
今回は
2席たっぷり！
古典＆新作、
お楽しみに！あなたの

笑いのツボを
くすぐります！

私の
インタビューは
中面を
見て下さい！

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　2015年1月20日発行

2015

2-3 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

■ 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）

 パソコン http://edogawa-bunkacenter.jp/ 
 携帯 http://edogawa-bunkacenter.jp/m/
 ※施設の空き照会、ご予約も可能です。

各プレイガイドのご案内

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

（サポーターズ・クラブ／
 一般共通）

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

イープラス http://eplus.jp

小学生より
入場可

0歳より
入場可

サポーターズ
先行予約あり 4 表示の年齢より

入場可

■アイコンの説明

江戸川区総合文化センター

イベントガイド

ローソンチケット 0570-000-407
 http://l-tike.com

（10:00 ～ 20:00）
※一部受付対象外の公演もございます。

3.9【月】
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。

絶賛発売中 ！

江戸川落語会はついに120回を迎えました！
今回は、BS11の落語番組「柳家喬太郎のようこそ芸賓館」でも
おなじみ、柳家喬太郎が古典と新作をたっぷり2席演じます。
また落語界のホープとの呼び声も高い古今亭菊之丞、
若手女流落語家として話題沸騰中の
春風亭ぴっかり☆が華を添えます。

■出演
　柳　家 喬　太　郎
　古今亭 菊　之　丞
　春風亭 ぴっかり☆

第120回 江戸川落語会

江戸川落語会は江戸川区総合文化センター開館初期より、約30年にわたって開催されている落語会です。
江戸川区平井で育った八代目橘家圓藏の協力を仰ぎ、“旬で一流の落語家をご近所で見られる”がコンセプト。
その華やかな顔ぶれは地元住民に大変喜ばれ、その評判を聞いた落語ファンが遠方からも駆けつけるようになりました。
30年たっても江戸川落語会が昔と変わらず、庶民的で笑いがあふれる会なのは、
八代目橘家圓藏の明るく気さくな人柄によるものといえるでしょう。
年に４回の江戸川落語会（３月・６月・９月・１２月）、皆様のお越しをお待ちしております。

と
は
？



第34代木村庄之助の相撲講座
大相撲中継だけではわからない相撲の裏側を元行司、第34代木村庄之助が軽快な口調でみなさんにご紹介します。
行司や呼出の仕事を、実演も交えて解説するほか、江戸川区に部屋を構える武蔵川親方とのトークショーもあり。
相撲がぐっと身近に、もっと楽しくなること間違いなし！ 初心者からツウな人まで楽しめる充実の全３回でおおくりします。
講師：伊藤勝治（元行司・第34代木村庄之助）

■ 第1回 1.31【土】 「相撲を支える脇役、呼出とは？」
  ゲスト：利樹之丞（十両呼出・高砂部屋）

■ 第2回 2.21【土】 「相撲の歴史と行司の役割」

■ 第3回 3.28【土】 特別企画：「相撲放談」
  特別ゲスト：武蔵川光偉（第67代横綱武蔵丸、武蔵川部屋・師匠）
  進行：下角陽子（フリーアナウンサー）

研修室
14:00〜15:30　全席自由　各回1,000円　3回セット券2,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

第３回の特別ゲスト　武蔵川光偉 講師　伊藤勝治（元行司・第34代木村庄之助）

絶 賛 発 売 中  ！

interviewinterview

　　　第121回

江戸川落語会
■出演
　柳　家 権太楼
　桃月庵 白　酒

　柳　家 花　緑　
　古今亭 菊志ん

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。

6.22【月】
小ホール

サポーターズ  2.28発売
  一　　般     3. 7発売

柳家権太楼

桃月庵白酒

柳家花緑

古今亭菊志ん

次回は！

春風亭ぴっかり☆インタビュー「天・真・爛・漫」
アポなしで師匠に突撃！
翌日から落語家人生スタート！

　̶ なぜ落語家を目指そうと思ったのでしょうか。
 ぴ 小さい頃から舞台を見るのが大好きだったので

 ミュージカルの専門学校を卒業しました。ただ、
 伝統芸能だけはなじみがなかったんです。でもあ
 る日、落語に触れる機会があり「あ、私が目指す道
 はこれだ！」とピンときて。そこからは、所属してい
 た劇団もやめて寄席通いを始めました。

