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江戸川区総合文化センター
TEL.03-3652-1111（代表）
FAX.03-3655-9935
〒132-0021 東京都江戸川区中央 4-14-1
http://edogawa-bunkacenter.jp/

チケットお申込み・お問合せ チケットのお引取方法 各プレイガイドのご案内

■	電　話（9:00〜21:30）　03-3652-1106
■	インターネット（24時間受付・無料・要会員登録）
	 http://edogawa-bunkacenter.jp/

①江戸川区総合文化センター窓口
②江戸川区内公共施設、区民館、
　コミュニティ会館、スポーツ施設
　（タワーホール船堀、スポーツセンター、
　南小岩コミュニティ会館、東部区民館
　など）

③セブン - イレブン
　（別途手数料がかかります）

④郵送
　（別途手数料がかかります）

チケット発売初日   9:00 ～ 江戸川区総合文化センター窓口
 10:00 ～ 江戸川区総合文化センター電話／各種プレイガイド
 10:00 ～ 江戸川区総合文化センター ホームページ

●車椅子席・介助者席は、江戸川区総合文化センター窓口、電話のみの販売です。
●掲載されている公演チケットが完売の際は何卒ご容赦ください。

（サポーターズ・クラブ／
 一般共通）

江戸川区総合文化センター

イベントガイド
～ 世界が注目する指揮者・山田和樹と日本を代表するプロ合唱団「東京混声合唱団」によるクリスマスプレゼント ～

2016

10-11

こちらのマークがある公演は、下記の電話番号
またはホームページからチケットをご予約できます。

	 チケットぴあ
	 0570-02-9999
	 http://t.pia.jp
	 ローソンチケット（10:00〜20:00）
	 0570-000-407
	 ※一部受付対象外の公演もございます。

	 http://l-tike.com
	 イープラス
	 http://eplus.jp

山田和樹×東京混声合唱団
クリスマスコンサート
〜聖なる季節にあなたに贈るハーモニー〜
■出演
　指  揮 山田和樹
　合  唱 東京混声合唱団
　ピアノ 斎木ユリ

■曲目（予定）
　◆赤鼻のトナカイ、ホワイトクリスマス
　◆萬歳流し～秋田県横手萬歳によるシアターピース
　◆アヴェ・ヴェルム・コルプス（モーツァルト作曲）
　◆『土の歌』より　大地讃頌（佐藤眞作曲）
　◆幸せなら手をたたこう、おもちゃのチャチャチャ　ほか

山田和樹さんの
メッセージ掲載！

中面をご覧ください
12.10 【土】大ホール	

15:00開演	
全席指定　一般3,500円　学生1,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。※学生は26歳未満が対象。（公演当日に学生証をお持ちください）

絶 賛 発 売 中  ！

東京混声合唱団
©西巻 平

山田和樹
©西巻 平

斉木ユリ



©Megu 藤岡幸夫

小松亮太

坪井夏美

フレッシュ名曲コンサート

藤岡幸夫×東京都交響楽団
一流の指揮者とオーケストラ、さら
に次世代を担う新進気鋭の音楽
家が共演。
■出演
　指揮  藤岡幸夫
　ヴァイオリン  坪井夏美
　管弦楽  東京都交響楽団
■曲目
　チャイコフスキー　ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35
　ベートーヴェン　交響曲第6番 ヘ長調 Op.68「田園」

10.10 【月･祝】大ホール	
15:00開演	

フレッシュ名曲コンサート

クラシック音楽セミナー
「フレッシュ名曲コンサート」の演奏曲目について知
識を深める講座。第2回は、チャイコフスキーの「ヴァ
イオリン協奏曲」を解説。ヴァイオリニスト、坪井夏美
のミニコンサートもお楽しみに。

■講　師　加藤昌則（作曲家・ピアノ）
■ゲスト　坪井夏美（ヴァイオリン）

共催：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

9.24【土】研修室
15:00〜16:30　全席自由
一般 1,500円　学生 500円
※第１回は終了しました。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※学生は26歳未満が対象。（公演当日に学生証をお持ちください）

絶賛発売中 ！

申 込 受 付 中 絶賛発売中 ！

江戸川ジャズナイト2016 小松亮太withラスト・タンゴ・センセーションズ

日米ジャズ・レジェンドたちの洗練されたパ
フォーマンスを豪華絢爛のビッグバンド・サウン
ドが華やかに彩るスペシャル・ジャズナイト！

指揮者・山田和樹さんよりメッセージを頂きました！

江戸川区総合文化センターで開催する「山田和樹×東京
混声合唱団『クリスマスコンサート』」は盛りだくさんの内
容です。

12月ですから季節にあわせたクリスマス・ソングはかかせませ
ん。「赤鼻のトナカイ」「ホワイトクリスマス」のほかにも、クリ
スマスにちなんだ曲をご用意していますよ。

