
令和元年度優秀映画鑑賞推進事業

映画音楽の名作を観る 
～今井正監督特集～

10月9日（水）10:00～ 販売開始

2 0 19 .10 / Vol .415

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

原節子出演『青い山脈』ほか青春映画の名作を上映
石坂洋次郎の同名小説を映画化し、主題歌とともに大ヒットした『青い山
脈』と『続 青い山脈』、焼け跡の中を懸命に生きる不良少年と少女の純愛を
描いた戦後青春映画の代表作『純愛物語』を上映します。ロビーにて映画関
連ポスターの展示も行います。

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。また、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：往復はがきまたは応募フォームに、以下をご記入の上お申込みくださ
い。 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） ④チケット引換方法（窓口または郵送） ⑤その他：車いす席をご希
望の場合は人数、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 ※その他配慮が必要な方は併せてお知らせく
ださい。
【チケット引換え方法】〈窓口〉練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホール ※指
定の期間内にお引換えください。〈郵送〉公演当日送料100円をお支払いください。
申込先：【往復はがき】〒176-0001 練馬区練馬1-17-37 練馬区文化振興協会
「ユニコン」係 【応募フォーム】https://www.neribun.or.jp
申込期間：10月1日（火）～11月5日（火）必着 ※結果は11月下旬に通知します。
※出演者、曲目は変更になる場合があります。

大谷康子プロデュース

Nerimaユニバーサルコンサート

国籍や年齢、障害を超えて集う
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（日） 14:00開演

大谷康子（プロデュース／ヴァイオリン）、梯剛之（ピアノ）、アオバジャ
パン・インターナショナルスクール、あかねの会、ギフトミュージックカン
パニー、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
クライスラー／愛の喜び、ビゼー／「カルメン組曲」より、村井邦彦／
翼をください ほか
全席指定 無料（抽選）
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：

2020/1/18（土） ①13:00～ ②16:20～

①『青い山脈』『続 青い山脈』（1949年/90分+82分/白黒/35mm）
監督：今井正 音楽：服部良一 
出演：原節子、杉葉子、木暮実千代、池部良 ほか ※途中休憩あり
②『純愛物語』（1957年/130分/カラー/35mm） 監督：今井正 
音楽：大木正夫 出演：江原真二郎、中原ひとみ、岡田英次 ほか　
全席指定 1,000円（１日券・３本立て）

作品：

料金：

練馬文化センター 小ホール

New!

割 引 小学生

『青い山脈』

『純愛物語』『純愛物語』

0歳以上

New!

無 料



割 引 小学生

特技の「百面相」と豊かな表現力で、観客を笑いに引き込む柳家甚語楼、明るく陽気に高座をつとめる春風亭一蔵、異色
の姉妹漫才ニックスのエミ・トモが登場し、個性豊かな面々が新年の門出を彩ります。
ゆめりあ寄席で笑い初めはいかがですか？

第14回ゆめりあ若手寄席 ～大泉新春落語会2020～
2020/1/13（月・祝） 14：00開演

出演：
料金：

大泉学園ゆめりあホール

2020年新春！めでたい初笑いは大泉学園で！

柳家甚語楼（真打）、春風亭一蔵（二ツ目）、ニックス（漫才）
全席指定 1,500円　

New!

10月15日（火）10:00～ 販売開始

今年度、練馬をぐるっと巡るアーティストは、ＣＭ音楽制作から教育現場まで多方面で活躍するシーナアキコ。
今回は、振付師のいずみれいなと共演する「からだリズムパーティー」！ 手あそびしながら、音楽で遊ぼう。

親子で楽しむミュージックキャラバン in 土支田
10/2（水） 11：00開演

出演：
料金：

土支田児童館（練馬区土支田2-32-8）

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

シーナアキコ（マリンバ、ガラクタ演奏家） 、いずみれいな（振付師、手あそび作家、ダンスパフォーマー）
入場無料（申込不要・先着40組80名程度） ※10:20より整理券を配布します。

料金：自由入場 無料（申込不要）

New!

