宗史（チェロ）、福岡拓歩（ピアノ）
①モーツァルト／きらきら星変奏曲、M.シャーマン&B.シャーマン／小さな世界 ほか 
②ショパン／英雄ポロネーズ、メンデルスゾーン／ピアノ三重奏曲 第1番 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全席指定 500円

募 集

8月2日（金）10:00～ 販売開始

小学生

割 引 小学生

小学生

申込方法：往復はがきまたは応募フォームで①催し名②代表者の住所（勤務・在学先）・氏名（ふりがな）・電話番号・メールアドレス（あ
る方のみ）③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」
係または練馬区文化振興協会HP内応募フォームへ ※申込は1公演につき1通まで 締切：8月15日（木）必着 ※結果は8月下旬に通知
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

武蔵野音楽大学連携事業 「武蔵野音楽大学 管弦楽団演奏会」　　
9/20（金） 19：00開演

出演：
曲目：
料金：

東京芸術劇場 コンサートホール
（豊島区西池袋1-8-1）

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。
末廣誠（指揮）、吉原麻実（ピアノ） ほか
チャイコフスキー／ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 Op.23、プロコフィエフ／交響曲 第5番 変ロ長調 Op.100
全席指定800円（※一般料金1,500円）　　　　

16歳でポーランドのクラホフ放送交響楽団と共演。パリ国立高等音楽院チェンバロ科を卒業後、フランスを中心に
活躍する中村恵美が贈るチェンバロの新しい魅力をお届けします。

昼下がりコンサート～チェンバロの魅力～
9/2（月） 15：00開演

出演：
曲目：
料金：

練馬文化センター 小ホール

小ホールの客席でゆったりお楽しみ頂けます！

中村恵美（チェンバロ）
J.S.バッハ／イタリア協奏曲 BWV971、クープラン／恋の夜鳴きうぐいす、バード／鐘 ほか
自由入場 無料（申込不要）　

0歳以上

0歳以上

割 引

「おるごーる♪」のおはなし音楽会は、手遊び歌やわらべ歌、絵本や詩、楽器の生演奏など盛りだくさんのプログラム
で☆キラキラ☆した感性を育てます。

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業 おるごーる♪のおはなし音楽会
9/21（土） 10：30開演

出演：

演目：
料金：
主催・申込・問合せ：

大泉学園ゆめりあホール

0歳から楽しめる、親と子のための音楽会！

猿丸由里子（うた）、山本久美子（ピアノ）、村上ちほ（サックス）、菅原浩世（バイオリン）、横山裕江（フルート）
※出演者は変更になる場合があります。
クラシックやポピュラーの名曲、秋の童謡、手遊びや絵本の読み聞かせ
全席自由 500円 ※2歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）　　
　　　　　　おるごーる♪（山本） ☎ 070-5594-8671　HP http://orugo-ru.jimdo.com

8月21日（水）10：00～ 販売開始

New!

New!
高松亜衣 原宗史 福岡拓歩

ワークショップ参加者も同時募集！ ねりパフォ2020だけのオリジナルチームを結成！詳細は練馬区文化振興協会HPへ。

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 無料でご入場できます。●歳以上

割 引優 先

無 料小学生

第272回 アトリウムミニステージ
練馬区立美術館連携事業 ～坂本繁二郎展によせて～

8/21（水） 12 :15開演 練馬区役所１階アトリウム

藤田美奈子（ソプラノ） ほか
山田耕筰／からたちの花、ヘンデル／オンブラ・マ
イ・フ ほか
自由入場 無料（申込不要）

※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。
今回は声楽（ソプラノ）の演奏です。

無 料0歳以上

第13回ゆめりあ若手寄席 
～真夏の夕涼み会2019～　

好評のゆめりあ若手寄席
夏の暑さを元気に笑って吹き飛ばそう！

8/17（土） 16 :00開演 大泉学園ゆめりあホール

隅田川馬石（真打）、春風亭一左（二ツ目）、アサダ
二世（奇術）　
全席指定 1,500円
（一社）落語協会

出演：

料金：
協力：

割 引 小学生

トリエステ・ヴェルディ歌劇場
オペラ「椿姫」

ヴェルディゆかりのイタリアの名門歌劇場
満を持してお届けする極上の椿姫！

11/5（火） 18:30開演 練馬文化センター 大ホール

ファブリツィオ・マリア・カルミナーティ
ジュリオ・チャバッティ
ヴェルディ／椿姫
全席指定 S席16,000円、A席13,000円、
B席10,000円、C席7,000円
コンサート・ドアーズ／楽天チケット

