
EDOGAWA JAZZ NIGHT

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/

■	FAX	03-3655-9935（24時間受付）

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、窓口、電話のみの販売です。
●表示価格はすべて税込表記です。
●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　2018年7月20日発行（奇数月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

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

 2018

8-9

松崎しげる

《オープニングアクト》江戸川ジュニア・ビッグバンド（予定）

江戸川区出身の松崎しげるが、
ジャズ・ヴァイオリニスト寺井尚子と共に
情熱的なジャズの世界を披露！
いま注目の五十嵐誠が率いるイガバンBBが
ふたりの世界観をバックアップ！

松崎しげる
JAZZを唄う
Special Guest

寺井尚子 feat.イガバンBB

江戸川ジャズナイト2018

寺井尚子 Ⓒ富田眞光

五十嵐誠

■曲目　愛のメモリー　ほか
■出演　松崎しげる　
　　　　寺井尚子　
　　　　五十嵐誠 イガバンBB

全席指定　S席5,500円  
　　　　　A席4,000円  A席（学生）2,000円

10.13 【土】大ホール	 	
17：30開演

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※A席（学生）は、26歳未満で学生が対象。
  （公演当日に学生証をお持ちください）

絶賛発売中 ！

松崎しげるさんからのメッセージ掲載！中面をご覧ください



どうやって
照明を当てて
るの？

フレッシュ名曲コンサート 
協奏曲の祭典  田中祐子＆東京フィルハーモニー交響楽団
開館35周年を豪華絢爛に彩るソリストたちが集結。田中祐子＆東
京フィルと共に贈る3曲の珠玉のコンチェルト。人気と実力を兼ねそ
ろえた若き俊英たちの競演は絶対に見逃せません!!

■曲目　
　ブルッフ：クラリネットとヴィオラのための二重協奏曲 ホ短調
　チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
　ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第２番 ハ短調
■出演　
　指揮 田中祐子　管弦楽 東京フィルハーモニー交響楽団
　クラリネット コハーン・イシュトヴァーン　ヴィオラ 田原綾子
　ヴァイオリン 山根一仁　ピアノ 小林愛実

小林愛実
ⒸAkira Muto

田原綾子
ⒸHisashi Morifuji

山根一仁
ⒸK.MIURA

コハーン・イシュトヴァーン
ⒸLakeshore Music

田中祐子
Ⓒsajihideyasu

主　　催：江戸川区
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
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

山田和樹×東京混声合唱団
&ヤマカズと一緒に歌おう合唱団
世界を股にかけて活躍する指揮者･山田和樹が、日本を代表するプロ合唱団

「東京混声合唱団」を率いて登場！【花】【日本】【世界】をテーマに、世代を
超えて歌い継ぎたい日本の歌、童謡、民謡、唱歌そして、世界の曲までバラエ
ティ豊かに、美しいハーモニーをみなさまにお届けいたします。

9.5 【水】大ホール	 18：00〜19：30　無料

※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。

毎回大人気のレストランコンサート。あたたかさと力強さを兼ね備えたトロンボーン
サウンドで、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。 
■出演　
　ジャズ・トロンボーン・カルテット VOLTZ 
 （三塚知貴、川原聖仁、榎本裕介、朝里勝久）

レストランコンサート VOL.7

ジャズ・トロンボーン・カルテット VOLTZ

第135回 江戸川落語会
人間国宝、柳家小三治の至
高の話芸をライブで聴ける
チャンス！共演は先日、「芸
術選奨文部科学大臣賞（大
衆芸能部門）」を受賞した
入船亭扇遊。江戸古典落
語の粋を艶やかに聴かせ
ます。柳家一琴はキレのよ
い落語で客席を盛り上げま
す。お楽しみに！

■出演　柳家小三治　入船亭扇遊　柳家一琴

柳家一琴入船亭扇遊柳家小三治

12.4 【火】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 9. 1発売
 一　  般  9. 8発売 8.5 【日】小ホール	 12：00〜16：00頃 自由席　無料