割 引 小学生

練馬交響楽団の団員が様々な楽器や編成のアンサンブルで出演します。演奏者の息づかいまで伝わる室内楽ならではの
雰囲気を思う存分お楽しみください。どこかで聴いたことのあるあのメロディーに出会えるかもしれません。

練馬交響楽団アンサンブル Vol.18 ～室内楽の楽しみ～
12/1（日） 14：00開演

出演：練馬交響楽団団員 
曲目：ドヴォルザーク／ピアノ三重奏曲第４番、スメタナ／弦楽四重奏曲「わが生涯より」 

※曲目は変更になる場合があります。 
料金：全席指定 700円

大泉学園ゆめりあホール

練馬交響楽団団員による多彩な室内楽コンサート

New!

10月2日（水）10:00～ 販売開始

小学生

過去にはカラヤンや小澤征爾も指揮し、ヨーロッパ公演でも絶賛を博している実力派。14回目となる来春も有名ソリスト
との共演による喜歌劇「こうもり」のほか、オリンピックイヤーに因んで古関裕而の「オリンピック行進曲」「スポーツ
ショー行進曲」を演奏します。ウィーンの粋を集めた喜歌劇とオーケストラ独特のマーチの魅力をご堪能ください。

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2020
2020/1/18（土） 17：00開演

出演：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）、浪川佳代（ソプラノ）、吉川健一（バリトン） 
曲目：ヨハン・シュトラウス2世／喜歌劇「こうもり」より抜粋、古関裕而／「オリンピック行進曲」「スポーツショー行進曲」 

ほか ※曲目は変更になる場合があります。 
料金：全席指定 指定席Ａ（1階、2階前方）3,500円 指定席Ｂ（2階後方）2,500円 
主催・申込・問合せ：練馬稲門会 ☎070-3526-4179 FAX03-4243-2759 nycneritou@waseda-info.com
後援：練馬区、早稲田大学校友会 

練馬文化センター 大ホール

107年の伝統を誇る早稲田大学交響楽団（通称：ワセオケ）による恒例の新春公演

New!

10月15日（火）10:00～ 販売開始

※主に0歳～3歳を対象としたプログラムです。 ※定員になり次第、入場をお断りする場合があります。
※車での来場はご遠慮ください。

シーナアキコ

春風亭一蔵 柳家甚語楼 ニックスニックス

いずみれいな

まちなかコンサートVol.33 in 美術の森緑地
10/5（土） 11：00開演

出演：
曲目：

練馬区立美術の森緑地
（練馬区貫井1-36-26 練馬区立美術館横）

気軽に本格的な音楽を楽しめる「まちなかコンサート」の10月の予定です。

平田侑（エレクトーン）、荒木玉緒（ユーフォニアム）
サン＝サーンス／動物の謝肉祭より「ライオンの大行進」、ガーシュウィン・メドレー ほか

まちなかコンサートVol.34 in 光が丘
10/26（土） 15：00開演

出演：
曲目：

光が丘ＩＭＡ南館２Ｆイベントスペース
（練馬区光が丘3-9-2）

中川幸恵（電子ピアノ）、柳原有弥（ヴァイオリン）、米重美文子（パーカッション）
モンティ／チャールダーシュ、葉加瀬太郎／情熱大陸 ほか

New!

※車での来場はご遠慮ください。  ※出演者、曲目は変更になる場合があります。 ※雨天中止

高橋維高橋維 浪川佳代 吉川健一吉川健一

無 料0歳以上

無 料0歳以上



第274回 アトリウムミニステージ

10/16（水） 12 :15開演 練馬区役所１階アトリウム

佐渡建洋（ピアノ）
ベートーヴェン／ピアノソナタ 第14番 嬰ハ短調 Op.27-2 「月光」、
ショパン／ポロネーズ 第6番 変イ長調 Op.53 「英雄」 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
今回はピアノの演奏です

無 料0歳以上

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席予定枚数終了
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