　̶ そして今の師匠（春風亭小朝さん）に弟子入り
 志願を？

 ぴ “師匠は小朝しかいない！”。これは迷いがありま
 せんでした。ただなんのコネもツテもないんです
 よ。どうやって会いに行けばいいの？ と悩んだ
 末、昼夜公演の合間なら少しは時間があるかも
 と思い、楽屋を突撃！「弟子にしてください！」と
 頭を下げました。もちろん何回か断られることは
 覚悟の上です。ところが、話を聞いた師匠が思い
 がけない一言を。「とるよー！」とマネージャーさん
 に叫んだんです。次の日には前座名「ぽっぽ」とし
 て噺家の修行生活が始まりました。

　̶ おぉ～、運命を感じますね。
 小朝師匠に決めた理由を教えてください。
 ぴ 私は師匠の存在すべてが好きなんですよ。マルチ
 にやっているところ、発想が柔軟なところ。“この人
 なら自分を育ててくれる”って確信がありました。
 男性ばかりの落語界の中でコツコツ真打ちを目
 指すのではなく、落語をやっているパフォーマー
 がいてもいいのではないだろうか、という私の思い
 を汲み取ってくれたんです。弟子にしてもらった時
 は本当に嬉しかったです。

「女」は私のひとつの個性です

　̶ とはいっても男性ばかりの落語界です。女性であることで色々苦労はないですか？
 ぴ 苦労するのは百も承知です。楽屋には女の着替える場所なんてないですよ。でも男にならな
きゃいけないというのは違う。「女」というのは私のひとつの個性だと思ってやっています。女
だから得することもあるんですよ。お年寄りや子どもには覚えてもらいやすいですし。ただ、
女の落語家に反対派の方はいっぱいいらっしゃいます。プラスとマイナスがあるから、ある意
味フラットだと思っています。

　̶ 基本的に落語は男性目線での噺が多いですが、噺を選んでいるのですか？
 ぴ 女性がやるのは無理だと思われる噺にもあえて挑戦します。吉原の噺もやりますよ。
 ※この日の演目は小朝師匠の新作、吉原が舞台の「元禄女太陽伝」。

　̶ 女流落語家さんと交流はありますか？
 ぴ 女流は少ないのでよくお会いするし仲がよいです。たまに女子会もしますよ。…でも男前の
ねえさんが多いので「おじさん会」だなあ…（笑）。たくさんの女流の先輩が道を作ってくだ
さったので、私は本当に楽をさせていただいています。

「大人AKB」に応募！さまざまな体験も環境もすべて芸のこやしに！

　̶ 昨年、アイドルのオーディション「大人AKB」に応募し、最終選考まで残られましたね。
アイドル活動も、師匠はOKだったのでしょうか？

 ぴ 前座だったら無理だったんですけどね。師匠に「受けてもいいか？」と聞いたところ「君、受け
なきゃだめだよ～」とノリノリでした（笑）。厳しい師匠だったら絶対ダメですよね。この自由な
考え方もうちの師匠ならではです。プライベートの体験が身になるからって。

　̶ なるほど！ところで好きなタイプの男性ってどんな人か教えてください！
 ぴ おかみさんっぽい人ですね。着物をたたんで私の帰りを待っててくれるような。私、中身がほ
とんどおじさんなんですよ～。可愛い女の子がいるとワーっておじさん目線で見てしまいます。

　̶ イケメンの若い男性と話が最高に面白い年配の男性がいたらどちらを選びますか？
 ぴ 悩むな…。最近、イケメンみてない…。この業界にイケメンいない…。面白いおじさまは周り
にいっぱいいるんですけどね。最近も50人の会場で私以外、全員おじさまだったんですよ～。
それもおじいちゃんよりの。環境的に面白い年配の男性ばかりなので、選ぶ余地がないです。

　̶ 最近は、落語好きな男女が集まった婚活落語会とか落語合コンというのがあるらしいですね。
 ぴ え～、ほんとですか！？うらやましい！でも、それって話す側にはなんの関係もないことです
よね！（周りにいる他の師匠方も、悲しげにうんうんとうなづく）。客席のみなさんはカップ
ルになったりして楽しんでいるんですね…（遠い目）。

　̶ 最後にこれから目指す姿を教えてください。
 ぴ お客様が私の一生懸命な姿をみて、明るい気持ちになっ
てお帰り頂ければと思っています。そしていつか、「ぴっか
り☆だからいいよね」と思われる落語家になりたいです。

