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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
 2017

2-3

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

身近にあっても意外と知らないピアノについて、
ピア二ストと調律師が実演を交えながら優しく
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。
★曲目	 ショパン：英雄ポロネーズ
	 	 ドビュッシー：月の光
	 	 リスト：ラ･カンパネラ　ほか（予定）
★出演　金子三勇士［演奏・ナビゲート］
　　　　大橋宏文［調律・トーク］

金子三勇士
©Ayako Yamamoto

©K.Miura

3.19 【日】小ホール	
14：00開演

全席指定　大人［高校生以上］2,500円　子ども［小･中学生］1,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

絶賛発売中 ！

金子三勇士と探ろう！
ピ･ア･ノのひみつ

ピアノの国へようこそ

か ね こ み ゆ じ さ ぐ

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？

知って
いるようで知らない不思議な楽器



リー･リトナー&ジャパニーズ・フレンズ 2017

■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）
オトマロ・ルイーズ（キーボード）
メルヴィン・デイヴィス（ベース）
神保彰（ドラムス）

リー・リトナー

神保彰メルヴィン・デイヴィスオトマロ・ルイーズ寺井尚子 本田雅人

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！

第128回 
江戸川落語会

第129回 江戸川落語会
～新作も古典もモリモリの会～

レストランコンサートvol.4
～津軽三味線とトランペット “和ジャズ”の極み～

江戸川落語会に何度も出演してきた柳家三三
が、ついに初のトリを務めます。落語界の“未
来の大看板”たちの競演をお楽しみに！

昨年に続き、今回も柳家喬太
郎が二席務めます。恒例のリ
クエスト企画を行い、皆様か
ら聞きたい噺を募集します。
何が選ばれるのか当日のお
楽しみ！この会を共に盛り上
げてくれるのは、優しい風貌
でありながら鋭く毒を放つベ
テラン立川生志、観客の笑い
のツボを容赦なくえぐる切り
込み隊長、三遊亭天どん。爆
笑必至の会を見逃すな！

津軽三味線とトランペットで繰り広げる新しいジャズの世界をお楽しみください。

■出演
　柳　家　三　三　　三遊亭　歌　奴
　春風亭　一之輔　　林　家　たけ平

■出演　柳　家　喬太郎
　　　　立　川　生　志
　　　　三遊亭　天どん

3.8【水】小ホール	 18：30開演

三遊亭歌奴

林家たけ平

柳家三三

三遊亭天どん柳家喬太郎 立川生志

春風亭一之輔

絶賛発売中 ！
全席指定  3,700円 
※未就学児の入場はご遠慮ください。

6.19【月】小ホール	 18：30開演 サポーターズ  2.25発売
一　　般　  3.  4発売全席指定  3,700円　

※未就学児の入場はご遠慮ください。

3.13【月】大ホール	 			19：00開演 絶賛発売中 ！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）

Lee Ritenour & Japanese Friends 2017

リー・リトナーさん直筆サイン入りポスターは
江戸川区総合文化センターでご覧になれます！

こんにちは、江戸川のみなさん！ リー・リトナーです。
3月に、みなさんの素敵な街の総合文化センターで、

私の友人である、神保彰さん、寺井尚子さん、
本田雅人さんと一緒に演奏します。

きっと素晴らしいパフォーマンスになると思いますので、
ぜひ楽しみにしていてくださいね！

Message

喬太郎師匠へのリクエスト&メッセージ大募集！
喬太郎師匠のネタで聞いてみたい噺はありますか？
皆様のリクエストを参考に師匠が当日の噺を決めます！

生で聞いてみたいと思っていた喬太郎師匠の噺、
とても面白かったからもう一度聞きたい噺、

キョンキョン応援しています！　等のリクエストやメッセージ。
皆様の熱い気持ちをドシドシお寄せください。

皆様からのメッセージは公演当日に会場内に掲示します。

島裕介小山豊

■出演　小山豊 meets 島裕介
　　　　小山豊（津軽三味線）
　　　　島裕介（トランペット）
　　　　齋藤純一（ギター）
■定員　50名

2.21【火】
レストラン「百花百兆」
14：30〜16：00
全席自由  
1,500円（1ドリンク付き）

2月4日（土）10：00〜
窓口、電話のみ

申　込
受付日
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※定員に達し次第、受付を終了させていた
だきます。

※ホームページでの受付はございません。

応
募
に
つ
い
て

●募集内容
1聞いてみたい新作とその理由
2聞いてみたい古典とその理由
3喬太郎師匠へのメッセージ
4ニックネーム

●受付方法
用紙に上記内容を記入の上、窓口に
お持ち頂くかFAXでお送りください。
詳しくは窓口へお問合せ、またはホー
ムページをご覧ください。

●受付期間 …… 2月25日（土）～6月17日（土）まで



【３公演同時発売！】サポーターズ先行発売 3/25（土）　一般発売 4/1（土）
■ ズーラシアンブラス「音楽の絵本」	 公演日	7/17（月･祝）
■ 塩谷哲 Special	duo	with	小沼ようすけ	 公演日	7/22（土）
■ 子どものためのバレエ「ねむれる森の美女」	 公演日	7/29（土）　

