
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

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7 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
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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

■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

江戸川区の中学生・高校生によるビッグバンドが練習の成果を披露します！

江戸川ジャズナイト2017

本田雅人

渡辺香津美 ⒸYosuke Komatsu（ODD JOB）

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！VS.

渡辺香津美
JAZZ回帰トリオ

本田雅人
B.B.Station

B.B.Station ⒸYukaYamaji

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 ！

★オープニングアクト（16：30〜） 江戸川ジュニア・ビッグバンド



柳家小三治

子どものためのバレエ 
ねむれる森の美女

全5回の「らくごワークショップ」
に参加した子供から大人まで総
勢27名。大喜利チームと、高座
で落語を話すチームに分かれ、
大舞台で発表します。お客さま
を笑わすことができるのか!?
乞うご期待！
■出演　ワークショップ参加者、橘家仲蔵

発表会（高座コース）

発表会（大喜利コース）

第130回 
江戸川落語会

第131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！

重要無形文化財保持者（人間国宝）・柳家小三治。人々を魅了
する芸の真髄を、ぜひ生で体感してください。独特の世界観に
惹き込む入船亭扇辰、今年真打に昇進したばかりの若手、柳家
小八も共にお楽しみください。

■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　柳　家 小三治　　
　　　　入船亭 扇　辰　　柳　家 小　八

■出演　由紀さおり、安田祥子

古今亭志ん輔

入船亭扇辰古今亭文菊

三遊亭円楽

三遊亭竜楽 柳家小八

9.20 【水】小ホール	 18：30開演
12.16 【土】小ホール	 	 18：30開演

全席指定  3,700円 
全席指定  3,700円 

※未就学児の入場は
ご遠慮ください。

※未就学児の入場は
ご遠慮ください。

サポーターズ 9.  9発売
 一　  般  9. 16発売

“これからを生きる子どもたちに、美しい日本の歌を伝えたい”─
由紀さおり・安田祥子姉妹が心に響くたくさんの
名曲をありがとうの気持ちとともに歌います。

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。

水野優也小林研一郎 Ⓒ浦野俊之

日本フィルハーモニー交響楽団 Ⓒ山口敦

■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

らくごワークショップ 2017
発表会

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。

7.29 【土】大ホール	 14：00開演
全席指定　大人4,500円  子ども（中学生以下）2,000円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

絶賛発売中 ！

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）

絶賛発売中 ！

絶賛発売中 ！

絶賛発売中 ！

ⒸKiyonori Hasegawa

ⒸK.Hasegawa ⒸK.Hasegawa

ⒸK.Hasegawa イラスト：永井郁子

8.6 【日】小ホール	 11：30開演 

全席自由　無料
※終演は16：00頃を予定しています



施設ご利用案内

【チケット販売状況】 
■7/22（土）「塩谷哲 Special Duo with 小沼ようすけ」は残席がございます。
　ご希望の方はお問合せください。
■9/16（土）「米米CLUB a K2C ENTERTAINMENT TOUR 2017 〜おせきは

ん〜」は完売となりました。当日券の販売はございません。
【休館情報】 
■8/23（水）〜8/25（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

【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。

新たにランチメニューに加わりました「野菜たっぷり
タコライス」をご紹介致します。南国 沖縄の名物料
理のタコライスはピリ辛のタコミートソースとレタ
スとトマトのさっぱり感が合い、暑い夏でも食べや
すい1品となっております。さらにトッピングでチー
ズ、温泉玉子を乗せコクとまろやかさをプラスしま
した。平日11：00〜14：00限定のメニューとなって
おりますので、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

実践！アートマネジメントVOL.2
伝わるチラシの作り方

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。

パソコンやプリンターが普及し、簡単に作れるようになってきた「チラシ」。演奏会
やイベントの前に、もし自分が作るとなったら…!?お客さんを呼ぶ魅力的なチラシ
を作るために、スグに役立つ“プロの技”お伝えします！

1964年東京オリンピックを契機に世界へ広まっていった
「ピクトグラム」。「ピクトグラム」とは、私たちの身の回
りで目にする「絵文字」やサインのことです。2020年に向
けて、言葉を超えて情報を伝えることのできる「ピクトグ
ラム」の知識を学んでみませんか。日常生活でも役立つ
情報が満載です！

毎回大人気のレストランコンサート。
今回はデキシーランドジャズを
お楽しみください。

レストランのご案内

■曲目　【午前の部】イッツ・ア・スモールワールド、森のクマさん ほか
　　　　 【午後の部】アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク、ブレーメンの音楽隊、
   勇気100% ほか
■出演　 水嶋一江、鈴木モモ、田実峰子、蓮見郁子

■講師　 清水俊孝（株式会社デザイン・グリッド）

■講師　 児山啓一（株式会社アイ・デザイン）

8.29 【火】レストラン「百花百兆」

  
①13：00〜13：40  ②15：30〜16：10

※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。

野菜たっぷりタコライス

バラエティ豊かなスペシャル企画★続々登場！注目！

ⒸOsamu Tamura

9.3 【日】展示室
大人1,000円  子ども500円（3歳〜中学生）

【午前の部】11：00〜11：50
【午後の部】14：00〜15：00

※3歳未満無料。　
※午前の部は0歳から入場可。午後の部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。

