
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9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

全席指定　
S席4,000円  A席3,000円  A席（学生）1,000円

11.23 【金・祝】大ホール	 	
16：00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 ！

 2018

10-11

協奏曲の祭典
田中祐子＆東京フィルハーモニー交響楽団

フレッシュ名曲コンサート 

■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

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!!

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



11/23「フレッシュ名曲コンサート 協奏曲の祭典」のソリスト田原綾子（ヴィオラ）が、
「タワーホール船堀」に登場！更なる高みを求め、フランスで研鑽を重ねる若き俊英の
深く温かい音色を、美しい名曲と共にお楽しみください。
■曲目
  【12：00〜12：40】
　ウェーバー：アンダンテとハンガリー風ロンド
　ヴュータン：ヴィオラソナタ
　山田耕筰（編曲/森円花）：赤とんぼ
  【13：00〜13：40】
　ブルッフ：ロマンス
　ブラームス：ヴィオラソナタ第2番
　山田耕筰（編曲/森円花）：赤とんぼ
　※プログラムは都合により変更になることがございます

■出演　ヴィオラ 田原綾子　ピアノ 原島唯
■会場　タワーホール船堀（都営新宿線「船堀駅」下車　徒歩1分）

タワーホール船堀 
アトリウムコンサート

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〜

11.3 【土・祝】タワーホール船堀 1階 アトリウム
  ①12：00〜12：40  ②13：00〜13：40 観覧無料

江戸川区内で音楽活動などをされている方々を対象に「ロビーコンサート」を開催し
ます。詳細はホームページをご覧いただくか、窓口までお問合せください。

江戸川区総合文化センター
クリスマス・ロビーコンサート 出演者募集！

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！

江戸川ジャズナイト2018
松崎しげる JAZZを唄う
Special Guest 寺井尚子 feat.五十嵐誠イガバンBB

■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
  　　　《オープニングアクト》江戸川ジュニア・ビッグバンド（予定）

■公 演 日　12/9（日）　　
■時　　間　12：00〜15：30　　
■場　　所　中央ロビー（小ホール前）
■募集団体　❶江戸川区内で活動する

団体（グループ内で1名
以上江戸川区民が在籍）

❷音楽活動などを職業と
していない方で構成さ
れた団体

※大音量、大編成で演奏する
団体は除く

■提出資料　①必要事項を記入した応募用紙
②応募する団体が演奏する音源（1曲、5分以内）　

■募集期間　10/9（火）〜10/31（水）
■申 込 先　江戸川区総合文化センター　1F管理事務室　　
■出　　演　5組予定

■総合プロデュース　小沢剛（東京藝術大学教授／現代美術家）
■技術協力　藝大ファクトリーラボ

協力：各江戸川区立公共施設
（タワーホール船堀/篠崎文化プラザ/子ども未来館/西葛西図書館/小岩図書館）

江戸川区の小学生が制作（鋳造）した
「自分の好きな人の顔」のメダルが、
高さ18メートルの中央ロビーに
大きなひとつの作品として展示されています。

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

8.24【金】〜10.31【水】
中央ロビー 8：30〜22：00　入場無料

展示
期間

五十嵐誠寺井尚子
Ⓒ富田眞光

松崎しげる

10.13 【土】大ホール
  17：30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。
※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 ！

■演目　萬歳楽、蘭陵王、納曽利
■講演　花山院弘匡（春日大社宮司）  ■舞楽　南都楽所

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。

舞楽
Ⓒ松井良浩

春日大社中門 
Ⓒ桑原英文

12.2 【日】小ホール
  13：30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 ！

江戸川区内各所で開催された
“メダル作りワークショップ”には
約230人の小学生が参加しました。

田原綾子
ⒸHisashi Morifuji

原嶋唯
昨年の様子



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】
■ 9/26（水）「レストランコンサート」は予約満了となりました。
■ 12/4（火）「第135回江戸川落語会」は完売となりました。

【休館情報】
■ 11/14（水）は館内設備保守点検のため休館いたします。
　 駐車場は第二駐車場のみご利用いただけます。

お知らせ

交通のご案内

■ JR総武線 新小岩駅南口
  ［ 徒歩 ］約15分　［ バス ］③④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

営業時間 10：00〜20：30（ラストオーダー19：30）

お食事　喫茶　『百花百兆』
TEL.03-3653-2935

※営業時間は日によって変更する場合がございます。

カラッと揚げたたんぱくな黄金カレイに、当店自
慢の大根おろしたっぷりのだしつゆを染み込ませ、
さっぱりとした味わいに仕上げました。秋野菜の
ナス、南瓜、舞茸と野菜も彩り豊かに添え、お食事
としても、お酒のお供としても合う、ボリューム満
点の一品となっております。ご来店の際には是非
ご賞味下さい。

