
チケットお申込み・お問合せ

バリアフリーサービス

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）

発売初日　【窓口】9:00～  【電話・ホームページ・各種プレイガイド】10:00～

●車椅子席・同伴者席は、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。

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

ⒸK.Hasegawa

ⒸKiyonori Hasegawa

ⒸK.Hasegawa

ⒸK.Hasegawa イラスト：永井郁子

7.29 【土】大ホール	
14：00開演

絶賛発売中 ！

全席指定　大人4,500円  子ども（中学生以下）2,000円
※4歳未満の入場はご遠慮ください。

江戸川区総合文化センター指定管理者サントリーパブリシティサービスグループ　2017 年5 月20日発行

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/

江戸川区総合文化センター

イベントガイド
 2017

6-7

クラシック・バレエの名作「ねむれる森の美女」を、初めてバレ
エを鑑賞する子どもたちとその家族のためにお届けします。通
常3時間かかる内容を1時間40分にアレンジし、あらすじなど
を解説する＜ストーリーテラー＞が登場して物語が展開され
ます。美しい夢の舞台を、ご家族みなさまでお楽しみください。
■出演　東京バレエ団

オーロラ姫は100年ねむりました。
ステキなおうじさまにであうために。
オーロラ姫は100年ねむりました。
ステキなおうじさまにであうために。

江戸川区総合文化センターでは、皆さまに安心して施設をご利用いただけるよう、様々な取り組みを行って
おります。詳しくは窓口までお気軽にお問合せください。

●身障者用駐車場　●車椅子貸し出し　●車椅子席・同伴者席の設置など

東京バレエ団
THE TOKYO BALLET



■曲目　「どんぐりころころ太郎が出てきてこんにちは」
　　　　「赤とんぼ協奏曲」ほか（予定）
■出演　ズーラシアンウィンドアンサンブル

ズーラシアンブラス「音楽の絵本」小編成吹奏楽

日本ジャズ史上類まれなテクニックを誇るふたり
のアーティストによる予測不能なインプロヴィゼー
ションと圧倒的なジャズの世界。その先の“感動”
を体感できるスペシャル・ジャズナイト！
■曲目（予定）  Unicorn、Spain、
  Megalith　ほか
■出演　渡辺香津美 JAZZ回帰トリオ
　　　　本田雅人 B.B.Station

江戸川ジャズナイト2017
渡辺香津美 JAZZ回帰トリオ vs. 本田雅人 B.B.Station

本田雅人渡辺香津美
ⒸYosuke Komatsu（ODD JOB）

水野優也

ジャズ、ラテン、ポップスと幅広く活躍する実力派
ピアニストとハイセンスなプレイスタイルに定評
のあるギタリスト。ジャンルにとらわれないふたり
が表現するジャズの新境地をお楽しみください！

おめでたくておせきはん炊いちゃいます。
あの頃の米米をもう一度！ 米米 CLUB、５
年ぶりの全国ホールツアー開催決定
今回は皆様、おなじみの懐かしの楽曲、迷
曲を披露します。乞うご期待！！

9.16【土】大ホール
 

17：30開演
指定席　8,640円
※小学生以上有料（小学生未満でもお席を必要と

する場合は有料）

〈 同時開催 〉えどがわ★夏の子どもまつり

★子どもレセプショ二スト大募集 公演チケット必要
［時間］12：30～17：30 ［対象］小学4年～6年　［募集期間］4/1～6/30
［定員］10名（応募者多数の場合は抽選） ［応募方法］窓口または電話

★軽食コーナー 1Fロビーでは、パンや焼きそばなどの軽食の販売がございます。

［時間］11：00～15：00　［場所］小ホール前★大道芸ひろば！ 無 料

★楽器体験ワークショップ 無 料 ［時間］13：30～14：30 ［場所］展示室　
［対象］子どもと保護者の方 ［協力］島村楽器㈱

塩谷哲 Special Duo
with 小沼ようすけ

し お の や  さ と る

お   ぬ ま

米米CLUB 
a K2C ENTERTAINMENT TOUR 2017
〜おせきはん〜

7.17【月・祝】大ホール	15：00開演
全席指定　大人2,000円  子ども1,000円（3歳〜中学生）

※0歳より入場可。3歳未満は大人1名につき1名
　ひざ上無料。お席が必要な場合は子ども料金。

残席僅少

第130回 
江戸川落語会
TVでおなじみの円楽が登場！「笑点」の裏話で大
盛り上がり！？ 飄々とした語り口で観客をひき込む
志ん輔、6ヶ国語を操る国際派の竜楽、古典落語
を得意とする若き精鋭・文菊。バラエティ豊かな
面々が登場！
■出演　三遊亭  円　楽　　古今亭  志ん輔
　　　　三遊亭  竜　楽　　古今亭  文　菊

