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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

1月15日（水）10:00～ 予約受付開始

子どもから大人まで、障害のある人もない人も、国籍も超えて和太鼓を楽し
む2日間！ワークショップから本格的なステージまで、日本の伝統芸能・和太
鼓を満喫しよう！

4/18（土）・19（日） 

出演・講師：太鼓集団天邪鬼
4月18日（土） 
■ 和太鼓体験ワークショップ 11:00～12:00
料金：1人1,000円 定員：10組20名 対象：小中学生、保護者
■ みんなの和太鼓ミニコンサート
① 乳幼児からの初めての和太鼓音楽会 13:00～13:45 
料金：全席自由500円 定員：100名 対象：未就学児、保護者
② リラックス・パフォーマンスコンサート 15:00～16:00
料金：全席自由500円 定員：100名 対象：じっと座っていることが難しく、
劇場での鑑賞方法に不安がある方、付添の方
4月19日（日）
■ 魂を揺さぶる音 太鼓集団天邪鬼コンサート 
14:00開演（上演時間120分、途中休憩20分予定）
料金：全席指定 大人3,000円、中学生以下1,500円
※障害者手帳をお持ちの方で付添が必要な場合、付添者1名無料
鑑賞サポート：イヤーマフ貸出、外国語プログラム、点字プログラム ほか 
<要事前予約>難聴者イヤホン、日本語字幕サポート（客席内でタブレットを
使用）、託児サービス（１人2,000円／定員5名／生後6ヶ月～未就学児対
象） ※予約は電話またはメールで練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311
　info-neri@neribun.or.jp まで
■ 手作り太鼓工作コーナー 10:00～14:00 会場：ギャラリー 
料金：無料（申込不要）※材料がなくなり次第終了 ※未就学児は保護者同伴

練馬文化センター 大ホール

New!

0歳以上

0歳以上

八代目中村芝翫親子が総出演！
2020年にふさわしい豪華演目をお見逃しなく！
2016年に史上初の親子4人同時襲名が話題を呼んだ、八代目中村芝翫、四
代目橋之助、三代目福之助、四代目歌之助が練馬に登場。歌舞伎の三大名
作のひとつ「義経千本桜」から親子の情愛や狐と人間との慈愛を描いた「川
連法眼館の場」（通称「四の切」）を、そして、勇猛な獅子の毛振りが見どころ
の舞踊「連獅子」を親獅子と二人の仔獅子の三人で踊る演出でご覧いただき
ます。

練馬文化センター 大ホール

1月26日（日）10:00～ 予約受付開始

5/26（火） 昼の部 14:00 夜の部 18:00開演

中村芝翫、中村松江、坂東新悟、中村橋之助、中村福之助、
中村歌之助、中村梅花 ほか　
「義経千本桜　川連法眼館の場」、「連獅子」
全席指定 一等席5,800円 二等席4,800円 三等席3,000円

出演：

演目：
料金：

小学生 学生券割 引優 先

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。令和元年12月29日（日）～令和2年1月3日（金）

無 料

小学生

小学生

割 引 小学生

あまのじゃく

New!

「
連
獅
子
」中
村
芝
翫



優 先

源平の屋島合戦での武勇談を狂言小舞にした「景清 後」。聟入りのめでたい華やかな雰囲気の中で、はりきる
老人と一家のやりとりを笑いとともに描く狂言「孫聟」。地蔵を求める田舎の人を都の詐欺師がだまそうとする
「六地蔵」では、本舞台と橋掛りを上手く使った狂言ならではの表現も見どころです。狂言2番と小舞1番を解説
付きでお届けします。

万作・萬斎狂言の会～孫聟・六地蔵～
4/8（水） 19：00開演

出演：
解説：
演目：
料金：
共催：

練馬文化センター 小ホール

日本を代表する伝統文化“狂言”の和楽の世界をお楽しみください。

野村万作、野村萬斎、石田幸雄、深田博治、月崎晴夫、石田淡朗 ほか 
高野和憲
小舞「景清 後」、狂言「孫聟」・「六地蔵」
全席指定 5,000円
（株）万作の会

New!