江戸川落語会には、前座時代に3回も出演されているぴっ
かり☆さん。持ち前の明るさとパワフルさでこれからも周
囲を楽しませる噺家でいてくださいね。ぴっかり☆さんの
更なる活躍に乞うご期待！
平成26年12月21日（日）江戸川区新川さくら館にて

（インタビュー／文　Yomura）

プロフィール
平成18年（2006年）11月 春風亭小朝に
入門、「春風亭ぽっぽ」となる。
平成19年（2007年） 6月 前座となる。
平成23年（2011年）11月 二ッ目昇進
「ぴっかり☆」と改名

主なテレビ出演
日本テレビ「笑点」若手大喜利メンバー
テレビ東京「なないろ日和！」レポーター
（不定期出演）など



E V E N T  S C H E D U L E
イベントスケジュール2-3月

      2015 Feb-Mar

全 全館
小 小ホール 研 研修室 会 会議室マークの

説明 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

※2014年12月19日現在、掲載を希望された主催者の催事情報のみとなっております。
　内容等変更になる場合もございますので、詳細は各主催者まで直接お問合せください。

2月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

8（日） 　　 一青窈　ＴＯＵＲ　2014-2015 〜私重奏〜 17:00 ＊6,300円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

11（水）
12（木） 平成26年度　熟年文化祭 10:00 無　料 江戸川区役所福祉部福祉推進課　生きがい係　03-5662-0039　植草

14（土） 　　 レストランコンサートVol.1 18:00 ＊1,000円
（1ドリンク付） 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

21（土） 臨海混声合唱団 第9回 演奏会 17:00 1,000円 臨海混声合唱団　03-3877-7929　大場

21（土） 　　 第34代木村庄之助の相撲講座
　　 第2回 「相撲の歴史と行司の役割」

14:00
　各回 1,000円
　3回セット券 2,500円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

22（日） 第42回 東京民謡民舞連盟大会 10:30 無　料 東京民謡民舞連盟　03-3640-1721　印南

28（土） 安田学園吹奏楽クラブ　第22回 定期演奏会 17:30 無　料 安田学園吹奏楽クラブ　03-3624-2666　井田（吹奏楽クラブ顧問）

3月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

7（土） くすのきクラブ連合会 第12回 合唱祭
10:30
12:40
14:40

無　料 江戸川区役所福祉推進課　生きがい係　03-5662-0039　磯貝

9（月） 　　 第120回 江戸川落語会 18:30 ＊3,700 円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

　14（土） 2015 江戸川バレエフェスティバル Vol.7 13:30
　一　　般 1,000 円
　幼　　児　 500 円
　親子ペア 1,000 円

江戸川バレエ交流会　03-3613-3195　染野

15（日） 第39回 民謡民舞大会   9:30 無　料 一般財団法人日本郷民謡協会　京葉地区連合会　03-3692-8407　五十嵐

19（木） 関東第一高等学校演劇部　卒業公演 Vol.2 18:00 無　料 関東第一高等学校演劇部　03-3653-1541　三原（演劇部顧問）

22（日） 指輪物語を演奏する、一夜だけのオーケストラ 13:30 無　料 Tokyo Ring Orchestra　haseo.ring@gmail.com　宇津木

26（木） 都立小松川高校吹奏楽部 第35回 定期演奏会 18:00 無　料 都立小松川高校吹奏楽部　03-3685-1010　小松

28（土）
日本大学第一中・高等学校音楽部
第18回 定期演奏会

16:30 無　料 日本大学第一高等学校音楽部　03-3625-0026　湯原

28（土） 東洋高等学校吹奏楽部　第11回 定期演奏会 17:30 無　料 東洋高等学校　03-3291-3824 石井

28（土） 　　 第34代木村庄之助の相撲講座
　　 第3回 特別企画：「相撲放談」

14:00
　各回 1,000円
　3回セット券 2,500円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

29（日） 第36回 全日本リコーダーコンテスト 10:30 1,000 円 全日本リコーダー教育研究会　zen.rikoken@gmail.com　牧野

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

2/7（土）〜2/8（日） 第17回建築家展 11:00 〜 18:00 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