レストランのご案内

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

11/18（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&カンテ（唄）   ライブ　1500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

10周年葛西駅
徒歩7分

第36回 江戸川医学会 区民のための特別講演会

日時：平成30年11月10日（土）
	 14:00～16:00（開場13:30）
場所：江戸川区総合文化センター	小ホール
講師：東京都健康長寿医療センター
	 内科総括部長　荒木	厚	先生
共催：江戸川区医師会、江戸川区
問い合わせ：江戸川区医師会	
　　　　　　　		TEL	03-3652-3166（平日9:00～17:00）

「認知症を考慮した
高齢者糖尿病の治療」

入場
無料

定員になり次第
締め切ります

先着
500名

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。

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。

カレイの
揚げ出し御膳

今月のおすすめメニュー



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8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

10月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

1（月） 夢スター歌謡祭　細川たかし　長山洋子
～ふたりのビッグショー～

14:00
18:00 大 指  プレミアムシート：6,800円

SS席：5,800円　　  （全て税別） 株式会社夢グループ　0570-064-724

3（水）・4（木） 第31回（平成30年度）くすのきカルチャー教室　自主活動団体文化祭 9:15 全 自  無　料 中央くすのきカルチャーセンター　03-3652-3911
6（土） カメハメハヌイ　日本予選大会2018 15:00 大 指  S席：8,640円  Ａ席：7,560円 ヤスダインターナショナル　03-6812-9430
7（日） 第68回はたらく消防の写生会　表彰式 13:00 小 自  無　料 江戸川消防署　03-3656-0119　予防課防火管理係

8（月・祝） 第38回ピアノ発表会 13:30 小 自  無　料 ㈱浦安ミュージックアカデミー　047-352-9824　大槻

9（火） 東京都立葛飾総合高等学校吹奏楽部　オータムコンサート 18:30 大 自  無　料 東京都立葛飾総合高等学校吹奏楽部
03-3607-3878　山田

10（水） 夢スター歌謡祭　春組対秋組　歌合戦 18:00 大
プレミアムシート：前売8,500円

指  SS席：前売6,980円（当日8,000円）
（全て税別）

株式会社夢グループ　0570-064-724

13（土） 男声合唱団コール・ヴァフナ第34回定期演奏会 14:00 小 自  1,000円 男声合唱団コール・ヴァフナ　080-3095-0810　豊島

13（土） 主催  江戸川ジャズナイト2018 17:30 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

18（木） カトレア歌謡祭 11:00 大 指  1,000円 カトレア　03-6801-7728　松丸（12:00～20:00）

21（日） 佐藤朱実バレエスクール10周年記念公演　「くるみ割り人形」全幕 15:30 大 指  S席：3,000円  Ａ席：2,000円 佐藤朱実バレエスクール　contact@akebs.net
21・28（日） 第61回秋季江戸川区民謡舞踊大会 10:00 小 自  無　料 江戸川区民謡舞踊連盟　03-3680-8949　宇田川

28（日） 江戸川区文化祭　川柳大会 13:30 研 自  無　料 江戸川区川柳作家連盟　03-3679-5035　福井

28（日） 江戸川ウインドオーケストラ　第43回定期演奏会 14:00 大 自  無　料 江戸川ウインドオーケストラ
090-7013-5309　EWO事務局（シモヒラ）

11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・祝） 第66回江戸川区文化祭　俳句大会 12:30 研 自  無　料 江戸川区文化共育部文化課推進係　03-5662-1628

3（土・祝）・4（日） 第66回江戸川区文化祭　総合芸能祭 10:00 大 自  無　料 江戸川区文化共育部文化課推進係　03-5662-1628
4（日） 江戸川区文化祭　短歌大会 13:00 研 自  500円 江戸川区短歌連盟　03-3658-3272　中島

4（日） 第53回江戸川区PTAコーラス交歓会 13:00 小 自  無　料 江戸川区PTAコーラス実行委員会　
090-8408-7463　石原

8（木） 江戸川区長杯争奪カラオケ大会 決勝大会 12:30 大 指  4,000円・3,000円・2,000円
自  無料（先着500名）

江戸川「食」文化の祭典実行委員会事務局
03-5662-0523　　

9（金） ラ・ハグア　コンサート 18:30 大 指  S席：5,800円  Ａ席：5,300円 MIN-ONインフォメーションセンター　03-3226-9999

