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生誕100周年 アート・ブレイキー
のすべて ～小林陽一＆スペシャルJJM～

11月12日（火）10:00～ 販売開始
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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

活弁と生演奏で味わう江戸ゆかりの名作！
12月公開の映画『カツベン！』（周防正行監督）に出演する活動写真弁士・片
岡一郎と楽団による語りと演奏で、現存する日本最古のアニメーション映画
『なまくら刀』、日本初の映画スター・尾上松之助出演の忍術映画『豪傑児雷
也』、時代劇スター・大河内傳次郎が鼠小僧を演じる『御誂治郎吉格子』を
お届けします。

2020/2 /16（日） 14:00開演

片岡一郎（活動写真弁士）、上屋安由美（ピアノ）、宮澤やすみ（三味
線）、田中まさよし（太鼓・パーカッション）
『なまくら刀』（1917年／4分／監督：寺内純一）、『豪傑児雷也』（1921
年／19分／監督：牧野省三 出演：尾上松之助） 、『御誂治郎吉格子』
（1931年／61分／監督：伊藤大輔 出演：大河内傳次郎、伏見直江）
全席指定 2,000円

出 演：

上映作品：

料 金：

大泉学園ゆめりあホール

New!

割 引 小学生11月28日（木）10:00～ 予約受付開始

アート・ブレイキー生誕100周年を記念してお贈りす
る、瀬川昌久プロデュース第13弾！
アート・ブレイキーの弟子たちと演奏するなど、彼のスピリットを継承する小
林陽一（ドラム）がスペシャルJJM（ジャパニーズジャズメッセンジャーズ）を
率い、モダン・ジャズの名曲をお届けします。

2020/2 /11（火・祝） 15:00開演

小林陽一＆スペシャルJJM（ジャパニーズジャズメッセンジャーズ）、
瀬川昌久（企画・解説）
モーニン、チュニジアの夜、Niagara Shuffle ほか
全席指定 3,000円

出演：

曲目：
料金：

練馬文化センター 小ホール

New!

割 引 小学生優 先

『御誂治郎吉格子』
マツダ映画社所蔵
『御誂治郎吉格子』
マツダ映画社所蔵片岡一郎Photo by Eisuke Watanabe

『豪傑児雷也』
マツダ映画社所蔵

『なまくら刀』
国立映画アーカイブ所蔵

『豪傑児雷也』
マツダ映画社所蔵

『なまくら刀』
国立映画アーカイブ所蔵



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、良原りえと共演する「トイ楽器パーティー」！ トイ楽器をたくさん使うカラフルな音色をお楽しみください！

親子で楽しむミュージックキャラバン in 北町
11/19（火） 11：00開演

出演：
料金：

北町地区区民館（練馬区北町2-26-1）

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） 、良原りえ（アコーディオン、トイピアノ、トイ楽器）
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。

New!

※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。

※公演当日の混雑状況により開場時間を早める場合があります。

シーナアキコ良原りえ
無 料0歳以上

①0歳からのわいわいワンコイン・コンサート「ムズリズム～ムズかしいけどたのしいリズムの世界♪～」（40分）
②自分にごほうびワンコイン・コンサート「ダンスのリズムは永遠なり」（60分）

第61回ワンコイン・コンサート　
2020/3/7（土） ①13：30 ②16：00開演

出演：
曲目：

料金：

大泉学園ゆめりあホール

Chemin de Neige＜平田侑（ピアノ）、髙橋由起（フルート）＞
①チャイコフスキー/《くるみ割り人形》より あし笛の踊り、ピアソラ/リベルタンゴ、わらべうた「まわせまわせ」 ほか
②J.S.バッハ/《管弦楽組曲第２番》より 第５番「ポロネーズ」 第７番「バディネリ」、ピアソラ/タンゴの歴史 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

New!