2/11（水）〜2/12（木） 平成26年度　熟年文化祭 9:00 〜 16:00 無　料 江戸川区役所福祉部福祉推進課　生きがい係　03-5662-0039　植草

2/19（木）〜2/21（土） 書道展 10:00 〜 17:00
（初日13:30／最終日16:30） 無　料 楽参会　047-472-6071　山田

3/14（土）〜3/20（金） パステル画愛好会作品展 9:00 〜 18:00
（初日12:00／最終日17:00） 無　料 パステルアネモネ　03-3655-5050　園部
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松竹大歌舞伎
中村翫雀改め

四代目中村鴈治郎襲名披露
今年1月に襲名をしたばかりの四代目中村鴈治郎が早くも登場。襲名
披露の同じ年に全国公演に登場するのは、歴史の長い歌舞伎の全国
公演の中でも、今回が2回目。しかもその1回が、はからずも平成7年
の中村翫雀・扇雀襲名披露以来という、非常に貴重な公演です。
今回は、玩辞楼十二曲（がんじろうじゅうにきょく）という初代中村
鴈治郎が撰んだお家芸演目の中から、双蝶々曲輪日記「引窓」をおお
くりいたします。

楽しさがよくわかる

江戸川歌舞伎塾
第１回は日本の文化や生活に根付いた歌舞伎の歴
史をひも解きます。第２回は歌舞伎の裏方を知る講
師ならではの着眼点で、6/30に行われる松竹大歌
舞伎の演目解説をします。
2講座セットで受講すると、より深く歌舞伎につい
て学べるのでおススメ！
講師：神山彰（日本演劇研究者、明治大学教授）
約20年間、国立劇場芸能部で歌舞伎、新派の制
作に従事。近代日本演劇に関する著書あり。

第1回 5.16【土】「遠くて近い歌舞伎の世界」

第2回 6.13【土】「さあ、歌舞伎を観にいこう！」

研修室
15:00〜16:30
全席自由 各回1,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

※開演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。6.30【火】大ホール　昼夜2公演　

S席 6,500円　A席 5,000円　学生券（A席） 2,500円
グループ券（エリア限定）S席4枚 20,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

＊

＊

＊

完売御礼

レ

©松竹
■演目：『玩辞楼十二曲の内　双蝶々曲輪日記　引窓』『襲名披露口上』ほか
■出演：坂田藤十郎、中村鴈治郎、中村扇雀、尾上松緑　ほか

     サポーターズ 　 2. 7発売
江戸川区民先行抽選  2.10申込開始
     一　般 　    3. 7発売
※「江戸川区民先行抽選」の申込みは江戸川区在住、在勤 
　 在学の方限定となります。詳しくは江戸川区総合文化セン 
　 ターまでお問合せください。

4枚1組をお得な料金で

     サポーターズ 　 2. 7発売
江戸川区民先行抽選  2.10申込開始
     一　般 　    3. 7発売

展



　 ３Fレストラン　百花百兆のご案内

施設利用の際、あらかじめ施設予約システム『えどねっと』利用者登録（無
料）が必要です（大型文化施設 利用団体登録・個人登録）。えどねっと利用者
登録、抽選参加方法、利用予約に関すること、その他ご不明点がございまし
たら、江戸川区総合文化センター窓口までお問い合わせください。
https://www.edogawa-yoyaku.jp/edo-user/
※施設予約システム「えどねっと」は、江戸川区総合文化センターホームページ
　からもアクセスいただけます。

平成28年 2月分【大ホール　小ホール　展示室（展示目的での利用のみ）】

平成27年 7月分【リハーサル室　和室　会議室　研修室　展示室　展示ギャラリー】

平成28 年 3月分【大ホール　小ホール　展示室（展示目的での利用のみ）】

平成27年  8月分【リハーサル室　和室　会議室　研修室　展示室　展示ギャラリー】

座 席 表

えどねっと

江戸川区総合文化センター　施設ご利用案内

施設利用受付開始情報

交通のご案内

2/1
開 始

3/1
開 始

■ 抽選の流れ
毎月1日 10日 11日 19日 20日

9:00
受付開始

抽選申込み受付

12:00
えどねっと
サイト上にて
抽選結果発表

当選分
利用料支払受付

12:00
空き予約
受付開始

※毎日 3:00～4:00と11日 0:00～12:00はメンテナンスのため、システムを停止いたします。

22:00
締切

JR新小岩駅南口より徒歩15分
徒歩ルート

江戸川高校前バス停より徒歩3分

■ JR 総武線 新小岩駅南口
●徒歩　約15分
●バス【①②番のりば】
都営バス< 新小 21> 西葛西駅行き
　　　　< 新小 22> 葛西駅行き
　「江 戸川高 校 前」下車徒歩3分
　「江戸川区役所前」下車徒歩5分
■ JR 総武線 小岩駅南口
●バス【④番のりば】
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」下車徒歩1分
●駐車場あり ※収容台数244台