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業

朗読×オペラ 出雲の阿国異聞―かるめ

カルメンが日本の戦国時代を駆け抜ける！オペラと朗読劇のコラボ

12/5（木） ①13:00 ②18:00開演
12/6（金） 13:00開演

大泉学園
ゆめりあホール

WATER FLOW
全席自由 3,500円 シニアペアチケット 6,000円
（※どちらかお一人65歳以上） 練馬区文化振興協
会友の会会員 早割（10月末日まで10％引）

WATER FLOW藤田 ☎080-5083-8668  
key0707@ab.auone.net.jp

出演：
料金：

主催・申込・問合せ：

第34回練馬区新人演奏会

白熱のオーディションで選ばれた4人の新進演奏家と
東京フィルハーモニー交響楽団による熱い共演！

12/4（水） 18：30開演 練馬文化センター 小ホール

岩倉宗二郎（トロンボーン）、小西光太（トロンボー
ン）、和田華音（ピアノ）、佐藤陽十（ピアノ）、上野正
博（指揮）、東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
ヨルゲンセン／トロンボーンのための組曲 作品22、ラ
フマニノフ／ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18 ほか
全席自由 1,000円 

出演：

曲目：

料金：

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

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 小学生割 引 小学生

みんなであそぼ！
森と劇場のサーカスフェスタ

練馬文化センターとその周りが一日中楽しめるパフォー
マンス広場に！子どもも大人もみんなで遊ぼう！

※各プログラムの詳細についてはお問合せください。

11/4（月・休） 9:45～16:30 練馬文化センター、
平成つつじ公園

チクリーノ・フレディーノ（パントマイム）、沢入国際
サーカス学校、チリンとドロン（うた、コントラバ
ス）、ムンドノーボぽこブヨ～ダン ほか
無料～500円（プログラムによる）

出演：

料金：

フレッシュ名曲コンサート

「ショパン＆ムソルグスキー」
2020/3/8（日） 15:00開演 練馬文化センター 大ホール

広上淳一（指揮）、野上真梨子（ピアノ）、
東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
ショパン／ピアノ協奏曲第1番 ホ短調
ムソルグスキー ラヴェル編曲／展覧会の絵
全席指定 Ｓ席3,800円 Ａ席3,000円 
公益財団法人 東京都歴史文化財団（東京文化会館）
東京オーケストラ事業共同組合

出演：

曲目：

料金：
共催：
協力：

小学生

New!

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

往復はがきまたは応募フォームで ①演奏会名 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） ④代表者の勤務先・在学先（区外在住の方のみ）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 
申込締切：10月16日（水）必着 ※結果は10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 「イリヤ・イーティン ピアノ・リサイタル」
11/27（水） 18：30開演 武蔵野音楽大学ベートーヴェンホール（練馬区羽沢1-13-1）

抽選で120名の区内在住・在勤（在学）の方を特別価格で優待します。
出演：イリヤ・イーティン（ピアノ） 曲目：メトネル/忘れられた調べ 第１集 Op.38、プロコフィエフ/ピアノ・ソナタ 第６番 イ長調 Op.82 ※曲目は変
更になる場合があります。 料金：優待料金 全席自由 500円（※一般料金1,000円）

学生券割 引 小学生

最優秀賞：ピアノ部門
和田華音

最優秀賞：金管楽器部門
岩倉宗二郎（トロンボーン）

優秀賞：ピアノ部門
佐藤陽十

優秀賞：金管楽器部門
小西光太（トロンボーン）

募 集

割 引 小学生

©Greg Sailor.

©井村重人

令和2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の
コンサートを開催しています。令和２年度の出演者を募集します。
開催日時：毎月第3水曜日 12：15～12：45（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（火）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 ※詳細は申込書をご覧ください。

©YoshinobuFukaya
auraY2

©YoshinobuFukaya
auraY2

©上野隆文

0歳以上

学生券

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

出演者募集！区民参加劇「マイライフ・マイステージ」 参加申込は10月31日（木）まで！詳細は練馬区文化振興協会HPをご覧ください。募 集



練馬文化センター イベントスケジュール 10・11月 大ホール 小ホール ギャラリー大 ギ小
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大

