
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
■	ホームページ（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）

【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11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  2019

12-1

江戸川区と江戸川区音楽協議会が主催する
「水と緑のまち江戸川 新進音楽家コンクール」。
新たな才能の発掘を目的に、毎年開催されるこのコンクールで
見事入賞を果たした4名が、2019年のスタートを華やかに飾ります。
注目の若手音楽家達がお贈りする名曲の数々にご期待ください。

■曲目　コバーチュ：ファリャへのオマージュ（クラリネット、ピアノ）
　　　　ローゼンブラット：カルメンファンタジー（クラリネット、ピアノ）
　　　　シューマン：アダージョとアレグロ（ホルン、ピアノ）
　　　　リスト：スペイン狂詩曲（ピアノ）
　　　　ジュナン：ヴェニスの謝肉祭OP.14（フルート、ピアノ）

■出演　島谷万寿実（クラリネット） 宇名根叶多（ホルン）
　　　　渡邊礼華（ピアノ） 鈴木美良乃（フルート）
　　　　原田莉奈（ピアノ伴奏） 京増修史（ピアノ伴奏）

クラリネット◆島谷万寿実 ピアノ◆渡邊礼華ホルン◆宇名根叶多 フルート◆鈴木美良乃

原田莉奈 京増修史

ピアノ伴奏

ニューイヤーコンサート2019
新進音楽家

全席自由  
1,000円

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※サポーターズ・クラブ先行発売はございません。
※プレイガイドでの販売はございません。

2019.1.18 【金】小ホール	 	
19：00開演

一　　般  12.8発売

発売初日 ※発売時間が異なる場合、各公演ごとに記載があります。
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春日大社創建1250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〜

 江戸川区総合文化センター開館35周年記念落語会 
「第136回 江戸川落語会」〜若手競演！春のらくごまつり〜

■出演 〈昼の部〉桃月庵白酒、春風亭一之輔、古今亭文菊、春風亭正太郎　
　　　 〈夜の部〉春風亭昇太、林家彦いち、鈴々舎馬るこ、古今亭駒治

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。

江戸川区総合文化センター開館35周年を記念して、旬の人気若手落語家が大集合！
昼の部で古典落語の奥行きを感じ、夜の部で、新作・改作落語の自由さを堪能。
昼夜公演の「江戸川落語会」スペシャルです。

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。

残席僅少

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2018

桃月庵白酒 春風亭一之輔 古今亭文菊 春風亭正太郎

春風亭昇太 林家彦いち 鈴々舎馬るこ 古今亭駒治

再演の呼び声の高かったウィーン少年合唱団が、7年ぶりに
江戸川のステージにやってきます。世界の数ある少年少女
合唱団の中でも抜群の人気と実力を誇る合唱団が、《天使
の歌声》を響かせます。この機会をどうぞお見逃しなく！

ウィーン少年合唱団

第39回江戸川区音楽祭 
“響け！江戸川のハーモニー”

■問合せ　江戸川区音楽協議会　
　　　　　03-3610-5154

■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

橘家圓藏師匠の思い出の品や「江戸川落語会」歴代
出演者の色紙などを展示します。

「江戸川落語会」展同時開催！

2019.3.2 【土】小ホール	 	 〈昼の部〉14：00開演　〈夜の部〉18：30開演
全席指定  〈各回〉3,700円　　　　　　　　 昼夜セット券6,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※昼夜セット券は江戸川区総合文化センターのみのお取扱いです。

サポーターズ 11.24発売
 一　  般   12. 1発売

窓口 9：00～
電話・ホームページ・プレイガイド 11：00～

発売
初日

とてもお得な

ウィーン少年合唱団 Ⓒwww.lukasbeck.com

2019.4.29 【月・祝】大ホール	 	 14：00開演

※5歳未満の入場はご遠慮ください。

サポーターズ 12.   8発売
江戸川区民 12.15発売
 一　  般   12.22発売

全席指定  S席5,000円  A席3,500円 
　　　　  子ども（5歳〜中学生）1,000円

◆ ウィーン少年合唱団について ◆
ウィーン少年合唱団は1498年に創立。巨匠・トスカニーニが彼らのコーラスを評して
《天使の歌声》と命名したことでも有名。世界の数ある少年（少女）合唱団の中でも抜
群の人気と実力を誇り、10歳から14歳の約100名のメンバーは全員アウガルテン宮殿で
生活し、ハイドン、モーツァルト、シューベルト、ブルックナーとウィーン少年合唱団にゆ
かりある作曲家の名がついた４つのグループに分かれ、ヨーロッパ各国、アメリカ、アジ
ア、オセアニアなど、世界中のコンサートに出演。ウィーンを代表する団体のひとつとし
て活躍している。2019年はブルックナー組が来日。