バックステージツアー
普段は入れない舞台の裏側を覗いてみませんか？
見学の後は、舞台の装置や機材の操作をして、

「コンサート制作体験」をします。自分たちの
手で大きな舞台を演出してみよう！

■対　　象　区内の小学生と保護者
■申込受付　8/4（土） 10：00〜　
■定　　員　20名
■応募方法　窓口・電話・FAX

9.26 【水】	レストラン「百花百兆」
	 	

14：00開演
自由席　2,000円（1ドリンク付）

※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　8/4（土） 10：00〜　
■定　　員　60名
■応募方法　窓口・電話

舞台の
下には何が
あるん
だろう？

らくごワークショップ 2018
発表会

発表会（大喜利コース）

発表会（高座コース）

小学3年生から大人まで、世代も色々、経験も色々の皆さんが
共に練習した「らくごワークショップ」の成果をご覧ください。

■出演　らくごワークショップ参加者　橘家仲蔵

合唱●東京混声合唱団 Ⓒ平舘平

8.25 【土】大ホール	 	 15：00開演
全席指定　  
一般3,500円  子ども（3歳〜中学生）1,000円
※0歳より入場可。3歳未満ひざ上無料。

絶賛発売中 ！

ピアノ●鈴木慎崇 尺八●関一郎

11.23 【金・祝】大ホール	 	 16：00開演
全席指定  S席4,000円  A席3,000円  A席（学生）1,000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  発売中
 江戸川区民 7.21発売
 一　  般  7. 28発売

Ⓒ平舘平
指揮●山田和樹

■曲目（予定）　
　さくら、花は咲く、エーデルワイス、COSMOS、汽車、追分節考
   「唱歌の四季」～朧月夜、茶摘、紅葉、夕焼小焼～　ほか
■出演　
　指　揮　山田和樹　
　合　唱　東京混声合唱団　ヤマカズと一緒に歌おう合唱団
　ピアノ　鈴木慎崇　
　尺　八　関一郎



江戸川区総合文化センター友の会 「サポーターズ・クラブ」
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。

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。

【公演･講座の予約状況】
■ 8/10（金）、8/11（土・祝）「自分だけのメダル作りWS」は受付終了となりました。
■ 8/28（火）、8/29（水）「不思議の国のアリス」は完売となりました。
■ 9/11（火）「第134回江戸川落語会」は完売となりました。

【休館情報】
■ 8/21（火）〜8/23（木）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

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。

交通のご案内

■ 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。

4月よりグランドメニューに加わりました
「味噌カツ丼」をご紹介致します。
当店自慢のサクサクのロースカツに豆味噌のスッキリ
した甘味とコクのある特製ソースを掛けた一品になり
ます。また、カツに温泉玉子を合わせるとまろやかさが
プラスされ、一度で二度楽しめるボリューム満点のメ
ニューです。ご来店の際には是非ご賞味下さい。

レストランのご案内

味噌カツ丼

江戸川区内の子どもたちが「自分の好きな人」の
顔をもとに“自分だけのメダル”を作ります。みん
なが作った約240個のメダルは、高さ18mの中央
ロビー天井から吊り下げられ、壮大なスケー
ルのアート作品として展示されます。

■総合プロデュース　小沢剛
■技術協力　藝大ファクトリーラボ

広告

江戸川区総合文化センター 03-3652-1106
江戸川区バレエ連盟事務局 03-3678-9130（西村バレエスタジオ） 主催 ： 江戸川区バレエ連盟

後援 ： 江戸川区
協力 ： 牧阿佐美バレヱ団

2018 ＊9/1（土）17：00開演（16：30開場） 9/2（日）15：00開演（14：30開場）

 江戸川区バレエ連盟定期公演

『眠りの森の美女』全幕
◆出演
バレエスタジオ・コロンビーヌ
西村バレエスタジオ
EIKOバレエスタジオ
T・Sバレエスタジオ
バレエスタジオ・プルミエール
為久陽子バレエスタジオ
榛名バレエスタジオ
佐藤朱実バレエスクール

