
練馬区演奏家協会コンサート 武満徹の世界 ～音・色彩・言葉

武満徹の作品から聴こえるフランス近代音楽の音色
2020年に生誕90年を迎えた武満徹。彼の作品に見え隠れするフランスの色彩。ギターと
ピアノ、歌が織りなすプログラムは、そんな彼の息吹を存分に味わえる作品を集めていま
す。音と言葉で紡がれた色彩を味わいながら聴く、武満徹の世界。

１月14日（木）10：00～ 販売開始

3/5（金） 19：00開演 ｜ 大泉学園ゆめりあホール
久保法之（カウンターテナー）、巖埼文彦（ギター）、浅井 文（ピアノ）
アーレン（武満徹 編曲）／「ギターのための12の歌」より オーバー・ザ・レインボー、
武満徹／雨の樹 素描II －オリヴィエ・メシアンの追憶に－、
ドビュッシー／「艶なる宴 第２集」より感傷的な対話 ほか
全席指定 1,000円

出演：
曲目：

料金：

浅井 文　©SHIOLI AKIMA, LilyCherie浅井 文　©SHIOLI AKIMA, LilyCherie巖埼文彦久保法之

割 引 小学生

ねりぶんアフタヌーン・ミニコンサート vol.8

子どもから大人までご入場いただけるコンサート♪ 
練馬区役所の「アトリウムミニステージ」が、練馬文化センターへ出張します。

2/12（金） 15：00開演 ｜ 練馬文化センター 小ホール

美島佑哉（ヴァイオリン）、安 里佳子（ピアノ）
クライスラー／シンコペーション、サン=サーンス／序奏とロンド・カプリチオーソ Op.28 ほか
400名（要事前申込、抽選） ※定員は変更になる場合があります。　料金：全席指定 無料　共催：練馬区

出演：
曲目：
定員：

久保法之

無 料0歳以上

【申込方法】 往復はがきで ①ねりぶんアフタヌーン8 ②代表
者の郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・メールアド
レス（ある方のみ） ③参加人数（2名まで、ひざ上鑑賞のお子
様を除く）※その他（車いす席をご希望の方や、ひざ上鑑賞の
お子様がいる場合はその人数）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へ ※練馬文化セン
ターHP内応募フォームからもお申込が可能です。 ※申込は
一人1通のみ有効です。
【申込締切】 1月21日（木）必着

美島佑哉 安 里佳子

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
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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2年12月29日（火）～令和3年1月3日（日）



友の会会員へ優先予約受付を行います（申込多数の場合は抽選）。 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

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業 笹沼 樹＆上田晴子 デュオリサイタル
2/17（水） 19：00開演 ｜ 大泉学園ゆめりあホール

笹沼 樹（チェロ）、上田晴子（ピアノ）
ドビュッシー／チェロソナタ、カサド／親愛の言葉、ポッパー／ハンガリアン狂詩曲 ほか
全席自由 一般4,000円 練馬区民（在住・在勤）・シニア（65歳以上）・学生3,500円
※大泉学園ゆめりあホール窓口（10：00～20：00）、e+（イープラス）http://eplus.jp にて販売
笹沼 樹＆上田晴子デュオリサイタル実行委員会　申込・問合せ：スピカ 03-3978-6548 spica@sepia.ocn.ne.jp

出演： 
曲目：
料金：

主催：

え！？大泉学園駅前で、このデュオが聴ける？
2021年より始動する、スケールの大きい期待の新人・笹沼 樹のチェロと、室内楽の名手・上田晴子のピアノで、仏・独の
チェロの重厚なソナタや、東欧、南欧の珠玉の小品のレパートリーを、上田の地元・大泉学園でお楽しみください。

今回は大泉町の北大泉地区区民館で、バリトンとピアノによる演奏をお届け
します。懐かしい日本の唱歌や歌謡曲に加え、だれもが一度は聞いたことの
ある名曲を揃えました。バリトン歌手の本格的な歌声をお楽しみください！

無 料0歳以上

無 料0歳以上

まちなかコンサートvol.43 in 北大泉
2/28（日） 11：15開演 ｜ 北大泉地区区民館（大泉町2-41-26）

明珍宏和（バリトン）、赤松美紀（ピアノ）
中田章／早春賦、ウィルシュ／オー・シャンゼリゼ、
ビゼー／オペラ「カルメン」より“闘牛士の歌”  ほか
40名（要事前申込、抽選） ※定員は変更になる場合があります。
全席指定 無料　後援：練馬区