大

大

大

大

大

大

1 0 月

1日（火） 14:00～16:00 
全席指定 5,800円
【問】サンライズプロモーション東京　☎ 0570-00-3337

フォレスタコンサートin練馬10/1
TUE

大

1 1 月

2日（土） 16：30～19：30 
全席指定 前3,000円 当3,500円
【問】河田　☎ 080-6726-5796

カプアヘイラニダンススタジオ
第12回ホイケ フラ＆タヒチアンショー11/ 2

SAT

2日（土） 13：30～15：30 
自由入場 無料
【問】栗田　☎ 090-1111-1359

第5回ブラス・ママント！ファミリーコンサート11/ 2
SAT

2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11/ 2
SAT

大
3日（日・祝） 18：30～20：30 
全席自由 1,000円
【問】G-Splash　☎ 070-3666-5444

上智大学ダンスサークルG-Splash25th公演
「EVERGREEN」11/ 3

SUN

3日（日・祝） 13：00～16：00 
自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

第64回区民文化祭「太鼓フェスティバル」11/ 3
SUN

大

大

4日（月・休） 11：30～12：35／15：00～16：05 
全席指定 大人2,900円 小学生以下2,500円
【問】エバリーチケット　info＠everly.jp

エバリークリスマスコンサート2019 in 練馬11/ 4
MON

4日（月・休） 13：30～15：00 
全席指定 500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

みんなであそぼ！森と劇場のサーカスフェスタ
（劇場ステージのパントマイム・サーカスショー）11/ 4

MON

8日（金） 19：00～21：00 
全席自由 前3,000円 当3,500円 小学生以下500円
【問】株式会社ビーグル　☎ 050-3754-2615

谷修ワンマンコンサート201911/ 8
FRI

大
9日（土） 11：00～12：40／14：00～15：40 
全席指定 前1,300円 当1,500円
【問】劇団銀河鉄道　☎ 03-5684-3320

劇団銀河鉄道ファミリーミュージカル11/ 9
SAT

大
10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64回区民文化祭「洋舞フェスティバル」11/10
SUN

10日（日） 11：00～17：00 
自由入場 無料
【問】生涯学習センター　☎ 03-3991-1667

第64回区民文化祭「日本舞踊の会」11/10
SUN

13日（水）～17日（日）
自由入場 無料
【問】道中展事務局　☎ 03-3992-7492

道中展

大
14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
「笑いは健康長寿の入口」11/14

THU

大
11日（月） 11：00～12：30／13：30～16：45 
自由入場 無料
【問】全日練馬支部　☎ 03-5912-0733

公益社団法人不動産保証協会
第４地区協議会法定研修会11/11

MON

大
15日（金） 10：10～15：40 
自由入場 無料
【問】大泉中学校 村上　☎ 03-3924-1003

練馬区立中学校特別支援学級設置校　
第24回八校合同文化発表会11/15

FRI

15日（金） 14：00～16：00 
全席指定 4,500円
【問】コンサート事務局　☎ 03-3402-2171

ボニージャックスコンサート～昭和歌暦～11/15
FRI

大
16日（土） 14：00～15：40 
全席指定 ＳＳ4,500円 Ｓ4,000円
【問】東京第一友の会　☎ 03-3971-9602

東京第一友の会 2019オータムコンサート　
林美智子リサイタル11/16

SAT

16日（土） 
11：00～12：20／13：40～15：00／16：20～18：20 
無料（要事前申込）
【問】観光・アニメ係　☎ 03-5984-1032

練馬アニメカーニバル2019
11/16
SAT

大

大

17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70回定期演奏会11/17
SUN

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

あかねの会
第22回心の鐘コンサートギャラリー11/20

WED

大

大

21日（木） 14：30～17：30 
全席指定 前2,500円 当3,000円
【問】HBBC実行委員会　☎ 03-3202-5369

10周年記念 ハーモニカ 
ビッグ バンド コンサート 201911/21

THU

22日（金） 17：00～20：20 
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48回ピアノコンサート11/22