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、良原リエと共演する「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 南大泉
1/28（火） 11：00開演

出演：
料金：

南大泉地区区民館
（練馬区南大泉2-19-26）

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） 、良原リエ（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。

シーナアキコ良原リエ
無 料0歳以上

0歳以上

0歳以上

0歳以上

割 引 小学生1月22日（水）10:00～ 予約受付開始

ま ご む こ ろ く じ ぞ う

NHK「おかあさんといっしょ」オンエア曲「おひさまーち」を作詞・作曲したROCOによる50分間の童謡ジャズ
ライブ！大人も子どもも一緒に歌とウクレレ、ピアノ、ドラムの演奏に合わせて楽しもう！！

第62回ワンコイン・コンサート ROCO こどもじゃず
4/29（水・祝） 14：00開演

出演：
曲目：

料金：

練馬文化センター 小ホール

親子で楽しめる、童謡をジャズアレンジしたコンサート♪

ROCO（ヴォーカル・ウクレレ） ほか
おひさまーち（ＮＨＫおかあさんといっしょオンエア曲）、森のくまさん、さんぽ ほか
※曲目は変更する場合があります。
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）

New!

割 引１月17日（金）10:00～ 販売開始

シリーズ累計発行部数700万部を超える大人気の絵本・児童書、そしてNHK Eテレにて毎週放送中のアニメ
も大ヒット中の『おしりたんてい』。ストーリーに合わせて、歌、ダンス、そして謎解きが合わさった、全く新しい観
客参加型のファミリーミュージカルが誕生！

おしりたんていミュージカル～むらさきふじんのあんごうじけん～
4/25（土） 11：00・14：30開演  4/26（日） 11：00開演

出演：

演出：
料金：

共催・企画製作：

練馬文化センター 大ホール

おしりたんていとお客さんが一緒に難事件を解決する「なぞときミュージカル」！

おしりたんてい（声：三瓶由布子）、ブラウン（声：齋藤彩夏）、ナレーション（声：渡辺いっけい）、
伊勢大貴 ほか
金谷かほり　
全席指定 2,900円 
※1歳以下は保護者1名につき1名ひざ上無料（座席が必要な場合は有料） ※当日券は友の会割引適用外
　　　　 キョードー東京／東映アニメーション／東映アニメーション音楽出版

New!

練馬区文化振興協会協力事業 
人形劇団京芸「あっちこっちサバンナ」
3/22（日） 11：00開演

料金：

主催：
共催：
後援：
助成：

練馬文化センター 小ホール

かわいい動物がたくさん登場する人形劇！ご家族でお楽しみください。
全席自由 大人2,500円 子ども（3歳～小学生）1,500円 親子ペア3,500円
※2歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料） ※親子ペア・当日券は友の会割引適用外
人形劇団京芸、ねりま子ども劇場
人形劇団京芸後援会
練馬区教育委員会
芸術文化振興基金

New!

割 引1月10日（金）10:00～ 販売開始

割 引1月31日（金）10:00～ 予約受付開始
©トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会

野村万作「孫聟」 野村萬斎「六地蔵」

のち



第277回 アトリウムミニステージ

1/15（水） 12 :15開演 練馬区役所１階アトリウム

福島さゆり（フルート）、安部可菜子（ピアノ）
カーペンターズ／トップ・オブ・ザ・ワールド、
ピアソラ／ブエノスアイレスの冬 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。
今回はフルートとピアノの演奏です。

無 料0歳以上

石神井公園ふるさと文化館 特別展 
「あれもこれも 大江戸漫画づくし」連携企画 
無声映画上映会

活弁と生演奏で味わう江戸ゆかりの名作！

2/16（日） 14:00開演 大泉学園ゆめりあホール

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：

作品：

料金： 割 引 小学生

ねりぶんJAZZ　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～

瀬川昌久プロデュース第13弾！

2/11（火・祝） 15:00開演 練馬文化センター 小ホール

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：

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2020

賛助出演者が都合により江口二美へ変更になりました。

1/18（土） 17:00開演 練馬文化センター 大ホール

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）、江口二美（ソプラノ）、吉川健一（バリ
トン） 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 小学生

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

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！

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

フレッシュ名曲コンサート

「ショパン＆ムソルグスキー」
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：

ねりパフォ2020

今年のテーマは「RAINBOW」虹色に輝け！

■当日の運営ボランティアを募集します！（1月10日締切） 
　詳細は練馬区文化振興協会HPをご覧ください。

2/9（日） 11:00開演 練馬文化センター 大ホール

音楽部門7組、ダンス部門14組、パフォーマンス部
門2組 スペシャルゲスト ICHIZA
全席自由 500円（高校生以下は無料 ※要無料チ
ケット）

出演：

料金：

割 引 小学生

©Greg Sailor.