◆ゲスト（牧阿佐美バレヱ団）
菊地　研　　中島哲也
坂爪智来　　濱田雄冴
依田俊之 元吉優哉
近藤悠歩
◆演出構成　大月ミチル
◆舞台監督　賀川祐之

江戸川区総合文化センター 大ホール
￥1,000〈全指定席〉※一人一枚チケットが必要です。膝上不可。

※1回のお申込につきお一人4枚まで。

チケット販売

江戸川区バレエ連盟事務局 03-3678-9130（西村バレエスタジオ）お問合せ

えどがわアートプロジェクト
あなたが誰かを好きなように、
誰もが誰かを好き─江戸川区スペシャル

自然とともに歩んできた日本人の暮らしと神様とのかかわり
─江戸川区と縁の深い奈良の春日大社から宮司と南都楽
所を迎え、優雅な舞楽により日本の伝統とその魅力を再発
見します。
■演目　萬歳楽、蘭陵王 ほか
■講演　花山院弘匡（春日大社宮司）  
■舞楽　南都楽所

萬歳楽 Ⓒ松井良浩

春日大社中門 Ⓒ桑原英文

入場無料展示期間 8.24 【金】〜10.31【水】	中央ロビー
春日大社創建1250周年記念公演 
奈良 春日大社の舞楽 
〜神様が通った伝説の道で〜

今年、開館35周年を迎えた江戸川区総合文化センター。
その記念の年に、江戸川区ご出身の松崎しげるさんをお迎えして

「江戸川ジャズナイト2018」を開催します！

35周年おめでとうございます。
僕の生まれた場所、ルーツがそこにあります。
東京下町江戸川区…
当時は富士山が見え、建設中の東京タワーが見え…
江戸川区総合文化センターは僕の家から350m…
思い出のいっぱい詰まった下町情緒のあついところです。

今回の「江戸川ジャズナイト2018」では、大好きなビッグバンドをバッグに歌える
のは歌手冥利に尽きますね♪楽器一つ一つのハーモニー、今から楽しみです!

音楽と思い出話しを聴きに来てください。
皆さんにお会いできるのを楽しみにしています♪　　　　　　　　松崎しげる

江戸川ジャズナイト2018  松崎しげるさんよりメッセージ

❦ご本人より、メッセージをいただきました。

絶賛発売中！

12.2 【日】小ホール	 	 13：30開演

サポーターズ 9. 1発売
 一　  般  9. 8発売

全席指定  4,000円　
※未就学児の入場はご遠慮ください。



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

※2018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
全

窓口にてチケット取扱い

2018

8-9
8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） 第15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　047-335-7717　安原

4（土） Ikelute Wind Camp　サマーコンサート2018
（吹奏楽演奏会） 13:30 小 自  無　料 Ikelute Wind Camp（イケルテウインドキャンプ）

ikelutewindcamp.official@gmail.com
5（日） 主催  らくごワークショップ2018　発表会 12:00 小 自  無　料 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

10（金）
11（土・祝） 主催  えどがわアートプロジェクト

自分だけのメダル作りワークショップ 13:00 展 自  1,000円（材料費を含む） 受付
終了 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

16（木） 平成30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

18（土） 第8回為久陽子バレエスタジオ発表会 15:00 大 自  無　料 為久陽子バレエスタジオ　yoko.i.ballet@gmail.com
20（月） 第43回全日本小・中学校高等学校ギターフェスティバル 11:00 大 自  無　料 日本教育ギター連盟　0466-23-9229

25（土） 主催  山田和樹×東京混声合唱団
&ヤマカズと一緒に歌おう合唱団 15:00 大 指  一般：3,500円

子ども（3歳〜中学生）：1,000円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

25（土） 第55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

28（火）
29（水） 主催  不思議の国のアリス 28日19:00

29日15:00 大
大人：3,000円

自  子ども（4歳〜中学生）：1,500円
親子ペア：4,000円

完売 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

31（金） 関東第一高等学校　吹奏楽部（ウィンドオーケストラ）
第28回ふれあいコンサート 18:30 小 自  700円 関東第一高等学校　03-3653-1541　