FRI

22日（金）～25日（月）
自由入場 無料
【問】押花絵花・五色会　☎ 03-3926-6491

押し花絵画展 花・五色会

大
24日（日） 11：00～18：00 
自由入場 無料
【問】伊村　☎ 03-3990-8643

第42回東京都高等学校文化祭
郷土芸能部門第28回中央大会発表会11/24

SUN

大
25日（月） 19：00～21：00 
全席指定 Ｓ席3,700円 Ａ席3,300円
【問】夢空間　☎ 03-5785-0380

柳家三三・春風亭一之輔 ニ人会11/25
MON

大
26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31回ウインドオーケストラ定期演奏会11/26

TUE

30日（土） 10：00～11：30 
全席自由 900円
【問】（株）エムアイ企画　☎ 03-6383-4451

親子まんが映画会11/30
SAT

5日（土） 13：30～15：30 
全席自由 前500円 当1,000円
【問】堀内　☎ 080-9982-4918

東京外国語大学管弦楽団 
第98回定期演奏会10/5

SAT

5日（土）～6日（日）
自由入場 無料
【問】おとなのAula　☎ 090-4739-5369

第18回おとなのAula生徒作品展

6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64回区民文化祭「民謡大会」10/6
SUN

10日（木） 11：00～13：00 
自由入場 無料
【問】シルバーヴィラ向山　☎ 03-3999-5416

第20回（2019）
シルバーフェスタ オン ステージ10/10

THU

小

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

ザ・ニュースペーパーLIVE201910/11
FRI

小

11日（金）～15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

13日（日） 13：30～16：00 
全席自由 前900円 当1,000円
【問】オータムリーフ管弦楽団　alo_info@autumn-leaf.org

オータムリーフ管弦楽団第14回定期演奏会13
SUN

13日（日） 14：00～16：00 
無料（要整理券）
【問】陸唱会　☎ 090-7704-7991

混声合唱団陸唱会20周年記念演奏会13
SUN

小

14日（月・祝） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】チャオズ末永　☎ 090-9008-7723

チャオズウインドアンサンブル
第三回定期演奏会14

MON

14日（月・祝） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】メルフィル事務局　mercredi_phil2306@hotmail.co.jp

メルクルディ・フィルハーモニー管弦楽団
第12回定期演奏会14

MON

小

15日（火） 14：00～16：30／18：30～21：00 
全席自由 前1,000円 当1,200円 他
【問】ねりま九条の会　☎ 03-3921-8023

ねりま九条の会 15周年記念集会15
TUE

小

18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143回練馬区民寄席
～一朝・一之輔・馬玉～18

FRI

小

18日（金）～21日（月）
自由入場 無料
【問】むさしの水墨画会　☎ 03-3938-1725

むさしの水墨画会展

19日（土） 14:00～15：30 
全席指定 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
クララ・シューマンと仲間たち19

SAT

小

20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64回区民文化祭「合唱祭」20
SUN

20日（日） 14：00～15：30 
自由入場 無料
【問】マグオケ広報　☎ 090-4956-7859

マグノリアオーケストラ第16回定期演奏会20
SUN

小

21日（月） 19：00～21：00 
全席自由 一般前3,000円 当3,500円 
学生前1,500円 当2,000円 他
【問】ぴとれ座事務局　☎ 080-4931-4058

おーけすとら・ぴとれ座第6回音楽会
21
MON

小

22日（火・祝）
自由入場 無料
【問】マムズハート　☎ 080-6659-3987

針と糸であそぶ展22
TUE

小

小

小

22日（金） 18：30～20：30 
全席指定 7,300円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

財津和夫コンサート2019 with 姫野達也11/22
FRI

小

26日（土） 15:00～17:00 
全席指定 S席4,500円 A席完売
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

「ドラゴンクエスト」
ウインドオーケストラコンサート　26

SAT

27日（日） 11：30～16：30 
自由入場 無料
【問】合奏連盟事務局　☎ 03-3761-6719

第31回日本ギター合奏フェスティバル27
SUN

小

小

小

小

5日（火） 18：30～21：50 
全席指定 S16,000円 A13,000円 
B10,000円 C予定枚数終了
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