■出演　由紀さおり、安田祥子

古今亭志ん輔

古今亭文菊

三遊亭円楽

三遊亭竜楽

■申込方法　5.26 HPにて発表（予定）
小沼ようすけ塩谷哲

■曲目（予定）　
Spanish Waltz（塩谷哲）
The Elements（小沼ようすけ）
Summertime（George Gershwin）
Spain（Chick Corea）  ほか
■出演　
塩谷哲（ピアノ）、小沼ようすけ（ギター）

7.22 【土】小ホール	 16：00開演
全席指定　4,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

絶賛発売中 ！

9.20 【水】小ホール	 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。
サポーターズ 6.10発売
 一　  般  6. 17発売

10.14 【土】大ホール	 17：00開演
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）

絶賛発売中 ！

幼い頃に親しんだ懐かしい歌の数々。
由紀さおり・安田祥子姉妹の歌声は、思い出の扉を
優しく開いてくれるでしょう。

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。今年、喜寿を迎えた『炎のマエストロ』小林研一郎が、
ドヴォルザークの代表曲を、熱く情熱的にお届けします。

日本通運 presents

由紀さおり・安田祥子
ファミリーコンサート 両手いっぱいの歌 2017 

フレッシュ名曲コンサート

小林研一郎＆
日本フィルハーモニー交響楽団
〜ドヴォルザークの世界〜 

由紀さおり  安田祥子

全席指定　一　般5,000円  
　　　　　子ども1,000円（3歳〜中学生）
※0歳より入場可。3歳未満は
　大人1名につき1名ひざ上無料。
　お席が必要な場合は子ども料金。

サポーターズ 6.  3発売
 一　  般  6. 10発売

小林研一郎 Ⓒ浦野俊之

11.23 【木・祝】大ホール	 15：00開演
全席指定　S席3,800円  A席2,500円  A席（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）

サポーターズ 6.  3発売
 一　  般  6. 10発売

■曲目　ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
　　　　ドヴォルザーク：交響曲第9番 ホ短調 作品95「新世界より」
■出演　指揮：小林研一郎、チェロ：水野優也、管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団
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

特別協賛：日本通運株式会社

10.22 【日】大ホール	 15：00開演

翁家和助



施設ご利用案内

【チケット販売状況】 
■5/26（金）「歌舞伎プレセミナー」は残席がございます。ご希望の方はお問合せく

ださい。
■6/19（月）「第129回江戸川落語会」（出演：柳家喬太郎、立川生志、三遊亭天どん）は

完売となりました。なお、当日券はございません。何卒ご了承ください。
　＊「喬太郎師匠へのリクエスト&メッセージ」は6/17（土）まで受付けています。

お知らせ

交通のご案内

【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

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。

平日11：00～14：00限定のランチメニューに
「塩豚カルビ定食」が新しく加わりました。
黒胡椒を効かせた塩ダレと、絞ったレモンの
香りと酸味が、豚肉の旨みを一層引き出しま
す。次第に暑くなるこの季節にさっぱりとお
召し上がりいただける一品です。ご来店の際
には是非ご賞味下さい。

水嶋一江＆ストリングラフィ・アンサンブル
糸の森の音楽会
絹糸と紙コップでできた、糸でんわの楽器『ストリングラフィ』。会場いっぱいに張
り巡らせた、約100本のストリングラフィから、童謡やクラッシック、動物の鳴き声
まで、飛び出してきます！小さいお子様から大人まで、誰でも鑑賞・体験が出来る
コンサートです。