©T.Tairadate

©YoshinobuFukaya
auraY2

©YoshinobuFukaya
auraY2

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』

『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

高橋維高橋維 江口二美江口二美 吉川健一吉川健一

スインギー奥田スインギー奥田

Photo by Eisuke WatanabePhoto by Eisuke Watanabe

区民参加劇
「マイライフ・マイステージ」

私たちの街に住む、私たち一人一人の物語

2 /23（日・祝） ①14：00 ②18：00開演 大泉学園ゆめりあホール

能祖將夫（構成・演出・朗読）、白石光隆（ピアノ）、
井上大辅（振付・ダンス）、藤井彩加（振付・ダン
ス）、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 各回500円

出演：

料金： 割 引 小学生

ビジネスパーソンのためのクラシック鑑賞入門 
～世界中のビジネスエリートはクラシック音楽を聴いているらしい～

コンサートチケット付き！全3回の講座です。

2/5（水）・19（水）・26（水） 19：00開講 練馬文化センター
第1リハーサル室

田中泰（（一財）日本クラシックソムリエ協会代表理事）
18歳以上
30名（先着順）
5,000円（3月8日（日）15：00開演 フレッシュ名曲
コンサート「ショパン＆ムソルグスキー」のS席チ
ケット代含む）

講師：
対象：
定員：
参加費：

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～
1/25（土） 1/26（日） 練馬文化センター 大ホール

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
全席自由 各日2,000円

日時：

料金：

1月25日（土） 17:30開演
全席自由 3,000円（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。）
スインギー奥田 ほか

日時：
料金：

出演： 割  引 小学生

SWING BRASSスペシャルコンサート

割 引 0歳以上

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」

2/14（金） 19：00開演 大泉学園ゆめりあホール

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

出演：

曲目：

料金：
割 引 小学生

清永充美清永充美八木倫明八木倫明

高橋咲子高橋咲子大前恵子

予定枚数終了



練馬文化センター イベントスケジュール 1・2月 大ホール 小ホール ギャラリー大 ギ小
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窓 口
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WEB

TEL
WEB

TEL
WEB

小

小

小

小

小

小

ギ

2/29
3/4
SAT

WED

1 月

8日（水） 18：30～20：30 
全席指定 3,800円
【問】チケットセンター　☎ 03-6264-4221

キエフ・クラシック・コレクション　
初春バレエ祝賀コンサート1/ 8

WED

2 月

1日（土） 19:00～20:30 
全席指定 前4,000円 当4,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

よしもと大笑いライブin練馬20202/1
SAT

小
3日（月） 19：00～21：00 
全席指定 3,700円
【問】夢空間　☎ 03-5785-0380

春風亭一之輔 独演会 
一之輔のすすめ、レレレ～2/3

MON

小
4日（火） 14：30～16：00 
無料（要事前申込）
【問】練馬区教育指導課　☎ 03-5984-5746

ねりま小中一貫教育フォーラム2/4
TUE

小
8日（土） 17：30～19：40 
自由入場 無料
【問】松沢範子バレエ　☎ 03-5915-5630

松沢範子バレエスタジオ第12回発表会2/8
SAT

9日（日） 11:00～18:00 
全席自由500円（高校生以下は無料 ※要無料チケット）
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ねりパフォ20202/9
SUN

小
10日（月） 19：00～21：00 
全席自由 一般前1,000円 当1,500円 会員前800円 当1,200円
【問】代表　☎ 080-2181-4746

東京藝術大学
ユーフォニアム・チューバアンサンブル演奏会2/10

MON

11日（火・祝） 17：30～19：00 
全席指定 Ｓ9,000円 Ａ7,000円
【問】エンジェルアール　☎ 0120-744-582

ANGEL R MIXED PROGRAM2/11
TUE

小
11日（火・祝） 15:00～17:15 
全席指定 3,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ねりぶんJAZZ 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～2/11