トリエステ・ヴェルディ歌劇場 オペラ「椿姫」
　11/ 5

TUE

小

小

12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85周年記念
指笛コンサート10/12

SAT

小

小
8日（火） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】石神井警察署　☎ 03-3904-0110（内線2612）

令和元年全国地域安全運動
「練馬区民のつどい」10/8

TUE

ギ

10/

10/

10/

10/

10/

10/

10/

10/

10/

10/

10/

10/

10/

10/

18
10/21
FRI

MON

ギ

ギ

20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22回心の鐘コンサート11/20
WED

ギ

ギ

11/13
11/17
WED

SUN

ギ

11/22
11/25
FRI

MON

ギ

10/5
10/6
SAT

SUN

ギ

10/11
10/15
FRI

TUE

完売御礼

完売御礼
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※こちらに掲載した情報は令和元年9月16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

窓 口

窓 口

第27回 写団『すずしろ』写真展
3日（木）～9日（水）
自由入場 無料
【問】平本　☎ 090-2622-8760

リングラツィオ＆フィガロ オータムコンサート
4日（金） 18：30～21：00 
全席自由 1,000円
【問】三村　☎ 090-1045-3952

ホ

10/4
FRI

アルゼンチンからの風
～小川紀美代バンドネオン演奏会
5日（土） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】加藤　☎ 090-4591-6707

ホ

10/5
SAT

リトル コンサート
6日（日） 14：00～16：20 
自由入場 無料
【問】リトルコンサート　☎ 080-1040-6166

ホ

10/6
SUN

アール・リリック '19
6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

10/6
SUN

第10回 ユキ ブーケ・ド・シャンテコンサート
9日（水） 14：00～16：30 
自由入場 無料（当日券配布）
【問】沢木　☎ 090-6159-7799

ホ

10/9
WED

NU-CLASSICS 定期コンサートVol.3
9日（水） 19：00～21；30 
全席自由 一般2,500円 学生1,500円
【問】市山　☎ 042-422-2510

ホ

10/9
WED

第10回大人のための音楽会
14日（月・祝） 13：00～16：30 
自由入場 無料
【問】根本音楽教室　☎ 090-6107-3293

ホ

10/14
MON

御楽会  
La nostra disfida Vol．16
12日（土） 17：30～20：45 
全席自由 800円
【問】服部　☎ 090-4144-8697

ホ

10/12
SAT

アンサンブル21 第4回演奏会 
The 20th Anniversary Concert
17日（木） 14：00～16：00 
全席自由 1,000円
【問】鬼頭　☎ 080-6808-5098

ホ

10/17
THU

相澤勵バリトン・リサイタル Vol.9
17日（木） 19：00～21：00 
全席自由 1,000円
【問】事務局　☎ 03-5241-1237

ホ

10/17
THU

第6回ベビーカーコンサートin練馬
～泣いても、ぐずっても大丈夫！～
20日（日） 10：50～11：30 
全席自由 大人1,000円 子ども500円（要予約）
【問】おたから音楽会　☎ 080-5037-7177

ホ

10/20
SUN

ねりまだいこん。チャリティーライブ2019
20日（日） 16：00～18：00 
全席自由 大人前2,000円 18歳以下前1,000円 他
【問】高城　☎ 090-1851-6657

ホ

10/20
SUN

音夢の会
21日（月） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】長谷川　☎ 090-9641-3942

ホ

10/21
MON

武満徹の音楽
24日（木） 19：00～21：00 
全席自由 3,000円
【問】小泉　☎ 090-8944-4727

ホ

10/24
THU

ペルテ混声合唱団 第1回定期演奏会
26日（土） 13：30～15：30 
全席自由 2,000円
【問】石塚声楽研究会　☎ 090-1303-0451

ホ

10/26
SAT

演奏家集団「石塚組」定例演奏会
26日（土） 19：00～20：30 
全席自由 3,000円 
【問】石塚声楽研究会　☎ 090-1303-0451

ホ

10/26
SAT

吉原りえ フルートリサイタル Vol.13
25日（金） 19：00～21：00 
全席自由 一般前3,500円 学生前2,500円 他
【問】ふんわり音空間　fueneko5656@gmail.com