■定　　員　各回先着50名
■申込方法　窓口、電話のみ

申込受付中！

10.7 【土】会議室	 14：00〜15：30
※未就学児の入場はご遠慮
ください。

※定員に達し次第、受付終了
とさせて頂きます。

■定　　員　先着30名
■申込方法　窓口、電話、FAX

全席自由  1,500円 

申込受付中！

時代を彩り支えるデザイン 〜1964→2020〜
ピクトグラム講座

11.4 【土】会議室	 14：00〜15：30

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※定員に達し次第、受付終了とさせて頂きます。

■申込受付　8/19（土） 10：00～
■定　　員　先着30名
■申込方法　窓口、電話、FAX

全席自由  1,000円 

レストランコンサートvol.5
〜真夏のデキシーランドジャズ！〜

■出演　二井田ひとみ（トランペット）
青木研（バンジョー）
松永敦（チューバ）

■申込受付　8/5（土） 10：00～
■定　　員　各回先着50名
■申込方法　窓口、電話のみ

全席自由  1,500円（1ドリンク付）

二井田ひとみ 青木研 松永敦



広告

次号は2017年9月20日（水）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6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

8-9 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

9/8（金）～10（日） 第11回翠松会 墨彩画合同展 10：00～17：00 展 無　料 翠松会　090-5588-4976　竹原

9/11（月）～15（金） 第3回AJPAL展 10：00～17：00
（初日13：00～／最終日～15：00） 展 無　料 全日本パステルアート連盟　

090-3242-4745　関

9/12（火）～18（月・祝） 絵画展 パステル28 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

窓口にてチケット取扱い

8月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

6（日） 主催  らくごワークショップ2017　発表会 11：30 小 自  無　料 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

13（日） 平成29年度東京都大学吹奏楽コンクール 10：30 大 自  1,000円 東京都大学吹奏楽連盟
daisuirenjimukyoku@yahoo.co.jp　事務局

19（土） 第54回教育者研究会　東京江戸川会場 13：00 研 自  1,000円 江戸川ニューモラル教育研究会　
03-3657-4888　斎藤

20（日） ヤングアメリカンズ 
ジャパンツアー2017夏 in 江戸川 16：30 大 第一幕：指  1,000円第二幕：自  

NPO法人じぶん未来クラブ　
ヤングアメリカンズ事務局　03-6808-7399

29（火） 主催  レストランコンサートvol.5
～真夏のデキシーランドジャズ！～

①13：00
②15：30 レ 自  1,500円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

9月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

1（金） 関東第一高等学校　吹奏楽部（ウィンドオーケストラ）
第27回ふれあいコンサート 18：30 小 自  500円 関東第一高等学校　

03-3653-1541　芸術科音楽担当 小川

2（土） 第28回交通安全江戸川区民の集い 14：00 小 自  無　料 土木部施設管理課交通安全推進係　
03-5662-1998　山之内

3（日） 主催  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

①11：00
②14：00 展

大　人1,000円
子ども　500円（3歳～中学生）
※①0歳以上入場可
　②小学生以上入場可

江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

9（土） 第９回東京国際声楽コンクール東日本准本選 未定 小 自  無　料 一般社団法人　東京国際芸術協会　
03-6806-7108　東京国際声楽コンクール係

10（日） 第5回えどがわFestival 13：30 大 指
 S席：4,000円
A席：3,000円
（グループ割引3名以上
＠2,700円）

えどがわFestival実行委員会　
03-5676-0955　090-3809-8016（時間外） 三木

16（土）
米米CLUB 

主催  a K2C ENTERTAINMENT TOUR 2017
～おせきはん～

17：30 大 指  8,640円 完売 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

16（土） 榛名バレエスタジオ　第9回研修会 17：00 小 自  無　料 榛名バレエスタジオ　03-3680-6007　望月

17（日） 江戸川区吹奏楽連盟　第45回定期演奏会 12：00 大 自  無　料 江戸川区吹奏楽連盟　03-3869-9693　根本

18（月・祝） 笑顔いっぱい長寿の集い 10：00 小 自  無　料 グリーンパレス管理事務所　03-5662-7687　河副

20（水） 主催  第130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

29（金） 平原綾香 CONCERT TOUR 2017  ～ LOVE2 ～ 18：30 大 指  6,800円 ホットスタッフ・プロモーション
03-5720-9999（平日12：00～18：00）

30（土） アマーチェ・シティウィンズ　
ジョイントコンサート2017秋 13：00 小 自  無　料 アマーチェ・シティウィンズ　050-6871-6752　松本

平原綾香
江戸川区総合文化センター 大ホール

【オフィシャルHP】
 http://www.ayaka-hirahara.com/

【プレイガイド】
●チケットぴあ 0570-02-9999〈Pコード：323-003〉　
●ローソンチケット 0570-084-003〈Lコード：76677〉
●イープラス http://eplus.jp　●CNプレイガイド 0570-08-9999　
●Yahoo!チケット http://tickets.yahoo.co.jp　●楽天チケット http://r-t.jp

主催：ホットスタッフ・プロモーション
企画：Office MAMA.　
制作：MSエンタテインメント・プランニング
後援：ユニバーサルミュージック EMI Records

2017年9月29日（金）
開場18：00
開演18：30

全席指定 ¥6,800（税込）
※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います。

チケット絶賛発売中 ！

03-5720-9999 （平日12：00〜18：00）  http://www.red-hot.ne.jp
お問い
合わせ

ホットスタッフ・プロモーション

CONCERT TOUR 2017
〜 LOVE 2 〜