TUE

小
14日（金） 13：30～15：00 
全席指定 5,700円
【問】Ro－Onチケット　☎ 047-365-9960

秋川雅史コンサート 
聴いてよく分かるクラシック22/14

FRI

21日（金） 13：30～15：45 18：00～20：15 
全席指定 Ｓ6,800円 Ａ5,500円
【問】コンサート事務局　☎ 03-6426-5313

福田こうへいコンサートツアー2020　2/21
FRI

小
21日（金） 18：30～20：30 
全席自由 前800円 当1,000円
【問】緑川　☎ 080-9561-5711

武蔵野音楽大学ユーフォニアム・テューバ
専攻生有志によるアンサンブルコンサート2/21

FRI

23日（日・祝） 14：30～16：30 
無料（要整理券）
【問】江口　☎ 03-3999-6227

練馬区民合唱団第28回定期演奏会2/23
SUN

小
24日（月・休） 17：30～20：30 
全席自由 前2,500円 当3,000円
【問】宮本　☎ 080-7629-0420

Estudio ROMERO フラメンコ教室　
第13回発表会2/24

MON

小
29日（土） 10：00～20：00 
自由入場 無料
【問】ビジョン　☎ 03-6915-8539

音楽教室ソラーレ・ミュージックスクール☆
ステラ 第16回発表会2/29

SAT

29日（土）～3月4日（水）
自由入場 無料
【問】色鉛筆画教室　☎ 090-4755-3671

林亮太色鉛筆画 グループ展

大
19日（日） 14：00～16：15 
自由入場 無料
【問】事務局　office@tokyo-stackart.com

第10回ウィンターコンサート1/19
SUN

大
29日（水） 19：00～21：00 
全席指定 Ｓ席3,700円 Ａ席3,200円
【問】夢空間　☎ 03-5785-0380

新春花形落語会　
柳亭市馬・桃月庵白酒・柳家三三1/29

WED

30日（木） 19：00～21：00 
全席指定 3,700円
【問】夢空間　☎ 03-5785-0380

新春！！落語教育委員会　　1/30
THU

大

25日（土） 13:30～16:00 ソロ・アドリブ部門、団体部門 
26日（日） 10:00～16:00 団体部門 
全席自由 2,000円
SWING BRASSスペシャルコンサート　
25日（土） 17:30～19:30 
全席自由 3,000円
※1/25グランプリ大会チケットの購入者は+1,000円で
入場可
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

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～　

大

大

大

大

大

大

10日（金） 11：00～13：00 
全席指定 Ｓ席3,700円 Ａ席3,200円
【問】夢空間　☎ 03-5785-0380

新春まっぴるま寄席　
三遊亭小遊三・春風亭昇太　二人会　1/10

FRI

10日（金） 18：00～21：00 
全席自由 4,000円
【問】川村　☎ 042-307-5500

東京シティオペラ協会創立30周年記念
Newyear Concert1/10

FRI

11日（土） 19：00～21：00 
全席自由 一般前3,500円 当4,000円 
学生前2,500円 当3,000円
【問】中野　mym.str.ensemble@gmail.com

深山ストリングアンサンブル演奏会
1/11
SAT

大
13日（月・祝） 18:00～19：30 
全席自由 前2,300円 当2,800円
【問】琉球國祭り太鼓 東京支部　☎ 050-5360-1223

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～1/13

MON

13日（月・祝） 13：30～15：30 
全席自由 前2,000円 当2,500円
【問】STRADA　☎ 080-4936-3660

STRADA STUDIO発表会vol.１　
「SPERO」1/13

MON

小
16日（木） 18：00～20：30 
自由入場 無料
【問】東方文化芸術団　☎ 03-5946-9818

新春日中友好のイベント
歌、舞踊、音楽の楽しい音楽会1/16

THU

大

18日（土） 17:00～19：30 
指定席Ａ（一階、二階前方）3,500円 
指定席Ｂ（二階後方）2,500円
【問】練馬稲門会　☎ 070-3526-4179

早稲田大学交響楽団 ニューイヤーコンサート2020
　1/18

SAT

18日（土） 13:00～18:30 
全席指定 1,000円 3本立て・入替なし
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

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1/18

SAT

1/25
1/26
SAT

SUN

予定枚数終了



大泉学園ゆめりあホール イベントスケジュール 1・2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12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

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

窓 口

ニューイヤーコンサート2020!!