ホ

10/25
FRI

心つなげて絵手紙展
26日（土）～27日（日）
自由入場 無料
【問】宮前　☎ 03-6760-9446

クオーレ アンサンブル第3回演奏会
31日（木） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】長谷川　☎ 080-3456-6037

ホ

10/31
THU

ナイトオカリナアンサンブル コンサート2019
29日（火） 13：30～16：30 
全席自由 一般2,000円 小学生以下500円 他　
【問】（株）大塚楽器製作所　☎ 03-3893-8422

ホ

10/29
TUE

2019 第16回 ロトンヌ絵画展
16日（水）～20日（日）
自由入場 無料
【問】ロトンヌナカダイ　☎ 090-9957-0373

1 0 月
10/3
10/9
THU

WED
ギ

柴田崇考ピアノリサイタル
1日（金） 19：00～21：00 
全席自由 一般2,000円 学生1,000円
【問】柴田　☎ 080-3587-2852

ホ

11/1
FRI

うたの泉会 童謡・愛唱歌を歌う会 
第7回発表会
14日（木） 14：00～16：00 
全席自由 200円
【問】テンドウ　☎ 03-5393-6345

ホ

11/14
THU

中野夏実ヴァイオリンリサイタル
15日（金） 19：00～20：40 
全席自由 2,000円
【問】中野　☎ 080-5881-8799

ホ

11/15
FRI

ツリーハウスに集う人々のコンサート
16日（土） 13：30～16：30 
全席自由 1,000円
【問】いとう　☎ 04-2950-7211

ホ

11/16
SAT

CANTIAMO
16日（土） 19：00～21：00 
自由入場 無料
【問】市原　☎ 03-3997-7826

ホ

11/16
SAT

根來加奈声楽研究所 門下生発表会
17日（日） 14：00～16：30 
自由入場 無料
【問】根來　☎ 03-3825-8646

ホ

11/17
SUN

犬飼まおピアノリサイタル
18日（月） 18：30～20：30 
全席自由 2,000円
【問】犬飼　maoinukai.piano@gmail.com

ホ

11/18
MON

第13回 水耀会 演奏会
21日（木） 17：30～20：00 
自由入場 無料（要整理券）
【問】吉田　☎ 03-3995-9246

ホ

11/21
THU

歌声喫茶ともしび in 大泉学園
21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

11/21
THU

中越三喜子ソプラノリサイタル
22日（金） 13：30～15：30 
全席自由 4,000円
【問】中越　☎ 090-2529-2680

ホ

11/22
FRI

喜久洲の会・山條会 勉強会
27日（水） 11：30～15：00 
自由入場 無料
【問】倉繁　☎ 070-5022-7840

ホ

11/27
WED

武田真理門下生ピアノ発表会
28日（木） 10：30～19：00 
自由入場 無料
【問】池田　☎ 080-8822-3747

ホ

11/28
THU

コーロ フリージア 
10ｔｈアニバーサリー コンサート
29日（金） 14：00～16：00 
自由入場 無料（要整理券）
【問】小泉　☎ 042-451-4655

ホ

11/29
FRI

奈良原弘美ピアノ・リサイタル
30日（土） 14：00～15：45 
全席自由 一般3,000円 学生1,000円 他
【問】後援会事務局　☎ 090-2442-2850

ホ

11/30
SAT

MusicLaboratory～おとらぼ～
『おとらぼ秋のアニメまつり2019』
30日（土） 19：10～21：00 
自由入場 無料
【問】楽団携帯　☎ 080-5936-0100

ホ

11/30
SAT

純正律合唱倶楽部 第3回演奏会
3日（日・祝） 14：00～16：00 
全席自由 1,000円
【問】清水　☎ 090-6167-8297

ホ

11/3
SUN

第23回 関口智子ヴァイオリンリサイタル
3日（日・祝） 18：45～21：30 
全席自由 5,000円
【問】セキグチ　☎ 090-2639-5077

ホ

11/3
SUN

とんぼ合奏団第一回演奏会
4日（月・休） 19：30～21：00 
全席自由 500円
【問】相原　☎ 080-1276-2662

ホ

11/4
SUN

おとなの文化祭 Lady Day につどう
素敵な仲間たち
7日（木） 18：30～21：15 
全席自由 2,500円
【問】レディ デイ　☎ 03-3998-0660