芸術科音楽担当 小川

展示
会期 催事内容 開始〜終了時間 場所 入場料 お問い合わせ先

8/4（土）～17（金） はがき絵「アマリリス」 9:00〜21:00（最終日〜15:00） ギャ 無　料 アマリリス　菅原　090-5411-6377

8/24（金）　 　　　
　　～10/31（水） 主催

 えどがわアートプロジェクト
あなたが誰かを好きなように、誰もが誰かを好き
─江戸川区スペシャル

8:30〜22:00 ロ ギャ 無　料 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

9/20（木）～27（木） はがき絵　遊心会 9:00〜20:30 ギャ 無　料 遊心会　江原　03-3679-7019
9/28（金）～30（日） 第12回翠松会 墨彩画 合同展 10:00〜17:00 展 無　料 翠松会　竹原　090-5588-4976

広告

2019年 第11回公演

江戸川バレエフェスティバル
日時：	2019年3月10日（日）
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

共演：江戸川区少年少女オーケストラ

主催：江戸川バレエ交流会／後援：江戸川区

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

フレンズバレエ
　　　生徒募集

3歳〜大人まで

体験レッスン
無料 !!

◆会場	
　・江戸川区総合文化センター
　　リハーサル室
　・松江区民プラザ集会室
◆レッスン日　火・金・土
◆お問合せ　フレンズバレエ
　090-2955-7840
　nr8sfdknfr@i.softbank.jp（講師：片平成美）
レッスン時間など詳細はお問合せください。見学は随時受付けます。

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（土）
東東京 CHAZZ FESTA 2018
同時開催 OTOKAKE★FESTA VOL.5
TOTO CHAZZ FESTA 2018

14:00 小 自  前売：1,500円
当日：2,000円

HIBI★Chazz-K×STUDIO CHAZZX
kanrinin@chazz-sax.com

1（土）
2（日） 江戸川区バレエ連盟定期公演「眠りの森の美女」全幕 1日 17:00

2日 15:00 大 指  1,000円 江戸川区バレエ連盟　
03-3678-9130（西村バレエスタジオ）

2（日） 第6回えどFes.Hulaチャリティ 13:30 小
S席：4,000円  A席：3,000円

指  子ども（小学生まで）：500円
（Ａ席グループ割引3名以上＠2,700円）

えどFes実行事務局　03-5676-0955　三木
（月〜金 11:00〜17:00）

5（水） 主催  バックステージツアー 18:00 大 自  無　料（要予約） 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

8（土） 第29回交通安全江戸川区民の集い 14:00 小 自  無　料 江戸川区役所土木部施設管理課交通安全推進係
03-5662-1998　後藤

11（火） 主催  第134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
13（木）
14（金） 骨髄移植推進キャンペーンミュージカル「明日への扉」 13日13：00/18：00

14日14:00 大 指  一般：8,000円 明日への扉実行委員会　0120-532-304

17（月・祝） ヤングアメリカンズ　
ジャパンツアー2018秋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

17（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
23（日・祝） 江戸川区吹奏楽連盟　第46回定期演奏会 13:00 大 自  無　料 江戸川区吹奏楽連盟　03-3869-9693　根本

24（月・振休） 第五回江戸川　歌と舞踊の祭典&北岡ひろしコンサート 12:30 小 指  S席：5,000円  A席：3,500円 ㈲オフィスキタオカ　03-3369-2688　蜂屋

24（月・振休）「蘇れ生命の力 〜小児科医 真弓定夫〜」上映会
&「人は死なない」著者の救急医 矢作直樹 講演会 13:30 研 自  3,000円 予防医学研究会　

mioshin888@yahoo.co.jp　堀坂

26（水） 主催  レストランコンサートvol.7
〜ジャズ・トロンボーン・カルテット VOLTZ〜 14:00 レ 自  2,000円（1ドリンク付） 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

30（日） 五流会 舞踊まつり 11:00 小 自  無　料 五流会　03-3656-5009　池田