無 料0歳以上0歳以上

ラテンアメリカの民族楽器パラグアイ・ハープ（アルパ）とアンデスの笛ケーナ、ギターと美しく響きわたるソプラノで、日
本の名歌を奏でます。ラテン、日本、クラシックの3つの異文化音楽がクロスオーバーしながら、明治以後の日本の歌の
ルーツと歴史を旅します。

練馬区演奏家協会コンサート
ソプラノ、ケーナ、アルパ、ギターによる 「美しい日本の旋律と言葉」

2020/2 /14（金） 19：00開演

出演：
曲目：
料金：

大泉学園ゆめりあホール

日本の名曲を民族楽器と共にお届けします

大前恵子（ソプラノ）、八木倫明（ケーナ）、高橋咲子（アルパ）、清永充美（ギター）
成田為三／浜辺の歌、武満徹／小さな空、越谷達之助／初恋、スコットランド民謡（やぎりん訳詞）／広い河の岸辺  ほか
全席指定 1,000円

New!

清永充美八木倫明

高橋咲子高橋咲子大前恵子

福祉施設や病院等で行われる催しに無料で演奏家の派遣または映画上映をします。演奏家等派遣事業（令和２年度前期）募 集
対象：令和２年４月１日～令和２年９月30日に練馬区内の福祉施設や病院などで行うイベント　申込方法：練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホール、練馬区文化振
興協会HPで配布する要領をご確認の上、所定の申込書を持参または郵送ください。　締切：11月25日（月）必着　問合せ：練馬区文化振興協会 ☎ 03-3993-3311

2020/1/25（土） 13：30  1/26（日） 10：00開演 練馬文化センター 大ホール

第7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 2020

これが新しい吹奏楽 SWING BRASS！
予選を勝ち抜いた全国の実力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。

同時開催！ SWING BRASS スペシャルコンサート

全席自由 各日2,000円
（一社）日本ジャズ協会21 
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

1月25日（土） 13:30開演 ソロ・アドリブ部門・団体部門　1月26日（日） 10:00開演 団体部門
料金：
共催：
後援：

【団体部門】府中第四小学校、横浜市立中山中学校、浜松聖星高校、神
奈川県立生田東高校、静岡雙葉中・高校、埼玉県立三郷北高校、聖和学
園高等学校、千葉県立成田国際高等学校、入間グリーンティウインド
オーケストラ、Music Laboratory～おとらぼ～、八甲田吹奏楽団、府中第
四小学校OB・OGバンド ※出演団体は変更になる場合があります。

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、府中第四小学校、聖和学園高等学校 ほか
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。
※1/25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。

1月25日（土） 17:30開演
出演：
料金：

11月8日（金）10:00～ 販売開始

11月6日（水）10:00～ 販売開始 

11月7日（木）10:00～ 販売開始

割  引 小学生

割  引 小学生

割  引 小学生

割  引0歳以上割  引 小学生

スインギー奥田

New!

① ②

2020年、世界中から日本に多くの人が集まるこの年にピッタリのラインナップ、世界中の音楽をギュギュッと2時間に詰
め込みました。日本はもちろん、アメリカ、アフリカ、ヨーロッパなど、国際色豊かな曲に心躍ること間違いなし！オリン
ピックより一足先に練馬交響楽団ミュージック・サミットで盛り上がりませんか？

練馬交響楽団ミュージック・サミットWelcome to NERIMA
2020/3/15（日） 14：00開演

出演：
曲目：
料金：

練馬文化センター 大ホール

米津俊広（指揮）、練馬交響楽団（管弦楽）
マルケス／ダンソン第２番、ドビュッシー／3つの交響的素描「海」、チャイコフスキー／組曲「くるみ割り人形」 ほか
全席自由 1,000円

New!

11月15日（金） 10:00～ 販売開始



第275回 アトリウムミニステージ

11/20（水） 12 :15開演 練馬区役所１階アトリウム

ルポトリオ＜柴田奈穂（ヴァイオリン）、熊坂路得
子（アコーディオン）、西村直樹（コントラバス）＞
ピアソラ／リベルタンゴ、「ニュー・シネマ・パラダイ
ス」より テーマ曲メドレー 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

無 料0歳以上

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 
※学生券あり

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

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業
琉球國祭り太鼓東京支部 東日本大
震災チャリティー公演 燦～Sun～

沖縄の創作エイサー団体による、
東日本大震災チャリティー公演

主催・申込・問合せ：琉球國祭り太鼓 東京支部HP
http://mdtokyo.net/ ☎050-5360-1223　

2020/1/13（月・祝） 18：00開演 練馬文化センター 大ホール

琉球國祭り太鼓 東京支部
全席自由 2,300円（当日2,500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：