みなさんが小さい時からなじみのある「幸せなら手をたたこ
う」や「おもちゃのチャチャチャ」などの日本の歌は東京混声
合唱団の新しいアレンジで、楽しい気分になってください。

また季節的にはちょっと早いですが「萬歳流し」をお届けし
ます。これは本来は、お正月に歌うものですが、少し早めの
お祝い気分を味わって頂ければと思います。
シアターピースという、会場全体がひとつの空間になる、驚
きの仕掛けがあります。

そして日本と世界の合唱の名曲も歌います。美しい歌声の重
なり、響き合いを大ホールでお楽しみください。

このクリスマスコンサートをきっかけに、多くのみなさまが合
唱に親しんでいただければ嬉しいです。
ぜひお待ちしております！

山田和樹（談） 

本場アルゼンチン・ブエノスアイレスも熱くしたバンドネ
オンの音色—。ほとばしる情熱と哀愁を帯びたタンゴの
世界をお楽しみください！

全席指定
S席 5,500円　A席 4,000円
A席（学生） 2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※学生は26歳未満が対象。（公演当日に学生証をお持ちください） 全席指定　4,000円　※未就学児の入場はご遠慮ください。

■出演
　阿川泰子（ヴォーカル）
　デヴィッド･マシューズ（アレンジ、ピアノ）
　天野清継（ギター）
　江戸川ジャズナイト・スペシャル・ビッグバンド

■出演 小松亮太 with ラスト・タンゴ・センセーションズ
小松亮太（バンドネオン） 鬼怒無月（ギター）
近藤久美子（ヴァイオリン） 鈴木厚志（ピアノ）
田中伸司（コントラバス）
■曲目（予定） リベルタンゴ（ピアソラ）
   風の詩～THE 世界遺産～（小松亮太）
   情熱大陸（葉加瀬太郎）　ほか

絶 賛 発 売 中  ！

絶 賛 発 売 中  ！10.8 【土】大ホール	
17:00開演	

10.2 【日】大ホール	
13:30〜15:00

無料

※窓口または電話にて受付ます。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※定員に達し次第、受付を早期に終了させて頂き 
　ます。

11.18 【金】小ホール	
19:00開演	

第 34 回 江戸川医学会  区民のための特別講演会

「脳卒中 ― 予防と発症時の対応 ―」

日時： 平成 28 年11月19日（土）
 14:00 ～16:00（開場 13:30）

場所： 江戸川区総合文化センター 小ホール

講師： 日本医科大学大学院 医学研究科
 神経内科学分野大学院教授
 木村和美 先生

共催： 江戸川区医師会、江戸川区

先着
500名

定員になり次第締め切ります

入場
無料

広告

阿川泰子 デヴィッド･マシューズ

天野清継

江戸川ジャズナイト・スペシャル・ビッグバンド

2017

江戸川バレエフェスティバルVol.9

日時：	2017年3月12日（日）
	 13:00開場		13:30開演

会場：	江戸川区総合文化センター・大ホール

参加団体：江戸川区内のバレエスタジオ・サークル・個人

後援：江戸川バレエ交流会

問合せ：江戸川バレエ交流会		TEL/FAX	03-3613-3195（染
そめの

野）

参加団体
募集

施設見学会
江戸川区総合文化センターをもっと身近に
感じていただくために、日ごろ見ることので
きない大ホールの裏側をのぞく見学会を実
施します。

■定員  20名

▲「世代を超えてみなさんで
　楽しめるコンサートです。」
　と山田和樹さん

全席指定　S席 3,800円　A席 2,500円　学生券（A席）1,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。　※学生は26歳未満が対象。（公演当日に学生証をお持ちください）



■ 9/27( 火 )「第126回江戸川落語会」及び10/20（木）「鈴木雅之」は完売と	
　なりました。
■ 11/25（金）は館内設備保守点検のため休館いたします。
	 駐車場は第２駐車場のみご利用いただけます。

お知らせ

交通のご案内

　 レストラン　百花百兆のご案内
　4月よりランチメニューに新しく加わりまし
た「せいろ＆焼鳥丼セット」をご紹介致します。
　炭火でじっくり焼いた鶏もも肉をオリジナ
ルのタレに絡め、やわらかく仕上げました。コ
シのある信州そば、うどんがセットになって
おり、一度で二種類の味が楽しめます。平日
11：00～14：00限定のメニューになっており
ますので、是非この機会にご賞味下さい。