江戸川区内で活動する音楽家による歌やピアノ演奏、
ジャズなどの多彩な音色をお楽しみください！

12.9 【日】中央ロビー特設ステージ	 12：00 〜15：30（予定）  入場無料

12：00～  江戸川ジュニア・ビッグバンド（ジャズ）
12：45～  ピッコリーニ♪ミュージックフレンズ（合唱）
13：30～  フルート&ピアノ（木管楽器）
14：15～  シニア音楽祭コーラス（合唱）
15：00～  江戸川シーサイド五重奏団（木管楽器）

★Time Table

12.9 【日】大ホール　11：30開演　入場無料

同時
開催

え
ど
が
わ

江

戸
川落語

会

※チケットをお持ち
でなくてもお入り
いただけます。2019.3.2 【土】	展示室 12：00〜18：30　入場無料



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 ･ホームページからお申込で
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。

【公演の予約状況】
■ 11/23（金・祝）「フレッシュ名曲コンサート」は当日券のご用意がございます。
　 15：00〜大ホール前にて販売いたします。
■ 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】
■ 12/28（金）〜1/4（金）は休館いたします。
　 レストラン「百花百兆」及び駐車場もすべてご利用いただけません。

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。

グランドメニューより人気のロースカツカレー
をご紹介致します。ココナッツミルクとチャツ
ネを使用し、深みとコクのある中辛に仕上げ
たビーフカレーと、ジューシーなロース肉に特
製パン粉を付け、カリッと揚げたロースカツの
ハーモニーをお楽しみ下さい。また他にもメ
ニューを御用意しておりますので、是非お召し
上がり下さい。

講演会、会議、各種イベント用に、お弁当、パー
ティーの御注文も承っております。メニュー、料
金について等、お気軽にお問い合わせ下さい。

レストランのご案内

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。

懇親会 ･ 祝賀会・謝恩会・同窓会・忘新年会など
各種パーティを承ります！

ロースカツカレー
今月のおすすめメニュー

らくごワークショップ 
in ひらい圓藏亭
落語の仕草や小噺などを覚えながら落語に親しみます。
発表会は落語か大喜利で全員出演！客席に笑いをおこせるか、
挑戦しましょう！

公演の舞台裏！楽屋の様子！公演担当者による見どころ紹介！
江戸川区総合文化センターのFacebookでは、主催公演・講座や
江戸川区の催しの様子、レストランや館内バリアフリー情報など、
ホームページには載っていない多彩な情報を掲載中。Facebook
だけの内容をお楽しみください。

江戸川区総合文化センター Facebook 更新中！

公式FacebookページQRコード

■講師　橘家仲蔵（落語協会・真打）

ご宴会の人数・ご予算など
ご要望をお申し付けください。
お客様のニーズに合わせた
プランをご提案いたします。

〈オーダー例〉

ご宴会・パーティープラン

※別途サービス料を頂戴しております。

“東洋一のサウンド・
マシーン”、クレイジー
ケンバンドが総合文
化センターに登場！今
年デビュー20周年を
迎えた記念ツアーが
江戸川にやってくる !!

クレイジーケンバンド
CRAZY KEN BAND TOUR 2019
GOING TO A GO-GO

クレイジーケンバンド

2019.3.4 【月】大ホール	 	 18：30開演
※年齢制限なし。（ただし4歳未満のお子様でもチケット必要）全席指定  前売6,900円

発売初日 電話・ホームページ・プレイガイド 11：00～

 一　  般   11.25発売

●ひらい圓藏亭 江戸川区平井3-21-24 JR平井駅から徒歩１０分（平井公園北側）
	 	 ※駐車場･駐輪場はございません。公共交通機関をご利用ください。

お一人様
2,500円〜

（税込）

2,500円（税込）
お一人様

◆揚げ物盛り合わせ　◆トンポーロー
◆スモークサーモンサラダ仕立て　◆チーズ盛り合わせ　
◆握り寿司　◆焼きそば　◆サンドイッチ

飲み放題
+1,550円（税込）

◆揚ビール（中瓶） ◆ワイン（赤・白） ◆オレンジジュース　
◆焼酎（麦・芋） ◆炭酸水　◆ウイスキー　◆ウーロン茶

橘家仲蔵

■練 習 日   2019.1/12、1/26、2/9、2/23（隔週土曜日）
■練習時間　13：00〜16：00 ■場　　所　ひらい圓藏亭
■参 加 費   2,000円（高座扇子代、別途1,000円程度）
■対　　象　高校生以上 ■定　　員　10名程度（先着順）
■申込受付　江戸川区総合文化センター窓口または電話
※ひらい圓藏亭での申込受付はいたしません。※定員になり次第、申込受付を締切ります。