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業
♪天使からの贈り物♫ 
～クリスマス・コンサート～

赤ちゃんから大人まで、気軽に楽しむクリスマス特別コンサート
12/14（土） 19：00開演 大泉学園ゆめりあホール

郷古麻記子（ソプラノ）、横山歩（ピアノ）、
ゲスト：長岡晴子（ヘルマンハープ・アンサンブル）
J.S .バッハ／主よ人の望みの喜びよ、アダム／
オー・ホーリー・ナイト ほか
全席自由 大人1,000円（当日1,200円）、子ども
500円（当日600円） ※1歳以下ひざ上無料（座席
が必要な場合は有料）

出演：

曲目：

料金：

割 引

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～

原節子出演『青い山脈』ほか青春映画の名作を上映

2020/1/18（土） ①13:00～ ②16:20～ 練馬文化センター 小ホール

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：
割 引 小学生

第14回ゆめりあ若手寄席 
～大泉新春落語会2020～

2020年新春！めでたい初笑いは大泉学園で！

2020/1/13（月・祝） 14：00開演 大泉学園ゆめりあホール

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　

出演：

料金：

割 引 小学生

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！

12/8（日） 14:00開演 練馬文化センター 大ホール

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 ほか
全席指定 無料（抽選） 申込締切：11月5日（火）
練馬区
　   練馬区文化振興協会

出演：

曲目：
料金：
主催：
企画制作：

練馬交響楽団アンサンブル 
Vol.18 ～室内楽の楽しみ～

練馬交響楽団団員による多彩な室内楽コンサート

12/1（日） 14：00開演 大泉学園ゆめりあホール

練馬交響楽団団員 
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。 
全席指定 700円

出演：
曲目：

料金：
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：

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

学生券

New! New!

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）

割 引 小学生

©Greg Sailor.
©YoshinobuFukaya

auraY2
©YoshinobuFukaya

auraY2

©上野隆文

0歳以上

0歳以上 2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

『青い山脈』『青い山脈』

『純愛物語』『純愛物語』

0歳以上 無 料

11月1日（金）販売開始

主催・申込・問合せ：　
 Pont de l’Avenir
（ポン・ドゥ・ラヴェニル）
 pontdelavenir@gmail.com



練馬文化センター イベントスケジュール 11・12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

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

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

1 2 月

1日（日）～7日（土）
自由入場 無料
【問】紫紅会　☎ 090-4414-8005

第33回 紫紅会展

大
2日（月） 18：30～20：30 
全席指定 Ｓ6,500円 Ａ6,000円
【問】MIN-ON　☎ 03-3226-9999

音楽大国ブラジルが生んだ実力派ヴォーカル・
グループ！オリヂナリウス コンサート12/2

MON

大
3日（火） 17：45～20：20 
全席自由 前300円 当500円
【問】立教大学応援団　☎ 03-3985-2877

立教大学体育会応援団吹奏楽部・チアリー
ディング部第49回定期演奏会12/3

TUE

4日（水） 18:30～21:00 
全席自由 1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

第34回練馬区新人演奏会12/4
WED

大
5日（木） 18：30～20：30 
指定席 S5,000円 他 自由席 B3,000円
【問】バレエ団ピッコロ　☎ 03-3972-1476

バレエ団ピッコロ第35回クリスマス公演12/5
THU

6日（金） 19：00～20：30 
全席自由 1,000円
【問】満企画　☎ 042-421-0851

東京ウエストサイド・クリスマス12/6
FRI

大
8日（日） 14:00～16:00 
全席指定 無料（抽選）
【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
SUN

8日（日） 13：30～16：00 
全席自由 5,000円
【問】瀬川流事務所　☎ 080-5377-0358

第8回瀬川流瀬川仙女リサイタル12/8
SUN

9日（月） 18：00～20：50 
自由入場 無料
【問】國井　☎ 080-5071-1692

第57回立教大学スペインギタークラブ
定期演奏会12/9

MON

10日（火） 18：00～20：00 
全席自由 3,000円
【問】ベタニアの家　☎ 03-3387-5567

ベタニアの家チャリティーコンサート12/10
TUE

大
11日（水） 13：00～15：30 
全席指定 PS9,180円 SS前7,538円 当8,640円
【問】チケットセンター　☎ 0570-064-724

夢スター歌謡祭春組対秋組歌合戦12/11
WED

11日（水）～14日（土）
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

大

14日（土） 
①13:00～15:00 ②17:00～19:00 
全席指定 5,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