お食事　喫茶『百花百兆』
TEL.03-3653-2935
営業時間 10:00〜20:30（ラストオーダー 19:30）
※営業時間は日によって変更する場合がございます。

せいろ＆焼鳥丼セット

施 設ご 利 用 案 内

【大ホール】1497席
クラシックコンサート、舞踊や器楽
の発表会、式典、講演会など。

【会議室】
会議やセミナー、講演会、懇親会
など。

【小ホール】 502 席
ピアノやダンスの発表会、演劇、
講演会など。

【研修室】
会議や講演会、懇親会や小規模
な発表会など。

【リハーサル室】
ダンスの練習、器楽や合唱、ヨガ
など。（壁面に鏡あり）

【和室】
茶道や華道の稽古、小規模の会
議や懇親会など。

江戸川区総合文化センター友の会「サポーターズ・
クラブ」は会員を募集中です。
江戸川区総合文化センターの主催公演（一部をの
ぞく）のチケット先行発売の特典つき。メールマガ
ジンで最新情報をお届けします。
窓口・電話･インターネットからお申込できます。

江戸川区総合文化センター友の会 「サポーターズ・クラブ」

入会金・年会費　無料

チケット先行発売
メルマガで最新情報

情報紙「イベントガイド」・
主催公演のチラシ送付
※別途、送料 1,000 円／ 1年。
ご希望の方はお問合せください。

■ JR 総武線 新小岩駅南口
 [ 徒歩 ]	約15分
	 [バス]	①②番乗り場　都営バス〈新小22〉葛西駅前行き、
	 	 〈新小21〉西葛西駅前行き　「江戸川高校前」下車 3分
■ JR 総武線 小岩駅南口
	 [バス ]	④番乗り場　京成タウンバス〈小74〉小松川警察署行き
	 	 都営バス〈錦 27〉両国・錦糸町駅行き「江戸川文化センター前」下車１分
■駐車場 普通車　244台　1時間 200 円以降	1時間ごと100 円

日本文化体験工房	VOL.1
はじめてのBONSAIワークショップ

に 人気公演発 ！売秋 の

良席はお早めに！良席はお早めに！

日本文化体験工房第1回は「生きたアート・
BONSAI」。世界が注目する日本の伝統文
化・盆栽を今日から始められるワークショッ
プです。

■講師　小林國雄
　（盆栽作家・春花園BONSAI美術館館長）

■定員　20名

第127回	江戸川落語会
落語協会会長・柳亭市馬、「笑点」の新司会者・春
風亭昇太、この秋「橘家文蔵」を襲名する実力派の
橘家文左衛門、キレ味抜群の桃月庵白酒の4人が
笑いの旋風を巻き起こします。
■出演
　柳亭 市馬
　春風亭 昇太
　橘家 文左衛門 改メ 橘家 文蔵
　桃月庵 白酒

18:30開演　全席指定 3,700円 
※未就学児の入場はご遠慮ください。

12.5【月】
小ホール

春風亭昇太

桃月庵白酒

小林國雄

柳亭市馬

サポーターズ  9.17発売
  一　　般    9.24発売

橘家文左衛門 改メ
橘家文蔵

2017.3.19 【日】小ホール	
14:00開演	

©Ayako Yamamoto 金子三勇士

サポーターズ 10.22発売
  一　　般    10.29発売

ピアノってどんな楽器？調律師さんってどんな仕
事をするの？身近にあっても意外と知らないピ
アノについて、ピアニストと調律師が、実演を交
えながら解説。”聴いて、見て、知識を深める”
親子向けのトーク＆コンサートです。

■出演
　金子三勇士（演奏･ナビゲート）
　大橋宏文（調律・トーク）

全席指定　大人2,500円　子ども1,500円（小・中学生）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

11.26 【土】研修室ロビー	 	
14:00〜16：00（予定)

リー・リトナー
&	ジャパニーズ・フレンズ2017
1970年代フュージョンブームの立役者でもある伝
説的ギタリストと、日本のトップミュージシャンた
ちによる贅沢なコラボレーション・コンサート

全席指定
S席 5,500円　A席 4,000円　A席（学生）2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。　※学生は26歳未満が対象。（公演当日に学生証をお持ちください）

■出演
　リー・リトナー（ギター）、寺井尚子（ヴァイオリン）
　本田雅人（サックス）、神保彰（ドラムス）ほか

2017.3.13 【月】大ホール	
19:00開演	

  サポーターズ 10.29発売
  江戸川区民 11.  5発売
    一　般 　 11.12発売

リー・リトナー

参加費　3,000円
申込受付日 9/24(土)10：00〜
 窓口・電話同時

※サポーターズ先行及びホームページでの受付は行いません。　※未就学児の入場はご遠慮ください。
※定員に達し次第、受付を早期に終了させて頂きます。　※参加費はワークショップ当日にお支払いください。