2019.
3/9（土）
発表会

申込受付中



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10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

12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） ニャーミーアンサンブル第５回コンサート 14:00 小 自  無　料 ニャーミーアンサンブル 
nyami.ensemble@gmail.com

2（日） 主催  奈良春日大社の舞楽 ～神様が通った伝説の道で～ 13:30 小 指  4,000円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

4（火） 主催  第135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

6（木） 第70回人権週間行事「講演と映画のつどい」 13:30 小 自  無　料 江戸川区総務部総務課法務担当係 
03-5662-6264

8（土） 東京大学箏曲研究会　定期演奏会 12:30 小 自  無　料 東京大学箏曲研究会　
soukyoku.excessor.net

9（日） 第39回江戸川区音楽祭 11:30 大 自  無　料 江戸川区音楽協議会　03-3610-5154

9（日） 主催  クリスマス・ロビーコンサート2018 12:00 ロ 自  無　料 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

16（日） 2018楽夢音ウィンターコンサート 14:00 小 自  無　料 楽夢音　080-5003-8586　鈴木

22（土） 第66回定期演奏会・第64回紫紺の集い 16:45 大 自  前売：   800円  
当日：1,000円 明治大学応援団　fight_meiji@yahoo.co.jp

23（日・祝） 東邦大学管弦楽団　第48回定期演奏会 14:30 大 自  500円 東邦大学管弦楽団　047-472-9335

23（日・祝） 東京大学白ばら会合唱団　第59回定期演奏会 17:00 小 自  無　料 東京大学白ばら会合唱団　
teien2018shirobara@gmail.com

24（月・休） ローランド・ピアノ・ミュージックフェスティバル2018 
東京本選（小学生部門）

11:45
（予定） 小 自  無　料

ローランド株式会社　
ピアノ・ミュージックフェスティバル運営事務局 
03-6684-3489（平日9:30～17:30）

25（火） 早稲田大学ギタークラブ　第56回定期演奏会 18:00 小 自  無　料 早稲田大学ギタークラブ　080-3352-5477

25（火）
26（水）

TBSこども音楽コンクール 
東日本Ａブロック優秀演奏発表会

25日 10:40 
26日 10:30 大 自  無　料 TBSこども音楽コンクール事務局　

03-3584-0716

26（水） フライハイト・ムジーク・アンサンブル 
創団記念コンサート 18:00 小 自  無　料 フライハイト・ムジーク・アンサンブル 

wind-orchestra.flute@docomo.ne.jp

1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） 平成30年度東京都大学アンサンブルコンテスト 11:00 小 自  1,000円 東京都大学吹奏楽連盟　
daisuirenjmukyoku@yahoo.co.jp

7（月） 平成30年度 こども音楽コンクール 
東日本優秀演奏発表会 10:40 大 自  無　料 TBSこども音楽コンクール事務局　

03-3584-0716

18（金） 主催  新進音楽家ニューイヤーコンサート2019 19:00 小 自  1,000円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

20（日） 江戸川区少年少女オーケストラ　第9回定期演奏会 14:00 小 自  500円 江戸川区少年少女オーケストラ　
080-4448-4626　細木

24（木） 前立腺がんのすべて～ひとりで悩まないで～ 14:00 研 自  無　料 江戸川病院　地域連携室　0120-518-120

26（土） HUGっと！プリキュアドリームステージ♪ 10:30 
14:00 大 指

 S席：2,700円  
Ａ席：2,200円
B席：1,700円

劇団飛行船　044-930-1551

26（土） 臨海混声合唱団　第11回演奏会 15:00 小 自  1,000円 臨海混声合唱団　047-336-2667　柳原（団長）

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

11/30（金）～12/2（日） 第11回アトリエあ～る押花作品展 9:30～18:00
（初日12:00～／最終日～16:00） 展 無　料 アトリエあ～る　090-1669-6296　牧野

2018 2019
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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

料金：	一般1,000円　幼児500円　全席指定
※幼児は3歳以上～小学生未満
※2歳以下はチケット不要。親子室にお入りください。

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

チケット取扱い：江戸川バレエ交流会、江戸川区総合文化センター

問合せ：江戸川バレエ交流会		TEL/FAX	03-3613-3195（染
そめの

野）

発売日	

12/20（木）
10：00〜