出演：
曲目：

定員：
料金：

おうちの近くで気軽に本格的な音楽を楽しめるコンサート

【申込方法】 往復はがきで ①2/28
まちなかコンサート ②代表者の郵
便番号・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・メールアドレス（ある方の
み） ③参加人数（2名まで、ひざ上
鑑賞のお子様を除く）※その他（車
いすをご利用の方やひざ上鑑賞の
お子様がいる場合はその人数）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へ　
※練馬文化センターHP内応募
フォームからもお申込が可能です。
※申込は一人1通のみ有効です。
【申込締切】 1月22日（金）必着

笹沼 樹 © Taira笹沼 樹 © Taira 上田晴子 © Miura小学生

練馬区文化振興協会舞台芸術支援事業

佐藤憲介フルートリサイタルシリーズpart 20 フルート&ギター 魅惑の響き
2/15（月） 19：00開演 ｜ 大泉学園ゆめりあホール

佐藤憲介（フルート）、宇高靖人（ギター）
シャンカール／魅惑の夜明け、プホール／カンドンベロスの2つのアリア、カステルヌオーヴォ＝テデスコ／ソナチネ ほか
全席自由 3,000円　主催・申込・問合せ：パウエル・フルート・ジャパン 03-5339-8383

出演：
曲目：
料金：

毎年恒例、大泉学園ゆめりあホールで20回目のリサイタル
ウィズコロナの取り組みとしてインターネットでの演奏やレッスンも行ってきましたが、そこに存在しないのは空間での響き、聴衆と演奏者で育む情感。フルートとギター
によるブラジル・アルゼンチン・インドの作曲家の異国情緒溢れる作品、クラシック音楽の王道フランス・イタリアの作曲家による魅惑のプログラムをお楽しみください。

佐藤憲介

親子で楽しむミュージックキャラバン
おとみっくと音のたび～世界の音をめぐろう！～
①2/20（土） 11：00開演 ｜ 大泉学園地区区民館（大泉学園町8-9-5）

おとみっく（音楽ワークショップ・アーティスト／坂本夏樹、桜井しおり、前田啓）
ワルツをおどろう！（「くるみ割人形」花のワルツより）、アフリカのタイコが登場！（ジャンボより）、
サンバをえんそうしよう！（「スカラムーシュ」ブラジレーラより） ほか
①40組80名 ②25組50名（要事前申込、抽選） 
※定員は変更になる場合があります。 ※主に0~3歳を対象にしたプログラムです。 
全席指定 無料

出演：
曲目：

定員：

料金：

②2/24（水） 11：00開演 ｜ 関町北地区区民館（関町北4-12-21）
赤ちゃんと子育て中のみなさんへ音楽をお届けする、地域のコンサート
今年度、練馬をぐるっと巡るのは、音楽ワークショップ・アーティストのおとみっく。見て！聴いて！参加する！おとみっく
の参加型コンサート。色々な国の楽器や音楽に合わせて一緒に楽しもう♪

【申込方法】 往復はがきで ①2/20または2/24ミュージックキャラバン ②代表者の郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・メールアドレス（ある方のみ） ③参加人数（2名まで、ひざ上鑑賞のお子様を除く） ④お子様の人数と年齢、座席
かひざ上鑑賞かの別 ※その他（車いすをご利用の方やその他配慮が必要な場合はその旨）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へ ※練馬文化センターHP内応募フォームからもお申込が可能です。 ※申込
は1公演につき一人1通のみ有効です。同一はがきで複数公演の申込はできません。　【申込締切】 1月20日（水）必着

赤松美紀明珍宏和



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 小

〒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

〒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

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

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。

チケット窓口販売
窓 口 ①各ホール窓口（10：00～20：00）

②予約電話03‐3948‐9000（10：00～17：00）
③インターネット https：//www.neribun.or. jp

チケット予約・販売

ギ

※こちらに掲載した情報は令和2年12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。

6

12
（土）

（金）

2

2

ギ

ホ

桂文治後援会 新春のつどい

14：30～16：30
全席自由 2,500円（要予約）
【問】桂文治後援会　
☎ 090-8007-7894

1

15
（金）

ホ

第65回ワンコイン・コンサート
①13：30～14：10 ②16：00～17：00
全席指定 500円
※①は2歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）
【問】練馬文化センター　
☎ 03-3948-9000