指揮：
演出：
演目：
料金：

共催： 割 引 小学生

練馬交響楽団
第70回定期演奏会

レスピーギを体験してみませんか

11/17（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）
レスピーギ／ローマ三部作「ローマの噴水」「ローマ
の松」「ローマの祭り」
全席自由 1,000円

出演：
曲目：

料金：

割 引 小学生

財津和夫コンサート2019 
with 姫野達也

名曲の数々を味わう至福のコンサート！

11/22（金） 18 :30開演 練馬文化センター 大ホール

青春の影、心の旅、サボテンの花 ほか
※曲目は変更になる場合があります。
全席指定 7,300円
東京労音
　　SKIYAKI LIVE PRODUCTION／ピラミッド／
　　ビス音楽出版

曲目：

料金：
共催：
企画制作：

割 引 小学生

練馬区演奏家協会コンサート

クララ・シューマンと仲間たち

女流音楽家たちの曲を中心にお届けします。

10/19（土） 14:00開演 練馬文化センター 小ホール

石神井の森トリオ＜西谷国登（ヴァイオリン）、毛
利巨塵（チェロ）、坂田麻里（ピアノ）＞
クララ・シューマン／ピアノ・トリオ ト短調op.17、
ファニー・メンデルスゾーン／ピアノ・トリオ ニ短
調op.11 ほか
全席指定 1,000円　

出演：

曲目：

料金： 割 引 小学生

練馬区文化振興協会協力事業

フォレスタコンサート in 練馬

大好評につき練馬で待望の2019年公演決定！
明治から平成の名曲をご堪能ください。

10/1（火） 14：00開演 練馬文化センター 大ホール

フォレスタ ほか　構成・演出：一条貴之
　　 フォレスタ・プロジェクト　協力：フレンド企画
全席指定 5,800円
　　　 サンライズプロモーション東京 
☎0570-00-3337（全日10：00～18：00）

出演：
企画・制作：
料金：
主催・問合せ：

割 引 小学生

ゆめりあJAZZ vol.27 
西村協＆楽しいジャズ仲間たち
～ジャズ・ヴォーカルの魅力と愉しみ～

瀬川昌久プロデュース公演第12弾！

9/14（土） 15：00開演 大泉学園ゆめりあホール

西村協（Vo）、飯田さつき（Vo）、紗理（Vo）、須藤俊
也（Pf）、佐瀬正（Ba）、山下暢彦（Dr）、瀬川昌久（企
画・解説）
How High The Moon、Smile ほか 
※曲目は変更になる場合があります。
全席指定 2,500円

出演：

曲目：

料金： 割 引 小学生

劇団M.M.Cミュージカル
「ALICE」小中学生参加公演

アリスが迷い込んだ鏡の中の世界…
不思議な冒険がはじまる！

8/4（日） 15:00開演 練馬文化センター 小ホール

劇団M.M.C、練馬区の小中学生　
ミュージカル「ALICE」
全席指定 大人1,500円 中学生以下800円 
※２歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）

出演：
演目：
料金：

第143回練馬区民寄席
～一朝・一之輔・馬玉～

大名跡と実力派が揃う錦秋の夕べ

10/18（金） 18 :30開演 練馬文化センター 小ホール

春風亭一朝、春風亭一之輔、金原亭馬玉、鏡味仙
三郎社中
全席指定 3,000円
（一社）落語協会

出演：

料金：
協力：

割 引 小学生

割 引 0歳以上

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業 太鼓集団天邪鬼 
渡辺洋一 芸道50周年記念公演『新しい風』

和太鼓のトップランナーとして、世界50数ヵ国で活躍す
る、天邪鬼代表渡辺洋一の記念公演

9/14（土） 18：30 ・ 15（日） 14：00開演 練馬文化センター 小ホール

太鼓集団天邪鬼 ほか
全席自由 前売り4,500円 当日5,000円 
練馬区民・友の会会員割引券4,000円  
　　　　　   太鼓集団天邪鬼 ☎03-3904-1745 
　　　　　　http://amanojaku.info

出演：
料金：

主催・申込・問合せ：
小学生

ロシア国立サンクトペテルブルグ・
アカデミー・バレエ
～レオニード・ヤコブソン記念～「白鳥の湖」全３幕

世界中で愛されるクラシック・バレエの最高傑作！

12/22（日） 14：00開演 練馬文化センター 大ホール

ロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ
白鳥の湖 全３幕 ※特別録音音源使用
全席指定 S席7,500円、A席5,000円
インプレサリオ東京