5日（日） ①11：00～12：30 ②14：00～15：30 
全席自由 一般大人前3,600円 高校生以下1,500円 他
【問】シュパース企画　☎ 048-212-3410

ホ

1/ 5
SUN

武田真理門下1年生発表会

6日（月） 10：30～19：00 
自由入場 無料
【問】池田　☎ 080-8822-3747

ホ

1/ 6
MON

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（木） 16：30～20：30
自由入場 無料（未就学児入場不可）
【問】水野門下　☎ 080-5447-6944

ホ

1/ 9
THU

第14回ゆめりあ若手寄席
～大泉新春落語会2020～　
13日（月・祝） 14:00～15:30 
全席指定 1,500円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

1/13
MON

世界を巡る音楽の旅
～ニューイヤーコンサート～
17日（金） 19：00～21：00 
全席自由 3,000円
【問】橋本　☎ 050-5372-7284

ホ

1/17
FRI

十一代桂文治後援会 新春のつどい

18日（土） 19：00～21：00 
全席自由 2,500円（要予約）
【問】桂文治後援会　☎ 03-3557-0981

ホ

1/18
SAT

ヴェルディ歌劇『仮面舞踏会』

19日（日） 17：00～19：40 
全席自由 3,000円 
【問】三村　☎ 090-1045-3952

ホ

ホ

1/19
SUN

武田真理門下2.3年生発表会

23日（木） 10：30～19：00 
自由入場 無料
【問】池田　☎ 080-8822-3747

ホ

1/23
THU

オペラヴェーラアカデミーコンサート

24日（金） 19：30～21：00 
全席自由 1,500円
【問】オペラヴェーラ　☎ 080-3502-9655

ホ

1/24
FRI

地域公開講座 くみ子先生の親力講座
～子どもが劇的に変わる!?七つの魔法～
28日（火） 10：30～12：00 
自由入場 無料（要予約）
【問】東京都石神井学園　☎ 03-3996-4191

ホ

1/28
TUE

山本奈央ピアノリサイタル

31日（金） 19：00～21：00 
全席自由 一般2,000円 学生1,000円
【問】（株）タクティカート　☎ 070-4193-7562

ホ

1/31
FRI

小畑朱実・田辺とおる門下生声楽発表会

20日（月）～21日（火） 18：30～21：00
自由入場 無料
【問】田辺　☎ 090-9389-0012

1 月

Ayaka Piano Studio 発表会

1日（土） 13：00～16：00 
自由入場 無料（要 招待券）
【問】ヒノウエ　☎ 080-1045-4534

ホ

2/1
SAT

アンサンブル大泉2020

2日（日） 14：00～16：00 
自由入場 無料
【問】アンサンブル大泉　ensemble_owo@yahoo.co.jp

ホ

2/2
SUN

アンゲネーム管弦楽団 第13回室内楽演奏会

2日（日） 19：00～21：00 
全席自由 500円
【問】宣伝係　ang'enehm_information@yahoo.co.jp

ホ

2/2
SUN

Quattro Amici Secret Concert Vol.1

5日（水） 19：00～21：00 
全席自由 一般4,500円 
MARCO PRODUCE友の会4,000円
【問】狩野　☎ 090-8450-8215

ホ

2/5
WED

映画「一粒の麦 荻野吟子の生涯」上映会

6日（木） ①10：30～12：30 ②14：00～16：00
全席自由 一般前1,200円 学生1,000円 他
【問】現代ぷろだくしょん　☎ 03-5332-3991

ホ

2/6
THU

東京都立大泉桜高等学校 第13回卒業制作展

7日（金）～13日（木）
自由入場 無料
【問】旭　☎ 03-3978-1180

前中榮子・佐々木真・新垣隆の
ソプラノ フルート ピアノ の午後
8日（土） 14：00～16：30 
全席自由 一般3,000円 学生2,000円 他
【問】みゆずメソン　☎ 048-477-1313

ホ

2/8
SAT

みんなの発表会

9日（日） 14：30～16：30 
自由入場 無料
【問】西尾　☎ 080-5950-0412

ホ

2/9
SUN

第19回東邦音楽大学
トロンボーンアンサンブルコンサート
10日（月） 19：00～20：30 
全席自由 500円
【問】代表 髙𣘺　☎ 090-3641-1241