（普通車 : 最初の1時間200円、
　以降1時間毎に100円）

次号は 2015年3月20日（金）発行予定です

江戸川区総合文化センター友の会「サポーターズ・
クラブ」は入会金、年会費無料です。
江戸川区総合文化センターの主催公演や共催公
演（一部をのぞく）のチケット先行予約の特典つ
き。メールマガジンで最新情報をお届けします。
みなさまのご入会をお待ちしております。

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

会員募集中！

イベントガイド・チラシ郵送

午 前 午 後 夜 間 全 日

平　日 46,290円 92,570円 115,710円 254,570円

土・日・祝 55,540円 111,090円 138,860円 305,490円

午 前 午 後 夜 間 全 日

平　日 13,890 円 27,770 円 34,770 円 76,430 円

土・日・祝 16,660 円 33,330 円 41,660 円 91,650 円

大ホール施設利用料（1497 席）

小ホール施設利用料（502 席）
（郵送希望の方は、別途 1,000円）
※文化センターに
　直接お問合せください。

大ホール

小ホール

レストランコンサート vol.1

今回ご紹介する「とんかつミックス」は海老フ
ライ、ヒレカツ、カニクリームコロッケの3種類
の盛り合わせです。海老、豚ヒレ肉は荒いパ
ン粉を使用し、サクッと揚げております。また、
カニクリームコロッケは玉ねぎを煮詰めたコ
クのあるホワイトソースとカニ肉をたっぷり
詰め細かいパン粉を使用し仕上げました。と
んかつソース、レモン、タルタルソースの中か
らお好きなお味でお召し上がり下さい。

講演会・会議・各種イベント用にお弁当やパーティーのご注文も承っております。

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。

マリンバやヴィブラフォン、世界各国のパーカッションを演奏する3人組が登場。自由でワク
ワクする音楽を聴きながら、バレンタイン・デーの夜にレストランで楽しんでみませんか？

全席自由 1,000円（1ドリンク付）
発売日　 1月24日（土）
     9：00〜 江戸川区総合文化センター 窓口
   10：00〜 電話 03-3652-1106
※未就学児の入場はご遠慮ください。

お申込・問合せ　03-3652-1106（江戸川区総合文化センター）

とんかつミックス

春休み子供バレエ講習会

「2015 江戸川バレエフェスティバルVol.7」チケット発売中！

熊本比呂志 山口真由子 牧野香苗

■ 大ホール［座席数　1,497］
 （車イス席3席分、介護者席3席含む） 

■ 小ホール［座席数　502］
 （車イス席2 席分、介護者席2 席含む） 
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31～4219～30
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1層席
車イス席車イス席介護者席介護者席

大ホール
舞台正面

2層席

1階1扉1階1扉 1階2扉1階2扉

2階2扉2階2扉2階1扉2階1扉

4階1扉4階1扉 4階2扉4階2扉 4階3扉4階3扉 4階4扉4階4扉

3階
1扉
3階
1扉

3階
2扉
3階
2扉

2020
1919
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11

7
6
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4
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4
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10～21

車イス席車イス席
介護者席

車イス席車イス席
介護者席2929

1～9 22～30

5
2

小 ホール
舞台正面

1扉1扉

2扉2扉 3扉3扉

4扉4扉

※ 9列目から段が上がります※ 8列目から段が上がります

広告

申込
 受付中！

2.14【土】
レストラン「百花百兆」 
18:00開演

■出演　Tuk-Pak（ツクパク）
◆日時　3/24（火）、25（水）、26（木）、27（金）
　・10:00の回（10:00～10:45） 対象年齢 3～4歳
　・11:00の回（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
主催　江戸川バレエ交流会
申込・問合せ TEL／FAX 03-3613-3195（染そめ野の）
 ＊TELは 9:00～12:00におかけ下さい。