出演：
演目：
料金：
共催：

4歳以上割 引

（公財）練馬区文化振興協会では契約職員を募集します。募集の詳しい内容は、8月1日に協会のホームページ（https://www.neribun.or.jp/）に掲載します。募 集

残席わずか

残席わずか

7月28日（日）10：00～ 予約受付開始



練馬文化センター イベントスケジュール 8・9月 大ホール 小ホール ギャラリー大 ギ小

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

窓 口

TEL
WEB

TEL
WEB

8 月

2日（金）～5日（月）
自由入場 無料
【問】シルバー人材センター　☎ 03-3993-7168

ボトルシップ 作品展

7日（水） 14：00～16：05 
全席指定 前3,000円 当3,500円
【問】児演協　☎ 03-5909-3064

児演協第47回夏休み児童・青少年
演劇フェスティバル「人形劇団クラルテ公演」8/7

WED

9日（金） 12：30～16：00 
自由入場 無料
【問】早苗会 服部　☎ 03-3997-7920

夏休み三世代三味線コンサート
同時三味線無料体験会開催8/9

FRI

11日（日） 11：30～18：00 
自由入場 無料
【問】ポコアポコ　☎ 03-5946-2166

ポコアポコ音楽教室 発表会20198/11
SUN

12日（月・祝） 17：00～19：00 
無料（要整理券）
【問】小林　☎ 090-6345-3881

第12回ダンススタジオパピヨン発表会8/12
MON

大
13日（火） 14：00～16：30／17：30～20：00
自由席 前3,800円 当4,800円 指定席 前4,800円
【問】Ｅｎ 渋谷校　☎ 03-6418-1536

Dance Camp Plus 2019 
Summer Showcase8/13

TUE

大
31日（土） 14：00～16：00 
全席自由 一般4,000円 高校生以下2,000円
【問】ドルチェ・カント　☎ 070-1253-0477

青盛のぼる ドルチェ・カントⅥ
ようこそイタリアオペラの世界へ8/31

SAT

大
3日（土） 17：00～20：00 
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】ＮＥＸＵＳ　☎ 080-5511-9629

NEXUS Vol.9 DANCE Performance!8/3
SAT

大
1日（木） 15：00～17：00 
全席指定 2,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

真夏の音楽会vol.2 　
大谷康子と楽しむ音楽の旅～アメリカ　8/1

THU

9 月

2日（月） 15：00～16：00 
自由入場 無料（申込不要）
【問】練馬区文化振興協会　☎ 03-3993-3311

昼下がりコンサート～チェンバロの魅力～9/2
MON

6日（金） 17：00～21：00 
全席自由 500円
【問】駒澤大学鳴声刺心　☎ 090-1102-9974

鳴声刺心夏ライブ世界観9/6
FRI

7日（土）～13日（金）
自由入場 無料
【問】堺　☎ 03-3954-9261

ことひらの四季写真展－田岡敬右

大
8日（日） 14：00～16：00 
全席自由 前1,500円 当2,000円
【問】エウテルペ楽奏団　symphonia.euterpe@gmail.com

結成20周年記念 エウテルペ楽奏団　
第30回定期演奏会9/8

SUN

大
12日（木） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】石神井警察署　☎ 03-3904-0110（内4112）

交通安全練馬区民のつどい9/12
THU

大
15日（日） 15：30～18：30 
無料（要整理券）
【問】フジサトバレエ　☎ 03-3995-2218

フジサトバレエスタジオ第61回発表会9/15
SUN

15日（日） 14:00～16：30 
全席自由 前4,500円 当5,000円 他
【問】太鼓集団天邪鬼　☎ 03-3904-1745

太鼓集団天邪鬼 渡辺洋一 
芸道50周年記念公演『新しい風』9/15

SUN

16日（月・祝） 16：30～19：30 
自由入場 無料
【問】横山バレエ　☎ 03-3996-8675

バレエ・モダン翔美会 第29回発表会9/16
MON

大

16日（月・祝） 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16回定期演奏会9/16
MON

大
17日（火） 18：30～21：00 
全席指定 前3,500円 当4,000円 他
【問】東京ニューシティ　☎ 03-5933-3266

東京ポップスオーケストラコンサート9/17
TUE

19日（木） 19：00～21：00
20日（金） 18：30～20：30
全席指定 Ａ席5,000円 Ｂ席4,000円 他
【問】パンクチュアルカルチャー　☎ 03-6892-2951