金子三勇士と探さ ぐ

ろう！	ピ・ア・ノのひみつ
～知っているようで知らない不思議な楽器、
　ピアノの国へようこそ〜



江戸川区総合文化センター
イベントスケジュール 全館

小 小ホール 会 会議室

自 自由席指 指定席

和 和室
展 レ展示室 レストランギャ 展示ギャラリー
大 大ホール

窓口にてチケット取扱い

※2016年8月19日現在、掲載を希望された主催者の催事情報です。詳細は各主催者までお問合せください。

10月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

2（日） 　　施設見学会 13:30    大   自  無　料 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

2（日） 第1回親子で楽しむワクワクコンサート 13:00    小   自  無　料 L' Orchestra del Bocciolo　lorchestradelbocciolo@yahoo.co.jp　盛田

5（水）6（木） 第29回くすのきカルチャー教室　自主活動団体文化祭   9:00    全   自  無　料 江戸川区くすのきカルチャーセンター　03-3652-3911

8（土） 　　江戸川ジャズナイト2016 17:00    大
　　  S 席：5,500 円
  指  A 席：4,000 円
　　  A席（学生券）：2,000 円

江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

10（月・祝） 　　フレッシュ名曲コンサート　藤岡幸夫×東京都交響楽団 15:00    大
　　  S 席：3,800 円
  指  A 席：2,500 円
　　  A席（学生券）：1,000 円

江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

10（月・祝） 日本舞踊　青柳流美乃里会 11:00    小   自  1,000 円 青柳流美乃里会　03-5698-3035

15（土） 男声合唱団コール・ヴァフナ　第32回定期演奏会 14:00    小   自  1,000 円 男声合唱団コール・ヴァフナ　090-2331-6360　稲垣

16・23（日） 第59回秋季江戸川区民謡舞踊大会   9:30    小   自  無　料 江戸川区民謡舞踊連盟　03-3652-0708　市川

20（木） 　　鈴木雅之 masayuki suzuki
　　taste of martini tour 2016 Step 1.2.3　～dolce Lovers～ 18:30    大   指  前売：7,800 円

　　  当日：8,300 円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

22（土） カトレア歌謡祭 11:00    大   指  1,000 円 カトレア　03-3671-6953　松丸（12:00 ～ 22:00）

22（土） Na Lei'o Ke'ala Kupaoa Ho'ike 2016 15:30    小   自  2,000 円 Na Lei'o Ke'ala Kupaoa　03-3685-1661　一場

23（日） Orchestra il nesso　第1回演奏会 18:00    大   自     500 円 Orchestra il nesso　Orchestra.il.nesso@gmail.com　松尾

23（日） 第64回江戸川区文化祭　川柳大会 12:30    研   自  無　料 江戸川区川柳作家連盟　03-3679-5035　福井

26（水） 税を考える週間　記念講演会 13:30    研   自  無　料 一般社団法人 江戸川北青色申告会　03-3656-0621　大久保

30（日） 江戸川ウインドオーケストラ　第41回定期演奏会 14:00    大   自  無　料 江戸川ウインドオーケストラ　090-7013-5309　EWO事務局（シモヒラ）
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次号は 2016 年11月20日（日）発行予定です

全

11月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

3（木・祝）6（日） 第64回江戸川区文化祭　総合芸能祭 10:00    大   自  無　料 文化共育部文化課推進係　03-5662-1628

3（木・祝） 第36回ピアノ発表会 13:00    小   自  無　料 ㈱浦安ミュージックアカデミー　047-352-9824

3（木・祝） 第64回江戸川区文化祭　俳句大会 12:45    研   自  無　料 江戸川区俳句連盟　03-3689-8226　山内

6（日） 江戸川区PTAコーラス交歓会 13:00    小   自  無　料 江戸川区 PTA コーラス　03-3651-2031　上村

6（日） 第64回江戸川区文化祭　短歌大会 13:00    研   自     500 円 江戸川区短歌連盟　03-3658-3272　ナカジマ

10（木） 江戸川区長杯争奪カラオケ大会決勝大会 12:30    大
  自     無料（先着500名）
  指  4,000 円
　　 3,000 円
　　 2,000 円

江戸川「食」文化の祭典実行委員会事務局　03-5662-0523　　　

13（日） 江戸川フィルハーモニーオーケストラ　第32回定期演奏会 13:30    大   自  前売：    800 円
　　  当日：1,000 円 江戸川フィルハーモニーオーケストラ　03-3670-0048　オフィス スガ・須賀