1

16
（土）

ホ

第16回ゆめりあ若手寄席
～大泉新春落語会2021～
14：00～15：30
全席指定 1,500円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

1

17
（日）

ホ

東京都石神井学園 地域公開講座

10：30～12：00
無料（要予約）
【問】石神井学園
☎ 03-3996-4191

1

28
（木）

ホ

歌声喫茶ともしびin大泉学園

10：00～11：35
全席自由 2,000円
【問】ともしび音楽企画
☎ 03-6907-2731

1

26
（火）

ホ

オペラヴェーラアカデミー・
オペラティックコンサート Vol.4
19：30～21：00
全席自由 1,500円
【問】オペラヴェーラ　
☎ 080-3502-9655

1

29
（金）

ホ

佐藤憲介 フルートリサイタルシリーズ 
part20 フルート&ギター魅惑の響き
19：00～21：00
全席自由 3,000円
【問】パウエル・フルート・ジャパン　
☎ 03-5339-8383

2

15
（月）

ホ

アンサンブル大泉2021

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

2

14
（日）

ホ

笹沼 樹＆上田晴子 デュオリサイタル
19：00～21：00
全席自由 一般4,000円 
練馬区民（在住・在勤）・シニア（65歳以上）・学生3,500円
【問】スピカ　
☎ 03-3978-6548　spica@sepia.ocn.ne.jp

2

17
（水）

ホ

目と耳で楽しむコンサート 
ショパンの≪ポロネーズ≫そのリズムの源泉
19：00～21：00
全席自由 一般 前4,000円 当4,500円 未就学児不可
【問】東京BDS-伊藤　
☎ 090-1663-9536

2

22
（月）

ホ

コンセール・ロマンティック・エ・コミック13

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

2

20
（土）

ホ

「STELLA」 vol.1～それぞれの道へ
～ピアニスト4名によるソロ・デュオ公演
19：00～20：30
全席自由 1,500円
【問】町田　
pfconcert.miku@gmail.com  

2

5
（金）

ホ

春を待つ 佐々木真フルート 
荒木奏美オーボエ 村上曜チェロ 
杉山佳代チェンバロ
15：00～17：10
全席自由 一般 前3,500円 当4,000円 他割引有り
【問】みゆずメソン　
☎ 090-2153-3613

2

6
（土）

東京都立大泉桜高等学校 
第14回卒業制作展

自由入場 無料
【問】下野　
☎ 03-3978-1180

ホ

Valentine Concert

18：30～21：00
全席自由 一般 前3,000円 当3,500円 学割有り
【問】Valentine Concert実行委員会　
gurgleflowoer@gmail.com

2

8
（月）

TEL
WEB

完売御礼

辻井伸行ピアノ・リサイタル　
オール・ショパン＜6月2日延期公演＞
19：00～21：00
全席指定 S5,800円 A4,800円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

1

8
（金）
大

子供アニメ映画会

第一回 練馬歌の祭典

12：30～19：00
全席自由 5,000円
【問】EJM7
☎ 03-6914-7330

2

25
（木）

フレッシュ名曲コンサート
「イタリアオペラの世界」
19：00～21：00
全席指定 S3,800円 A3,000円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

2

26
（金）
大

トゥインクルスター
インターナショナルスクール　
タレントショー2021
13：00～16：00
無料（要事前申込）
【問】トゥインクルスター
☎ 03-5999-9184

2

28
（日）

10：00～11：30
全席自由 900円
【問】エイコウシャ
☎ 080-8431-3889

1

9
（土）

音楽の魔法コンサート

19：30～21：15
全席自由 一般3,700円 大学生以下2,500円
【問】Art&Arts
☎ 03-6884-4864

1

9
（土）

大江戸交響楽団 第20回定期演奏会

14：00～16：00
自由入場 無料
【問】横川
☎ 090-8317-9491

1

10
（日）
大

ねりぶんJAZZ ルイ・アームストロング
没後50年記念 サッチモと
デキシーランドジャズの楽しい世界     
15：00～17：15
全席指定 3,000円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