ハッピーディナー

大

21日（土） 18：00～19：40 
自由入場 無料
【問】白亜吹奏楽団　☎ 050-5579-1225

白亜吹奏楽団 第6回演奏会9/21
SAT

大
22日（日） 13：30～15：30 
全席自由 1,000円
【問】「来音」　☎ 03-3904-6730

邦楽アンサンブル「来音」
第十六回定期演奏会9/22

SUN

22日（日）～24日（火）
自由入場 無料
【問】代表者　☎ 090-5777-9215

第9回「練馬稲門会・写真クラブ」 『写真展』

23日（月・祝） 14：00～15：20／18：00～19：20
自由入場 無料
【問】春日町青少年館　☎ 03-3998-5341

第38回 練馬児童劇団発表会9/23
MON

25日（水） 19：00～21：00 
全席指定 3,300円
【問】（株）夢空間　☎ 03-5785-0380

神田松之丞 独演会9/25
WED

27日（金） 18：00～20：30 
全席自由 1,000円
【問】事務局　☎ 03-5946-9818

アジア音楽舞踊演奏会 
チャリティーコンサート9/27

FRI

大
28日（土） 18：00～20：00 
自由入場 無料
【問】事務局　k.premium.orchestra@gmail.com   

Kプレミアムオーケストラ 第15回定期演奏会9/28
SAT

28日（土） 17：30～20：00 
自由入場 無料
【問】ゆるすい　yurusui.waseda2015@gmail.com  

わせだ吹奏楽同好会（緩）第2回定期演奏会9/28
SAT

30日（月） 10：45～20：30 
自由入場 無料
【問】関根　☎ 03-3921-2552

友遊クラブ カラオケ発表会9/30
MON

4日（日） 15：00～16：30 
全席指定 大人1,500円 中学生以下800円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

劇団M.M.Cミュージカル「ALICE」
小中学生参加公演8/4

SUN

5日（月） 15：00～18：00 
無料（要整理券）
【問】平多武於舞踊研究所　
takehito-dance-teacher@docomo.ne.jp

平多武於舞踊研究所
8/5
MON

大
6日（火） 16：00～20：00 
無料（要整理券）
【問】今田　☎ 042-463-7801

LE CONCERT DE M.I BALLET8/6
TUE

6日（火） 14：00～15：20 
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】児演協　☎ 03-5909-3064

児演協第47回夏休み児童・青少年
演劇フェスティバル「劇団影法師公演」8/6

TUE

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

14日（土） 18：30～21：00 
全席自由 前4,500円 当5,000円 他
【問】太鼓集団天邪鬼　☎ 03-3904-1745

太鼓集団天邪鬼 渡辺洋一 
芸道50周年記念公演『新しい風』9/14

SAT

小

14日（土）  
自由入場 無料
【問】マムズハート　☎ 080-6659-3987

針と糸であそぶ展9/14
SAT

小

小

小

ギ

8/2
8/5
FRI

MON

10日（土）～11日（日）
自由入場 無料
【問】マムズハート　☎ 080-6659-3987

針と糸であそぶ展

ギ

8/10
8/11
SAT

SUN

ギ

ギ

9/7
9/13
SAT

FRI

9/19
9/20
THU

FRI

ギ

9/22
9/24
SUN

TUE

残席わずか



大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 8・9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令和元年7月17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

窓 口

Le Concert Mignon Vol.21 
～うたの夕べ～
1日（日） 15：00～18：30 
自由入場 無料
【問】ミニヨン事務局　☎ 090-3524-5300

ホ

9/1
SUN

フルート独奏団 「ナナカマド」 第14回発表会

8日（日） 13：00～16：00 
自由入場 無料
【問】ナナカマド　☎ 03-5936-8682

ホ

9/8
SUN

第27回ピアノコンサート

8日（日） 18：15～21：20 
自由入場 無料
【問】阿部明子Ｐ教室　☎ 080-6652-0987

ホ

9/8
SUN

ゆめりあJAZZ vol.27 西村協＆楽しいジャズ
仲間たち～ジャズ・ヴォーカルの魅力と愉しみ～
14日（土） 15：00～17：15 
全席指定 2,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

9/14
SAT

バリトンソロコンサート
LA PASSIONE ～終わらない夏～
10日（火） 19：00～21：00 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】吉永　☎ 090-8351-7289