ホ

2/10
SUN

東京音楽大学卒寮生コンサート～さようなら、
青春の日 よ々！～
12日（水） 18：00～20：30 
全席自由 800円
【問】大附　☎ 080-1389-5736

ホ

2/12
WED

佐藤憲介フルートリサイタルシリーズ Part19

13日（木） 19：00～21：00 
全席自由 3,000円
【問】パウエルフルート　☎ 03-5339-8383

ホ

2/13
THU

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」
14日（金） 19:00～20:30 
全席指定 1,000円
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

2/14
FRI

第10回藤城ピアノ教室ピアノ発表会

15日（土） 13：00～16：15 
自由入場 無料
【問】藤城　☎ 03-5848-8799

ホ

2/15
SAT

コスモスリー 2ndコンサート

15日（土） 19：00～21：00 
全席自由 1,500円 
【問】米田　☎ 080-6942-9437

ホ

2/15
SAT

石神井公園ふるさと文化館特別展「あれもこれ
も大江戸漫画づくし」連携企画 無声映画上映会
16日（日） 14:00～15:45 
全席指定 2,000円 
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

2/16
SUN

区民参加劇「マイライフ・マイステージ」　

23日（日・祝） ①14:00～16:00 ②18:00～20:00 
全席自由 各回500円 
【問】練馬文化センター　☎ 03-3948-9000

ホ

2/23
SUN

スプリングコンサート2020

28日（金） 13：30～15：30 
全席自由 500円（小学生以下入場不可） 
【問】五十嵐　☎ 03-3991-5068

ホ

2/28
FRI

コール・リエゾン1stコンサート

29日（土） 14：00～16：00 
自由入場 無料　
【問】コール・リエゾン　☎ 090-4956-5835

ホ

2/29
SAT

2 月

1/20
1/21
MON

TUE

「分かち合いが世界を救う」
パネル展・講演ビデオ上映・瞑想体験
30日（木）～2月2日（日）
自由入場 無料
【問】事務局　☎ 03-3309-3020

1/30
2/2
THU

SUN
ギ

「テレジン収容所の幼い画家たち展」

26日（日）～28日（火） 
自由入場 無料
【問】大槻　☎ 080-5040-6764

1/26
1/28
SUN

TUE
ギ

2/7
2/13
FRI

THU
ギ
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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/

※車いす席・難聴者イヤホンについてはお問合せください。

会員期間：入会月から1年間／年会費：2,500円（税込）　問合せ：（公財）練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311

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2（2020）年1月発行／通巻第418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/ 

公益財団法人練馬区文化振興協会が管理運営している施設の公演や展覧会などがお得に楽しめます！

※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/

＜広告＞

2020年4月5日（日）

三遊亭小遊三
三遊亭円楽
二人会

三遊亭小遊三
三遊亭円楽
二人会

全席
指定

一般 3,900円
大学生以下 2,500円 
※未就学児入場不可 ※全て税込　

■ 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
いずれも 練馬文化センター 大ホール 「練馬駅」北口徒歩１分

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）

好評発売中

いずれのお手続きでも料金は2,500円です｡
＊郵便振込の場合、別途振込手数料がかかります。

窓　口 郵便振込 インターネット
入
会
申
込

特典いっぱい♪

：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

情報誌を毎月郵送
チケット10％オフ
チケット優先予約
展覧会にご招待
会員限定イベント

1
2
3
4
5 ：石神井公園ふるさと文化館／練馬区立美術館

＊各特典には条件があります。

2020年3月8日（日） 開場13：30 開演14：00 メインホール
世界最古のオーケストラと呼ばれている雅楽がこもれびに登場！
初めての方でも分かりやすい、曲と楽器の解説付きです。

伶楽舎 雅楽コンサート伶楽舎 雅楽コンサート

曲目

全席
指定

管絃 越天楽、舞楽 陵王、
芝祐靖復曲 正倉院復元楽器のための
敦煌琵琶譜による音楽 より
一般 2,500円
大学生以下 1,000円 ※全て税込　
※未就学児入場不可

写真提供：伶楽舎

協賛：株式会社旭製菓

好評発売中

林家久蔵さんによるもっと楽しむ落語講座（開場後13：20～13：40）
落語の舞台のいろはを学べます！チケット購入者の方は予約不要

開場13：00 開演14：00 
メインホール