2

11
（木・祝）

ねりぶんアフタヌーン・ミニコンサート vol.8

15：00～15：30
全席指定 無料（要事前申込、抽選）
【問】練馬区文化振興協会
☎ 03-3993-3311

2

12
（金）

横山幸雄プロデュース　
ピアノ貴公子たちのショパン
＜6月27日延期公演＞
19：00～21：00
全席指定 S5,800円 A4,800円
【問】練馬文化センター
☎ 03-3948-9000

1

12
（火）
大

ねりぶんアフタヌーン・ミニコンサート vol.7

15：00～15：30
全席指定 無料（要事前申込、抽選）
【問】練馬区文化振興協会
☎ 03-3993-3311

1

13
（水）

TEL
WEB

小

小

小

小

小

東京エクセレントブラスアンサンブル
「輝くブラスの響演」
14：00～16：30
全席自由 2,000円
【問】川添
☎ 03-6300-4606

2

20
（土）
小

小

真夏の音楽会vol.3 
大谷康子と楽しむ五大陸名曲の旅
14：00～16：00
S3,500円 A2,500円 車いす1,000円
【問】練馬区文化・生涯学習課 文化振興係
☎ 03-5984-1284

2

28
（日）

B-side Philharmonic Orchestra　
第8回演奏会
19：00～20：50
全席自由 500円
【問】B-side事務局
b.side.philharmonic.orchestra@gmail.com

2

19
（金）
小

小

TEL
WEB

TEL
WEB

窓 口

TEL
WEB中止

大
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チケットのお申込方法

友の会

※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

令和3（2021）年1月発行／通巻第430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

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。

電話予約

TEL.03-3948-9000
練馬文化センターチケット予約電話（10：00～17：00）

チケットのお引換え方法
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
で、現金でお支払いください。

❷郵便振込
予約電話にてご予約の上、郵便局に備え付けの払込用紙に 
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
口座までお振込ください。

＜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。

窓口販売

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よ
り、窓口での販売および引換え
をいたします。予約受付開始日
に予定枚数終了となった場合、
窓口での販売はありません。 
※お支払方法は現金のみとなり
ます。

インターネット予約・販売

❶上記ページの「インターネットチケット販
売」バナーをクリックし、「利用登録」から
必要事項を入力して登録してください。

❷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が予約できます。ク
レジットカード（VISA）、コンビニ（セブン-
イレブン）で決済が可能です。

https://
www.neribun.or.jp

協会ホームページ 要事前登録（無料）

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56㎜×横94㎜（複数可）規　格

フルカラー 15,000円料　金

11,000部（毎月下旬発行）発行部数

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

主な配布場所

（公財）練馬区文化振興協会 ☎03-3993-3311申込み・問合せ

■ ぴあ 0570-02-9999 https://t.pia.jp　■ ローソンチケット https://l-tike.com　
■ e+ （イープラス） https://eplus.jp　■ 練馬文化センター《窓口販売のみ》 10:00～20:00（1/28のみ）
■ なかのZEROチケットセンター 03-3382-9990 https://nicesacademia.jp/（2/2のみ）

＊本公演は、通常の座席配置で販売します。
＊ご来場の際には、マスクの着用・検温のご協力をお願いいたします。
予約・お問い合わせ：夢空間 0570-06-6600 http://yume-kukan.net

落語教育委員会
三遊亭歌武蔵･柳家喬太郎・三遊亭兼好 三人会

開場18:00
開演19:00

2月2日（火）
2021年

なかのZERO
小ホール 

JR・東京メトロ東西線
「中野駅」

南口徒歩８分

全席指定 3,700円 ［Pコード：504-134］［Lコード：32060］

柳家小三治 初春の会
開場17：30 開演18:30
2021年1月28日（木）

練馬文化センター 
大ホール
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
徒歩１分

S席 3,900円／A席 3,400円 ［Pコード：504-126］［Lコード：34436］
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好評
発売中

好評
発売中

2021年3月7日（日） 開場13：15 開演14：00
保谷こもれびホール メインホール 西武池袋線 保谷駅 南口徒歩15分またはバス5分

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 ほか

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

【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）

写真提供：伶楽舎好評発売中
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、座席の間隔を空けての販売などの対策を講じ、開催予定でおります。ご理解、ご協
力を賜りますようお願い申し上げます。状況により、公演内容などが変更になる場合がございますので、あらかじめご了承くだ
さい。最新情報につきましては、こもれびホールホームページ（https://www.komorebi-hall.jp/）をご確認ください。