ホ

9/10
TUE

第30回グループ88’ ピアノ演奏会

16日（月・祝） 11：30～16：30 
自由入場 無料
【問】川嶋　☎ 03-5922-3380

ホ

9/16
MON

ともに歌う「日本のうた」コンサートVol.3
－みなさんも楽しく歌いましょう－
18日（水） 10：30～11：45 
全席自由 2,000円
【問】歌のいずみ　☎ 03-3867-0488

ホ

9/18
WED

おるごーる♪のおはなし音楽会

21日（土） 10：30～11：30 
全席自由 500円 ※2歳以下ひざ上無料
【問】山本　☎ 070-5594-8671

ホ

9/21
SAT

ブリックファンミーティングinねりま

22日（日）
入場料 200円（就学前は無料）
【問】野間　☎ 04-2946-8379

9/22
SUN

三四朗サックスコンサート

24日（火） ①14：00～16：00②18：30～20：30 
全席自由 4,000円
【問】藤本　☎ 090-7834-8814

ホ

9/24
TUE

歌声喫茶ともしびin大泉学園

25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

9/25
WED

Gerbera First Concert 

25日（水） 19：00～21：00 
全席自由 一般前1,800円 学生1,500円 他
【問】辻　☎ 080-4915-0835

ホ

9/25
WED

第34回 桃美会南画展

25日（水）～28日（土）
自由入場 無料
【問】桃美会　☎ 03-3973-7714

マイカイ・ウクレレサークル＆フラ発表会

27日（金） 13：00～16：00 
自由入場 無料
【問】梁瀬　☎ 090-3512-1519

ホ

9/27
FRI

アール・リリック 2019

27日（金） 19：00～21：30 
全席自由 3,000円
【問】アトリエ・デュ・シャン　☎ 03-5387-0977

ホ

9/27
FRI

騒いじゃっても大丈夫！
音の輪ポピュラーコンンサート
28日（土） 10：30～11：30 
全席自由 500円
【問】音の輪　☎ 090-5555-6701

ホ

9/28
SAT

声楽・ヴォーカルコンサート
（クラシック、シャンソン、ポピュラー）
28日（土） 昼の部15：00～17：00 夜の部19：00～21：00 
自由入場 無料
【問】アミフランス　☎ 090-8037-0857

ホ

9/28
SAT

北原白秋の詩を歌う ［作曲：笹嶋眞夫］

29日（日） 13：30～15：30
全席自由 3,000円
【問】笹嶋　☎ 03-3996-6251

ホ

9/29
SUN

ＪＪコンサート

19日（月） 19：00～20：45 
全席自由 2,500円
【問】メヌエット　☎ 04-2928-7851

ホ

8/19
MON

小学生対象税金○×クイズと映画鑑賞

20日（火） 13：00～16：00 
自由入場 無料（要 整理券）
【問】練馬西法人会　☎ 03-3923-7272

ホ

8/20
TUE

第27回ヤングアーチストピアノコンクール

22日（木）～23日（金） 10：30～19：30
全席自由 900円
【問】ヤングアーチスト　☎ 03-3930-0365

かけがえのない貴方へ♡
ハートのコンサートVOL.16
24日（土） 19：00～21：30 
全席自由 1,500円
【問】飯塚音楽スタジオ　☎ 090-1432-4029

ホ

8/24
SAT

第6回ユニバーサル・クラシック・コンサート
～0歳からのどなたでも楽しめる演奏会～
25日（日） 13：30～15：00 
全席自由 大人1,500円 小学生以下500円 他
【問】ひつじ企画　nuknuksheep@gmail.com  

ホ

8/25
SUN

テアトル・オペレッタ・フランセーズ 17

25日（日） 19：00～21：30 
全席自由 3,000円
【問】アトリエ・デュ・シャン　☎ 03-5387-0977

ホ

8/25
SUN

みんなの音楽会

31日（土） 19：30～21：00 
自由入場 無料
【問】心音会　☎ 090-6345-5437

ホ

8/31
SAT

9 月

9/25
9/28
WED

SAT

ギ

第26回フラワースタジオアリス・第16回瑤風
書道教室生徒作品展
14日（土）～16日（月・祝）
自由入場 無料
【問】FSアリス　☎ 03-3992-3557

9/14
9/16
SAT

MON

ギ

ホ

8/22
8/23
THU

FRI

TEL
WEB

TEL
WEB

第20回北関東ピアノコンクール予選 第2日目

2日（金） 10：00～18：00 
自由入場 無料
【問】同事務局　☎ 027-363-6280

ホ

8/2
FRI

第59回ワンコイン・コンサート　　

3日（土） ①11：30～12：10 ②15：00～16：00
全席指定 500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