10（土） 三菱UFJ銀行コンサートバンド　第13回定期演奏会 18:00 大 自  無　料 三菱UFJ銀行コンサートバンド
http://music.geocities.jp/mufg_concert_band/

10（土） 第36回江戸川医学会　区民のための特別講演会
「認知症を考慮した高齢者糖尿病の治療」 14:00 小 自  無　料 一般社団法人　江戸川区医師会事務局　

03-3652-3166
12（月） 税を考える週間記念　舞の海秀平　講演会 14:00 大 自  無　料 一般社団法人　江戸川北法人会　03-3681-3474

17（土） Beseeltes Ensemble Tokyo　第3回演奏会 未定
（昼公演） 大 自  無　料 Beseeltes Ensemble Tokyo

beseeltes.info@gmail.com
17（土） 第10回シニア音楽祭inえどがわ　おやじバンド・津軽三味線 13:30 小 自  1,000円 江戸川区音楽ユビキタス　03-3651-6006　関口
18（日） 江戸川フィルハーモニーオーケストラ　第36回定期演奏会 13:30 大 自  前売：800円  当日：1,000円 江戸川フィルハーモニーオーケストラ　www.edophil.jp
22（木） 関東第一高等学校吹奏楽部　第48回定期演奏会 18:30 大 自  前売：800円  当日：1,000円 関東第一高等学校吹奏楽部　03-3653-0844　小川

23（金・祝） 主催  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 16:00 大 指  S席：4,000円  Ａ席：3,000円

Ａ席（学生）：1,000円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

24（土） コール・ジュノー40周年記念コンサート 14:00 小 自  1,000円 コール・ジュノー　03-3658-3452
24（土） こども音楽コンクール東日本優秀演奏発表会　東日本Bブロック大会 10:40 大 自  無　料 TBSこども音楽コンクール事務局　03-3584-0716
25（日） 共立女子大学マンドリンクラブ第51回定期演奏会 18:30 小 自  無　料 @kwu_mandorin
25（日） 江戸川吹奏楽団　第40回ファミリーコンサート 13:30 大 自  無　料 江戸川吹奏楽団　070-1503-1970　田中

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

8/24（金）～10/31（水） 主催  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 無　料 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

10/6（土）～10（水） 36回江戸川石仏の会 10:00～18:00（初日13:00～／最終日～16:00） 展 無　料 江戸川石仏の会　03-3670-1665

10/12（金）～21（日） 平成30年度薬物乱用防止ポスター
標語入選作品展 9:00～21:45（初日11:00～） ギャ 無　料 健康部生活衛生課薬事衛生係

03-3658-3177（内45）  塚田
10/17（水）～19（金） 第44回江戸川区職員文化作品展 11:00～19:00（最終日～13:00） 展 無　料 江戸川区職員厚生会　03-5662-1004　

10/26（金）～30（火） 江戸川区立小学校教職員美術展 平日11:20～19:00／土・日9:00～19:00
（最終日～14:00） 展 無　料 江戸川区立小学校教育研究会

図画工作部　03-3677-0902　河合

10/26（金）～30（火） 江戸川の子ども絵画展 9:00～19:00（最終日～13:00） ギャ 無　料 江戸川区立小学校教育研究会
図画工作部　03-3677-0902　河合

11/1（木）～5（月） 透明水彩画展 9:00～19:00（初日13:00～／最終日～16:00） ギャ 無　料 透明水彩サークル　03-3659-3063　金井

11/3（土・祝）～5（月） 江戸川区立中学校　
人物写生コンクール作品展 10:00～17:00（最終日～15:00） 展 無　料 江戸川区立中学校教育研究会美術部

03-3652-0197　飯牟禮（イイムレ）

【第42回江戸川サークル連合発表会】
会期 催事内容 開始〜終了時間 場所 入場料 お問い合わせ先

11/22（木）～25（日） 江戸川サークル連合発表会　作品展示 10:00～17:00 展 ギャ

 無　料
（＊ボトルフラワーのみ材料費）

江戸川サークル連合会　
03-3673-6821　廣田

11/23（金・祝）
ヨーガ体験講習 10:30～12:00 和
ボトルフラワー（＊材料費実費）　折り紙 10:30～15:00 会

11/25（日）
詩吟・舞踊・民謡 10:00～13:00 研
記念講演会 14:00～16:00 研
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