東京、練馬でジェントルなLive vol.2　12/14
SAT

大
15日（日） 18：00～20：00 
自由入場 無料
【問】拓殖大学　takushoku.brass@gmail.com 

拓殖大学麗澤会総務局吹奏楽部
第53回定期演奏会12/15

SUN

ギ
15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12/15
SUN

大
17日（火） 18：00～20：00 
無料（要整理券・招待券）
【問】ブリリアントピンクス　bripin2019@gmail.com

Brilliant Pinks winter live 201912/17
TUE

17日（火） 18：30～20：30 
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50回オペラ公演12/17

TUE

20日（金） 17：30～20：30 
無料（要招待券）
【問】E&Yバレエ　☎ 080-2093-4746

3rd E&Y BALLET CONCERT12/20
FRI

大
21日（土） 18：00～19：40 
全席自由 前800円 当1,000円
【問】磯野　☎ 090-3803-7561

東京外国語大学混声合唱団コール・ソレイユ 
第45回記念定期演奏会12/21

SAT

21日（土） 15：00～16：00 
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201912/21
SAT

大
22日（日） 14:00～17:00 
全席指定 S7,500円 A5,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

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12/22

SUN

大
27日（金） 17：30～20：00 
自由入場 無料
【問】山﨑　numc48@gmail.com

日本大学マンドリンクラブ 
第60回定期演奏会12/27

FRI

27日（金） 10：30～16：30 
自由入場 無料
【問】ヤングアーチスト　young_artist@yaa.gr.jp

21stヤングアーチストフレッシュコンサート12/27
FRI

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） 12：30～16：00 
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
『ジャックと豆の木』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201911/16
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 Ｓ3,700円 Ａ3,300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

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

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

5日（火） 18：30～21：15 
全席指定 S16,000円 A13,000円 
B10,000円 C完売
【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

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

11/13
11/17
WED

SUN

ギ

12/1
12/7
SUN

SAT

ギ

11/22
11/25
FRI

MON

ギ

12/11
12/14
WED

SAT
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10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

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

窓 口

窓 口

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　☎ 080-5653-3633

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
MON

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

「大人のシャンソン会」
秋のスペシャルコンサート
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

練馬交響楽団アンサンブルVol.18
～室内楽の楽しみ～
1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

12/1
SUN

ミュージックサロンコンサート
情熱の三味線とピアノの出逢いvol．1
3日（火） 13：00～15：00 
全席自由 前3,000円 当3,500円
【問】musicsalon　☎ 090-2145-9856

ホ

12/3
TUE

朗読×オペラ 出雲の阿国異聞一かるめ
①5日（木） 13:00～15：30／18:00～20：30 
②6日（金） 13:00～15：30
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）
【問】WATER FLOW　☎ 080-5083-8668

0歳から楽しめるクリスマスコンサート
演奏付きの絵本や珍しい楽器も出てくるよ！
8日（日） ①11：30～12：30②15：00～16：00 
全席自由 中学生以上1,000円 3才～小学生500円 他
【問】ぴあのあとりえ　piano.atelier1996@gmail.com

ホ

ホ

12/8
SUN

友里倖子と音楽仲間の
ハッピークリスマス音楽祭
8日（日） 19：00～21：30 
自由入場 無料
【問】友里　☎ 090-4063-0804

ホ

12/8
SUN

Cl.三倉麻実・Vc.山﨑みのり・Pf.春原恵子に
よるトリオの調べ
10日（火） 19：00～20：50 
全席自由 一般前3,000円 学生前2,000円 他
【問】トリオ事務局　ensokai.info@gmail.com