8/3
SAT

十一代桂文治後援会 夏のつどい

4日（日） 18：30～21：00  
全席自由 2,500円 後援会会員無料
【問】桂文治後援会　☎ 03-3557-0981

ホ

ホ

8/4
SUN

第43回ピティナ・ピアノコンペティション

6日（火）～9日（金） 10：30～19：30
全席自由 一般1,000円 会員800円 他
【問】ピティナ　☎ 03.-3944-2481

第16回ハートフルコンサート

10日（土） 13：00～16：15 
自由入場 無料
【問】WITHはぴはぴ　☎ 090-3207-2168

ホ

8/10
SAT

イデア・ミュージック・コンサート

12日（月・祝） 11：15～18：30 
自由入場 無料
【問】イデア　☎ 080-1177-3238

ホ

8/12
MON

花房伸江門下生によるコンサート

13日（火） 18：00～21：00 
自由入場 無料
【問】オフィスリピート　☎ 080-5426-3703

ホ

8/13
TUE

髙橋啓三先生門下生 声楽発表会

18日（日） 10：45～20：00  
自由入場 無料
【問】髙橋啓三門下　☎ 080-9297-0361

ホ

8/18
SUN

歌声喫茶ともしびin大泉学園

19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

8/19
MON

第18回 佐々木真とともに　
フルート研究発表演奏会
14日（水） 15：00～18：00 
自由入場 無料
【問】みゆずメソン　☎ 048-477-1313

ホ

8/14
WED

第13回ゆめりあ若手寄席
～真夏の夕涼み会2019～
17日（土） 16：00～17：30 
全席指定 1,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

8/17
SAT

8 月

8/6
8/9
TUE

FRI

完売御礼

ギ

残席わずか



～ 歌声コンサート ～

令和元年１１月２5日（月）
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～”

全席自由 前売り券2,000円  当日券2,500円

【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

＜広告＞

情報誌「アンコール」に広告を載せてみませんか？

1枠あたり縦51㎜×横102㎜（複数可）
フルカラー 15,000円
11,000部（毎月下旬発行）
練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホール、
練馬区立施設、練馬区内各駅、金融機関等
（公財）練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311

規　格
料　金
発行部数
主な配布場所

申込み・問合せ

2 0 1 9 . 8  /  Vo l . 413

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10：00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/

お得な特典いっぱい

※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情報誌を毎月郵送
❷公演チケット10％オフ（一部公演除く） 練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホール
❸公演チケット優先予約（一部公演除く） 練馬文化センター
❹展覧会ご招待（同伴１名可） 石神井公園ふるさと文化館、練馬区立美術館
❺限定イベント 石神井公園ふるさと文化館、練馬区立美術館

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

令和元（2019）年8月発行／通巻第413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31年1月25日（金）より、新しいサービスが始まりました

プレゼント！

ご入会・更新の方に
オリジナル・エコバッグ
をプレゼント！

もっと便利に！

窓口・郵便振込・インターネット、
いずれのお手続きでも料金が2,500円になります。

※郵便振込の場合、別途振込手数料がかかります。

窓口 2,500円（年会費）
郵便振込 2,600円（年会費・会員証郵送料）
インターネット 2,700円（年会費・会員証郵送料・システム利用料）

1月25日から
一律
2,500円 ※入会方法など、詳しくは協会ホームページをご覧ください。

https://www.neribun.or.jp/

■ ぴあ 0570-02-9999 https://t.pia.jp　■ ローソンチケット 0570-000-407　■ e+ （イープラス） https://eplus.jp
■ なかのZEROチケットセンター 03-3382-9990 

予約・お問い合わせ：夢空間 03-5785-0380（平日10時～18時） http://yume-kukan.net
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2019年

10月5日（土）
開場12:30 開演13:00
なかのZERO 
大ホール
全席指定 3,600円
［Pコード：495-926］
［Lコード：32204］

7月
29日（月）
発売

三
遊
亭
兼
好

独
演
会

兼
好
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其
の
七「
晩
夏
」

2019年

9月4日（水）
開場18:30 開演19:00

なかのZERO 
小ホール

全席指定 3,600円
［Pコード：495-156］
［Lコード：31971］

JR・東京メトロ東西線
「中野駅」南口徒歩８分

ゲスト：米粒写経ゲスト：米粒写経

好評
発売中
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