ホ

11/7
THU

令和元年分 年末調整等説明会
8日（金） 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
FRI

所沢バッハ・アカデミー 秋の声楽コンサート
8日（金） 19：00～21：20 
全席自由 1,000円
【問】牧野　☎ 090-1110-3585

ホ

11/8
FRI

第20回いっぽの会絵画展
8日（金）～10日（日）
自由入場 無料
【問】福嶋　☎ 03-3999-1346

第60回ワンコイン・コンサート
9日（土） ①13：30～14：10 ②16：00～17：00 
全席指定 500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

11/9
SAT

ルナ憲一コンサート 
～今宵感動のステージを～
11日（月） 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

11/11
MON

防火のつどい
12日（火） 13：00～16：00 
自由入場 無料
【問】石神井消防署　☎ 03-3995-0119

ホ

11/12
TUE

”シャンソンを歌おう”　
選抜「大人のシャンソン会」秋のコンサート
12日（火） 19：00～20：40 
全席自由 500円
【問】大人のシャンソン会　☎ 03-3996-3264

ホ

11/12
TUE

むらさき会 第四回「踊りと歌の発表会」
13日（水） 11：00～16：00 
自由入場 無料
【問】花柳寿紫月　☎ 090-4711-7280

ホ

11/13
WED

西武学園文理中学校
適性検査型入試ナイト説明会
13日（水） 19：30～21：00 
自由入場 無料（要予約）
【問】入試広報　☎ 04-2954-4080

ホ

11/13
WED

オカリナの集い・練馬会発表会
2日（土） 13：30～16：00 
自由入場 無料
【問】田中　☎ 090-5404-0410

こどもアトリエ・フェスタ
2日（土）～4日（月・休）
自由入場 無料
【問】こどもアトリエ　☎ 03-3921-1588

ホ

11/2
SAT

1 1 月

11/2
11/4
SAT
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ギ

11/8
11/10
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ギ
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10/27
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SUN
ギ

完売御礼



～ 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

“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＞

フレッシュ名曲コンサート

2020.1.18（土） 14：00
保谷こもれびホール メインホール

J.シュトラウスⅡ：オペレッタ『こうもり』より “侯爵様、あなたのようなお方は”
オペレッタ『ジプシー男爵』より 第2幕入場行進曲
ワルツ「春の声」、ワルツ「美しく青きドナウ」  ほか

【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

全席指定 一般3,800円 友の会3,500円 大学生以下2,000円 小・中学生1,000円　
予約：☎042-421-2323（9：00～17：00） ※未就学児入場不可

こもれびニューイヤー・コンサート2020

今井実希（ソプラノ）大井剛史（指揮）
©K.Miura©K.Miura

©N.Ikegami©N.Ikegami東京交響楽団（管弦楽）東京交響楽団（管弦楽）

2 0 1 9 .10 / Vo l . 415

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10月発行／通巻第415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
■ カンフェティ 0120-240-540 https://www.confetti-web.com/

予約・お問い合わせ：夢空間 03-5785-0380（平日10時～18時） http://yume-kukan.net
東京芸術劇場 シアターウエスト「池袋駅」西口徒歩2分

パーラーまろはちふく

林家たけ平
「のびろ！！たけ平」

「
小
間
物
屋
政
談
」 他

独演会 その１３節
ふし

林家きく麿・瀧川鯉八・玉川太福 三人会

開場18:30 
開演19:00

全席指定 3,000円［Pコード：496-642］［Lコード：32255］

全席指定 3,000円［Pコード：496-638］［Lコード：31949］

玉川みね子（曲師）

Vol.2

開場 12：30
開演 13：00

好評
発売中

好評
発売中

2019年

11月18日（月）

開場18:30 開演19:00

2019年11月19日（火）

瀧
川
鯉
八

林
家
き
く
麿

玉
川
太
福
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