レストランのご案内

当日は、地元の商店街
や伝 統工芸保存会な
ど、様々なお店や団体
が出店し、お土産、軽食
などの販売を致します。

■演目　
一、「猩々」　
水の中に棲む酒好きで無邪気な中国の伝説の
霊獣、猩々を巧みに表現した、格調高い華やか
な舞踊をご覧いただきます。

二、「襲名披露　口上」　
裃姿の俳優が舞台に並び、八代目中村芝翫、
四代目中村橋之助、三代目中村福之助の襲名
披露のご挨拶を申し上げます。

三、「一谷嫩軍記　熊谷陣屋」　
人生の儚さが胸をうつ義太夫狂言屈指の名作
を、新芝翫が襲名披露狂言として、四世芝翫の
型で演じます。

■出演　
中村芝翫、中村橋之助、中村福之助、
中村梅玉、中村歌六、中村扇雀、
中村錦之助、市川高麗蔵、中村梅花　ほか

［時間］ 11：00〜12：30  
［対象］ 小学3年生以上
初心者向けに、扇子を使った
仕草や小話を練習し、発表会
では全員で大喜利をします。

［時間］ 14：00〜16：00  
［対象］ 小学4年生以上
自分で落語を覚えて発表会で
披露します。落語について少
し知識のある方向けです。

日本の伝統芸能である落語に親しんでみませんか？

　　　　　   7/1【土】、7/8【土】、
7/15【土】、7/30【日】、8/5【土】
練習日（全5回）

発表会 8/6【日】
■場所　和室　　■参加費　2,000円
■募集人数　各15名程度（多数の場合は抽選）
■募集期間　4/22（土）〜6/17（土）　
■応募方法　窓口または電話

■講師　橘家仲蔵

大
喜
利
コ
ー
ス

高
座
コ
ー
ス

昨年の発表会

塩豚カルビ定食

中 村 芝 翫
な か むら 　 し か ん

中 村 梅 玉
な か むら  ばいぎょく

中村橋之助
なかむら はし の す け

中村福之助
なかむら ふ く の す け

Ⓒ松竹

6.30 【金】大ホール	 昼の部12：00／夜の部16：30開演
全席指定　S席6,500円  A席5,000円  
　　　　　A席（学生）2,500円  グループ券（S席4枚）20,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※A席（学生）は、26歳未満で学生の方が対象です。（公演当日に学生証をお持ちください）
※グループ券は、江戸川区総合文化センター窓口、電話のみの販売です。

絶賛発売中 ！

■曲目　 It's a small world、アイ
ネ・クライネ・ナハトムジー
ク、クラリネットをこわし
ちゃった、アンパンマン
マーチ　など

■出演　 水嶋一江、鈴木モモ、
 田実峰子、蓮見郁子

お帰りバスが出ます
★夜の部のみ

ⒸOsamu Tamura

9.3【日】展示室
大人1,000円  
子ども500円（3歳〜中学生）

[0歳以上対象]  11：00〜11：50
[小学生以上対象] 14：00〜15：00 ※3歳未満無料。　

※1回目は0歳から入場可。
　2回目は小学生から入場可。
※定員に達し次第、受付終了とさせて頂きます。

■申込受付　7/8（土） 10：00～　
■定　　員　各回50名
■応募方法　窓口または電話

らくごワークショップ2017 参加者募集



広告

次号は2017年7月20日（木）発行予定です

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

※2017年4月20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。

研 研修室
2017

6-7 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

6/10（土）～11（日） 東京原種カトレヤ研究会 第4回洋蘭展 10日　12：00～17：00
11日　10：00～15：00 展 無　料 東京原種カトレヤ研究会　090-4015-6481　恩田

6/17（土）～18（日） 第11回 家庭倫理の会 江戸川区文化展 17日　11：00～17：00
18日　  9：00～16：00 展 無　料 家庭倫理の会 江戸川区秋津書道会・しきなみ短歌会　

090-6175-1107　髙橋
7/5（水）～9（日） 創立55周年記念江青美展 9：30～18：00（最終日16：00） 展 無　料 江青美　03-3678-6608　江澤

7/15（土）～16（日） 建築家展 11：00～18：00 展 無　料 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン東京東スタジオ　
03-3675-4760　木村

7/30（日） おおぞら会 全事業所 展示会 11：00～17：00 展 無　料 特定非営利活動法人 おおぞら会　03-5668-4866　望月

窓口にてチケット取扱い

6月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

3（土） 環境フェア2017 9：00 全 自  無　料 環境推進課推進係　03-5662-1991　泉　神野　井上

10（土） 江戸川ギター・マンドリンクラブ　第28回定期演奏会 14：00 大 自  500円 江戸川ギター・マンドリンクラブ
http://www.edogawagmc.com/ 餅田