16（水） 税を考える週間　鎌田實　記念講演会 13:30    大   自  無　料 一般社団法人　江戸川北法人会　03-3681-3474

18（金） 関東第一高等学校吹奏楽部　第46回定期演奏会 18:30    大   自  前売：    800 円
　　  当日：1,000 円 関東第一高等学校吹奏楽部　03-3653-0844　小川

18（金） 　　小松亮太withラスト・タンゴ・センセーションズ 19:00    小   指  4,000 円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

19（土） JRグループ音楽連盟　第1回定期演奏会 16:30    大   自  無　料 ＪＲ東日本東京吹奏楽団　090-8460-1599　鵜飼

19（土） 第34回江戸川医学会　特別講演会 14:00    小   自  無　料 一般社団法人江戸川区医師会事務局　03-3652-3166（平日 9:00 ～ 17:00）

22（火） 夢コンサート 13:00
17:30    大   指  SS 席：8,640 円

　　 　S 席：7,560 円 ㈱夢グループ　0570-064-724　

23（水・祝） 平成28年度こども音楽コンクール
東日本優秀演奏発表会（Bブロック全部門） 10:40    大   自  無　料 TBS こども音楽コンクール事務局　03-3584-0716

26（土） 第8回シニア音楽祭inえどがわ「和のオーケストラ・織座＆合唱」　 13:30    小   自  1,000 円 江戸川区音楽ユビキタス　03-3651-6006　関口

26（土） 　　日本文化体験工房VOL.1「はじめてのBONSAIワークショップ」 14:00    研   自  3,000 円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

27（日） 第6回楽夢音　オータムコンサート 14:00    小   自  無　料 楽夢音　080-5003-8586　鈴木

期日 催事内容 開始〜終了時間 場所 入場料 お問い合わせ先
11/20（日）〜 23（水・祝） 江戸川サークル連合発表会 10:00 ～ 17:00  展 ギャ

無　料
（＊基本編みで小品作りのみ材料費）

江戸川サークル連合会
03-3673-6821　廣田

20（日）
体験ヨーガ 10:30 ～ 12:00      和

＊基本編みで小品作り　折り紙 10:30 ～ 15:00      会

23（水・祝） 詩吟・舞踊・民謡 10:00 ～ 13:00      研

23（水・祝） 記念講演会「戦没画学生の絵画が訴えるもの」 14:00 ～ 16:00      研

【第40回江戸川サークル連合発表会】

展示室・展示ギャラリー
会期 催事内容 開始〜終了時間 場所 入場料 お問い合わせ先

10/8（土）〜12（水） 第 34 回江戸川石仏の会写真展 10:00 ～ 18:00 
（初日 14:00/ 最終日 16:00）      展 無　料 江戸川石仏の会　03-3670-1665　庄司　　　　　　　　　　

10/8（土）〜16（日） カルチャー教室終了生
パステル 28 第 1 回作品展

9:00 ～ 18:00 
（初日 13:00/ 最終日 15:00）     ギャ 無　料 パステル 28　090-3405-2534　伊藤

10/17（月）〜25（火） 平成 28 年度薬物乱用防止ポスター
標語入選作品展

9:00 ～ 21:45 
（初日 11:00）     ギャ 無　料 東京都薬物乱用防止推進江戸川区地区協議会　03-3658-3177　森

10/19（水）〜21（金） 第 42 回江戸川区職員文化作品展 11:00 ～ 19:00 
（最終日 13:00）      展 無　料 江戸川区職員厚生会　03-5662-1004　関口

10/28（金）〜11/1（火） 江戸川区立小学校教職員美術展 平日11:20～19:00  土日 9:00 ～ 19:00 
（最終日 14:00）      展 無　料 江戸川区立小学校教育研究会　図画工作部　03-3677-0902　河合

10/28（金）〜11/1（火） 江戸川の子ども絵画展 9:00 ～ 19:00 
（最終日 13:00）     ギャ 無　料 江戸川区立小学校教育研究会　図画工作部　03-3677-0902　河合

11/2（水）〜6（日） 透明水彩画展 9:00 ～ 19:00
（初日 13:00/ 最終日 16:00）     ギャ 無　料 透明水彩サークル　03-3659-3063　金井

11/3（木・祝）〜6（日） 江戸川区立中学校　人物写生コンクール作品展 10:00 ～ 17:00 
（初日 15:00/ 最終日 15:00）      展 無　料 江戸川区中学校教育研究会美術部　03-3651-2546　並木
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