チケット発売情報

交通のご案内

　

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

レストランのご案内

★W
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ellness M
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enu★
いきいきとした毎日を過ごすための
健康的な食生活をお手伝いします

メタボ対策をはじめとした生活習慣病予
防や、健康維持増進を目的とした栄養バ
ランスのとれた野菜たっぷりのセットメ
ニューを、週替わりでご用意しています。
※平日のみご提供いたします。

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。

〈メニュー例〉豚肉の香草パン粉焼き

グランドメニューより「せいろ＆海老と野菜
の天ぷらセット」をご紹介致します。
ボリュームたっぷりの海老、シャキシャキと
歯ごたえのある舞茸、ナスの甘み、大葉の香
りと様々な味わいを楽しめる天ぷらの盛り
合わせと、コシのある当店自慢の麺のセット
メニューです。そば、またはうどんからお好き
な方をお選びいただき、ご賞味ください。

講演会、会議、各種イベント用に、お弁当、
パーティーのご注文も承っております。メ
ニュー、料金について等、お気軽にお問い合
わせください。

せいろ＆海老と野菜の天ぷらセット

松竹大歌舞伎 中村橋之助改め
八代目中村芝翫 襲名披露

小学生のための
歌舞伎体験ワークショップ

歌舞伎界の大名跡「中村芝翫」。
昨年、10月に襲名した中村橋之
助改め八代目中村芝翫が早くも
江戸川に登場します。歌舞伎界
でも異例の親子四人による同時
襲名披露。成駒屋の芸を受け継
ぐ、親子2代で演じる大舞台をぜ
ひご覧ください！

歌舞伎独特の立ち廻り、隈取などの
化粧、三味線や長唄などを、解説を
交えながら実演・体験できる親子向
けワークショップです。

■出演　中村橋之助改め 八代目中村芝　翫
中村国　生改め 四代目中村橋之助
中村宗　生改め 三代目中村福之助
中村宜　生改め 四代目中村歌之助
　　　　　　　　　　中村梅　玉

■演目 「一谷嫩軍記　熊谷陣屋」
 「襲名披露　口上」　ほか

6.30【金】大ホール
 昼夜2公演

サポーターズ 2.18発売
 江戸川区民 2.25発売
 一　  般  3.  4発売

全席指定  S席6,500円  A席5,000円  学生券（A席）2,500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）

※開催時間は決定次第ホームページやメルマガなどでご案内します。

2.26【日】展示室
 14：00〜16：00
全席自由　
親子ペア（小学生と保護者）2,000円
1名追加につきプラス1,000円

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※定員に達し次第、受付を終了させていただきます。
※ホームページでの受付はございません。

■講師
　NPO法人　日本伝統芸能振興会
■内容
　「立ち廻り」、「隈取実演」、
　「歌舞伎音楽・長唄」
■定員　60名

中村橋之助中村歌之助中村福之助 中村芝翫中村梅玉

1月21日（土）10：00〜
窓口・電話・FAX申込受付日

立ち廻りの体験の様子

歌舞伎について知ってみよう！
歌舞伎を観てみよう！



広 告

次号は2017年3月20日（月・祝）発行予定です

春休み子供バレエ講習会

「2017江戸川バレエフェスティバルVol.9」チケット発売中！

◆日時　3/28（火）、29（水）、30（木）、31（金）
　・幼児A（10:00～10:45）対象年齢 3〜4歳
　・幼児B（11:00～11:45）対象年齢 5〜8歳
◆料金　1回500円（4日間 2,000円）
◆場所　江戸川区総合文化センター
　　　　2Fリハーサル室

［申込・問合せ］ フレンズバレエ講師　石沢美希
 080-1301-5152  friendsballet13@gmail.com

［主催］ 江戸川バレエ交流会　　［後援］ 江戸川区

申込
 受付中！

「イベントガイド」の広告掲載・大募集

【サイズ】１枠：天地60mm×左右97.5mm ／２枠：天地60mm×左右200mm
【色】全面 4C（カラー）
【料金】完全データ入稿の場合：１枠10,800円／２枠21,600円

デザイン制作依頼の場合：１枠16,200円／２枠30,240円 （すべて税込）
【発行部数】30,000部（奇数月の20日発行、隔月刊）
【配布場所】
●江戸川区総合文化センター館内 ●「サポーターズ・クラブ」会員希望者へ送付
●江戸川区公共施設（区民館、コミュニティ会館、 スポーツ施設など）の館内ラック 
●江戸川区内の私鉄・地下鉄駅内ラック ●江戸川区内町内会、自治会に配布
●東京、神奈川、千葉、埼玉の主要ホールの情報ラック　など