11（日） 第57回全朗協　吟と舞の集い 10：00 小 自  無　料 全国朗吟文化協会　03-3651-1585　新井

17（土） 明治大学交響楽団　6月演奏会 18：30 大 自  一般：800円
学生：500円 明治大学交響楽団　090-7908-8299　前川

17（土） 慶應アンサンブルファミーユ 第30回サマーコンサート 17：30 小 自  無　料 慶應義塾大学アンサンブルファミーユ
https://keiofamille.wordpress.com　植田

18（日） 江戸川吹奏楽団　第44回定期演奏会 13：30 大 自  無　料 江戸川吹奏楽団　070-1503-1970　田中

19（月） 主催  第129回江戸川落語会 18：30 小 指  3,700円 完売 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

25（日） 第22回ファミリーコンサート 11：30
14：30 大 自  大　人：1,000円

子ども：   500円 江戸川フィルハーモニーオーケストラ　www.edophil.jp

25（日） 第五十九回山木会 箏曲演奏会 11：00 小 自  無　料 山田流箏曲山木会　03-3657-2985　山木

25（日） 研究歌会 13：00 研 自  無　料 江戸川区短歌連盟　03-3651-3821　和田

30（金） 主催  松竹大歌舞伎 昼の部12：00
夜の部16：30 大 指

 S席：6,500円
A席：5,000円
A席（学生）：2,500円

江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

7月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

1（土） 早稲田大学クラシック弦楽合奏団　第31回定期演奏会 17：30 小 自  無　料 早稲田大学クラシック弦楽合奏団　kuragen.chips.jp　山田

2（日） TANI JAZZ JAZZ DANCE LIVE 2017 13：45 小 自  350円 タニジャズ　03-3680-5475　細谷

4（火） 琴伝流大正琴 第31回東京大会 10：00 大 自  無　料 琴伝流大正琴全国普及会　042-645-3721　大橋

8（土）・9（日） 大江戸轟音ライブ　Vol：14 1日目14：00
2日目11：00 小 自  1,000円 ㈱オルフェウスレコーズ　03-5674-7131　下田

9（日） 江戸川ママブラス・マリン♪
第10回ファミリーコンサート 14：00 大 自  無　料 江戸川ママブラス・マリン♪　

mamabrass_marine@yahoo.co.jp　安西

16（日） 第12回西村バレエスタジオ発表会
「ドン・キホーテ」より・コンサート 15：00 大 指  無　料（チケット必要）自 西村バレエスタジオ　03-3678-9130　西村

17（月・祝） 主催  ズーラシアンブラス 「音楽の絵本」小編成吹奏楽 15：00 大 指  大　人：2,000円
子ども：1,000円 僅少 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

22（土） 主催  塩谷哲 Special Duo with 小沼ようすけ 16：00 小 指  4,000円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

23（日） 第11回西島バレエ・スタジオ発表会 15：00 大 自  無　料 西島バレエ・スタジオ　047-326-9221　西島

26（水） 第65期TBSこども音楽コンクール　江戸川地区大会 10：40 大 自  無　料 こども音楽コンクール事務局　03-3584-0716　御園　古川

29（土） 主催  子どものためのバレエ 「ねむれる森の美女」 14：00 大 指  大　人：4,500円
子ども：2,000円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

30（日） ルセッタアミュゼ吹奏楽団 第7回定期演奏会 17：30 大 自  無　料 ルセッタアミュゼ吹奏楽団　http://recette.chu.jp/

30（日） 十周年記念 未来に向かって輝け! 羽ばたけ!!おおぞら会 11：00 小 自  無　料 特定非営利活動法人 おおぞら会　03-5668-4866　望月

31（月） 岡田雅風　同窓会コンサート 14：20 小 自  無　料 岡田雅風　okadagahuu@yahoo.co.jp

ギター生徒募集中

6,900円入門クラス
月謝

 月３回・各40分
（個人レッスン）

初級7500円　フラメンコギター8700円

7/15（土）ティアラこうとう・小ホール　14時開演
フラメンコギター＆クラシックギターライブ1800円

新しい趣味として
ギターを始めてみませんか？
楽譜が読めなくても大丈夫♪
個人のやりたい目標に向け　丁寧に教えます。

あり, レッスンギターありP

えどがわ産業ナビえどがわ産業ナビライブ
情報 http://edogawanavi.jp/shop/100249

《お問合せ》宮川明フラメンコギター教室
携帯：090-8491-6364 tel/fax：03-3878-8077

mail：akiramiyakawa@ezweb.ne.jp

無料お試しレッスンあり
初回限定 入会金

75%OFF!
2500円

キャンペーン

9周年葛西駅
徒歩7分