ホ

12/10
TUE

いずみのくらいす・クリスマスコンサート
13日（金） 14：00～16：00 
全席自由 3,000円
【問】古澤　☎ 090-6505-7033

ホ

12/13
FRI

内田朋子 X’masソロコンサート
13日（金） 19：30～21：20 
全席自由 大人前2,000円 中高生前1,000円 他
【問】内田　☎ 090-1695-6814

ホ

12/13
FRI

天使からの贈り物～クリスマス・コンサート～
14日（土） 19:00～20:10 
全席自由 大人前1,000円 当1,200円 子ども前500円 当600円
【問】Pont de l'Avenir（ポン・ドゥ・ラヴェニル）　
pontdelavenir@gmail.com

ホ

12/14
SAT

色とりどりの贈りもの
～坪田昭三氏（90歳）を迎えて作品90を贈る～
23日（月） 18：30～21：00 
全席自由 5,000円
【問】山城　☎ 03-3701-9500

ホ

12/23
MON

第2回あじさいピアノ教室ピアノ発表会
21日（土） 19：00～21：00
自由入場 無料
【問】あじさいピアノ　☎ 090-6132-6549

ホ

12/21
SAT

～泣いても、ぐずっても大丈夫！～
第7・8回ベビーカーコンサートin練馬
24日（火） ①10：50～11：30②14：00～14：40 
全席自由 大人1,000円 子ども500円
【問】櫻井　☎ 080-5037-7177

ホ

12/24
TUE

佐々木理子ゆめりあコンサート
2019クリスマス
24日（火） 19：00～20：00 
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】リコミュージック　☎ 090-9806-0792

ホ

12/24
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

12/25
WED

1 2 月

11/2
11/4
SAT

MON
ギ

12/5
12/6
THU

FRI

TOKYO 保育フォト展
14日（土）～15日（日）  
自由入場 無料
【問】ニコット石神井公園　☎ 03-5923-1631

12/14
12/15
SAT

SUN
ギ

11/8
11/10
FRI

SUN
ギ

完売御礼



2020年1月26日（日）
開場14：00 開演14：30 メインホール

令和1年度コーラスこもれび 第12回発表コンサート令和1年度コーラスこもれび 第12回発表コンサート

メリーウィドウ ハイライトメリーウィドウ ハイライト

全席
自由

一般 1,000円 ※税込
※3才以下のお子さまの入場はご遠慮ください。

＜広告＞

2020年3月28日（土） 開場13：30 開演14：00 メインホール

人間国宝・野村万作と野村萬斎による狂言会。7回目の今回は素囃子つき！
上演前の分かりやすい解説がついているので初めての参加でも安心です。

こもれび狂言会 野村万作・萬斎 狂言の世界こもれび狂言会 野村万作・萬斎 狂言の世界

演目

全席
指定

素囃子「神舞」 狂言「三本柱」
 狂言「止動方角」
一般 4,800円
大学生以下 2,300円 ※全て税込　
※未就学児入場不可

約100名の受講生が世界中で演奏されている名作オペレッタに挑戦。
本音がなかなか言えない恋模様を素敵なソロと楽しい日本語訳の
コーラスで歌い上げます。
とても分かりやすいお話付きなので、ぜひご鑑賞ください！

＜曲 目＞
レハール作曲『メリーウィドウ』より
「王子と王女のものがたり」

「ヴィリアの歌」
「メリーウィドウワルツ」 ほか

2 0 1 9 .11 / Vo l . 416

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：（公財）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
☎ 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
☎ 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11月発行／通巻第416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
■ 練馬文化センター （窓口販売のみ／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
練馬文化センター 大ホール 「練馬駅」北口徒歩１分

角 岳史
（指揮・お話）

野村万作 野村萬斎

三遊亭小遊三・
春風亭昇太
二人会

新春まっぴるま寄席

開場10:30 開演11:00

2020年1月10日（金）

S席 3,700円 A席 3,200円［Pコード：497-672］［Lコード：31446］

好評
発売中

柳亭市馬・
桃月庵白酒・

柳家三三

新春花形落語会

開場18:30 開演19:00

2020年1月29日（水）

S席 3,700円 A席 3,200円［Pコード：497-676］［Lコード：31822］

好評
発売中

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

発売日：一般発売 11月30日（土）
野間美希
（ピアノ）

針生美智子
（ゲスト：ソプラノ）

好評発売中