お申込み・お問合せ　江戸川区総合文化センター  03-3652-1106

「イベントガイド」に広告を掲載してみませんか？
コンサートの告知や教室の生徒募集などにご利用ください。

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
ロ ロビー展 展示室 レ レストランギャ 展示ギャラリー

大 大ホール

※2016年12月23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。

2月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

2（木）
3（金）

東京国際パーカッションコンクール
（東京国際打楽器キャンプ in Tokyo）
2017 Tokyo International Percussion Competition

未定 小 自  無　料 Shanghai percussion institute
Roy＠landay.com.cn  Roy Ruan

8（水）
9（木） 平成28年度熟年文化祭 10：00 大  小 自  無　料 福祉部福祉推進課生きがい係　03-5662-0039　植草

11（土・祝） 第44回東京民謡民舞連盟大会 10：30 小 自  無　料 東京民謡民舞連盟　03-3640-1721　印南

12（日） 第8回子どもフェスタ 14：00 小 自  300円 江戸川子育て・教育センター　03-3653-6751　原田

18（土） 中村一義 江戸川区特別公演
「エドガワQ2017～ERA再構築～」 17：30 大 指  前売：6,500円

当日：未定
DISK GARAGE　
050-5533-0888（平日12：00～19：00） 

21（火） 主催  レストランコンサートvol.４ 14：30 レ 自  1,500円（1ドリンク付き） 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

25（土） アクロス・ザ・ユニヴァース・ウィンド・オーケストラ
第11回定期演奏会 13：45 大 自  無　料 Across the Universe Wind Orchestra

090-3900-3038　冨士本

26（日） 第57回全日本リード合奏大会 12：00 大 指  無　料 全日本リード合奏連盟　090-3436-0638　吉村

26（日） 主催  小学生のための「歌舞伎体験ワークショップ」 14：00 展 自
 親子ペア（小学生と保護者）
2,000円
1名追加につきプラス1,000円

江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

研 研修室
2017

2-3 全

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

2/8（水）・9（木） 平成28年度熟年文化祭 9：00～16：00 展 ギャ 会 無　料 福祉部福祉推進課生きがい係　03-5662-0039　植草

3/11（土）～17（金） 山形県鶴岡市観光写真展 9：00～21：45（最終日15：00） ギャ 無　料 鶴岡市役所観光物産課　0235-25-2111　剣持

3/18（土）～25（土） パステル画愛好会作品展 9：00～18：00（初日12：00/最終日16：00） ギャ 無　料 パステルアネモネ　03-3655-5050　園部

3月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

4（土） くすのきクラブ 第14回合唱祭
10：30
12：40
14：40

大 指  無　料 福祉部福祉推進課生きがい係　03-5662-0039　植草

8（水） 主催  第128回江戸川落語会 18：30 小 指  3,700円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

12（日） 2017江戸川バレエフェスティバル 13：30 大 指  1,000円　幼児500円
自  　800円　幼児400円 江戸川バレエ交流会　03-3613-3195　染野

12（日） 京葉地区連合民謡大会（第41回） 9：30 小 自  無　料 郷民京葉地区連合会　03-3692-8407　五十嵐

13（月） 主催  リー・リトナー＆ジャパニーズ・フレンズ2017 19：00 大 指
 S席：5,500円
A席：4,000円
A席（学生）：2,000円

江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

14（火） FLESPON全国学生フラメンコ連盟 東京公演VOL.22 17：30 小 自  前売：950円
当日：1,000円 全国学生フラメンコ連盟　studiogen5@gmail.com　間瀬

15（水） 関東第一高等学校演劇部 卒業公演vol.4 18：00 小 自  無　料 関東第一高等学校演劇部　03-3653-1541　三原

18（土） 第41回こんぼ亭月例会 13：00 小 自
 前売：3,000円
（事前申込3月10日締切）
当日：3,500円

認定NPO法人地域精神保健福祉機構　047-320-3870

19（日） 主催  金子三勇士と探ろう！ ピ・ア・ノのひみつ 14：00 小 指  大　人：2,500円
子ども：1,500円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

22（水） 日本大学第一中学・高等学校音楽部 第20回定期演奏会 17：30 大 自  無　料 日本大学第一中学・高等学校音楽部　03-3625-0026　湯原

25（土） 第14回アサミバレエスクール発表会 17：00 大 自  無　料 アサミバレエスクール　asamiballet.com　安原

26（日） 第38回全日本リコーダーコンテスト 10：15 大  小 自  1,000円（当日券のみ） 全日本リコーダー教育研究会　zen.rikoken@gmail.com　牧野

27（月） 東京都立小松川高等学校 吹奏楽部 第37回定期演奏会 18：00 大 自  無　料 東京都立小松川高等学校　03-3685-1010　吹奏楽部顧問

27（月） 東京都立葛飾野高等学校 吹奏楽部 第2回定期演奏会 18：00 小 自  無　料 東京都立葛飾野高等学校　03-3602-7131　
吹奏楽部顧問 外側

窓口にてチケット取扱い
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