
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　2019年1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

Ⓒwww.lukasbeck.com

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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江戸川の
ホールいっぱいに
光輝く歌声が
満ちていきます

春風とともに
舞い降りる
音楽の天使たち！

ウィーン少年合唱団ウィーン少年合唱団

■曲目（予定）　
オルフ：おお、運命の女神よ（《カルミナ・ブラーナ》より）　
ロジャーズ：エーデルワイス（映画《サウンドオブミュージック》より）
皇后陛下御作詞  山本正美作曲：ねむの木の子守歌　　
岡野貞一：ふるさと
ヨハン･シュトラウスII：美しく青きドナウ　他　

■出演　
ウィーン少年合唱団（ブルックナー組） カペルマイスター マノロ・カニン

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

5歳未満の入場はご遠慮ください。

4.29 【月・祝】大ホール	
14：00開演

絶賛発売中 ！



春風亭昇太 林家彦いち 鈴々舎馬るこ 古今亭駒治

■出演　春風亭昇太、林家彦いち、鈴々舎馬るこ、古今亭駒治

開館35周年を記念した江戸川落語会！TV「笑点」の司会でも
おなじみの春風亭昇太をはじめ、旬の人気若手落語家が斬新
な新作落語･改作落語で、客席を湧かせます。

早耳チケット発売情報！はやみみ

サキソフォックス

ズーラシアンブラス

音楽の絵本
「たてがみの騎士

with サキソフォックス」
0歳から入場できる「音楽の絵本」コンサート。
今年は「たてがみの騎士」（4人のたてがみトランペッ
ター）が大活躍。さらに特別ゲストにサキソフォックス
を加えた新作プログラムを江戸川でいち早くお届けし
ます！重厚かつ華やかな金管アンサンブルをどうぞお
楽しみください。

高麗屋、親子揃っての襲名披露！
■出演　
　松本幸四郎 改め 二代目松本白　鸚（高麗屋）
　市川染五郎 改め 十代目松本幸四郎（高麗屋）

松竹大歌舞伎
松本幸四郎改め二代目 松本白　鸚 襲名披露
市川染五郎改め十代目 松本幸四郎 襲名披露

十代目 松本幸四郎 二代目 松本白鸚

◆江戸川区総合文化センターで毎年6月に開催され
る「松竹大歌舞伎」。公演当日には、大ホールのホ
ワイエや中央ロビーにたくさんのお店が並びます。
特に地元の「江戸川伝統工芸保存会」や「新小岩ド
リームウェイ商店街」からの出店は要注目！ここで
しか購入できない和小物、江戸川区の名産品であ
る伝統工芸品などが、所狭しと並びます。思わぬ
掘り出しモノがあるかもしれません。

◆公演の内容をより深く知るには、筋書き（プログ
ラム）やイヤホンガイドがおススメ！開場前や幕間
にお弁当やおむすびのご用意もございます。

松竹大歌舞伎の楽しみ方

「チャレンジデー」は、年齢・性別を問わず、日常的なス
ポーツの習慣化や住民の健康増進、地域の活性化に向け
たきっかけづくりを目的とした住民総参加型のスポーツ
イベントです。心も身体も健康になる美しい歩き方を学
び、実践してみませんか？お気軽にご参加ください。

■講師　 武
む と う

當倭
と お る

人（デューク更家公認ウォーキングスタイリスト）

江戸川区スポーツチャレンジデー
心も身体も美しく☆

 健康ウォーキング教室

5.29 【水】江戸川区総合文化センター前芝生広場（雨天時	館内）	 	①10：00〜11：00 ②13：30〜14：30（内容は2回とも同じです）
参加費無料　動きやすい服装でお越しください。

第137回 江戸川落語会〜新作も古典もバリバリの会〜
「江戸川落語会」恒例の「噺」リクエス
トの回！人気落語家、柳家喬太郎が、
皆さまのリクエストを参考に新作と古
典を各一席選びます！共演は、古典落
語の登場人物を鮮明に写し出す匠・入
船亭扇辰、想像と創造の世界を変幻
自在に操り、聴衆の感覚を揺さぶる奇
才・三遊亭天どん。どうぞお楽しみに！

■出演　柳家喬太郎、入船亭扇辰、三遊亭天どん
三遊亭天どん入船亭扇辰柳家喬太郎

6.10 【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。

サポーターズ 2.16発売
 一　  般  2.23発売

喬太郎のネタで聴いてみたい噺を教えてください！
リクエストを参考に師匠が当日の噺をきめます！

●募集内容
①聴いてみたい新作とその理由
②聴いてみたい古典とその理由
③ペンネーム
●受付方法
用紙に上記内容を記入の上、窓口
にお持ち頂くか、FAXでお送りくだ
さい。おひとり様一票でお願いいた
します！

7.15 【月・祝】大ホール
開演時間、料金は後日、ホームページやメルマガなどでご案内します。

サポーターズ 3.23発売
 一　  般  3.30発売

「えどがわ☆夏のこどもまつり」も同時開催！

6.30 【日】大ホール	 昼夜2公演

未就学児の入場はご遠慮ください。

サポーターズ 2.23発売
 江戸川区民 3.  3発売
 一　  般  3.  9発売

開演時間は後日、ホームページや
メルマガなどでご案内します。
全席指定  
SS席6,500円  S席5,500円  A席3,000円
グループ券（S席4枚）20,000円

柳家喬太郎の「噺」リクエスト大募集！

生で聴いてみたいと思っていた
噺、面白かったからもう一度聴い
てみたい噺、ドシドシお寄せくだ
さい！リクエストは公演当日の開
場時間18：00頃まで受付ます！

受付
期間

2.26（火）〜6.10（月）
開場時間18：00頃まで

3.2 【土】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。
［昼の部］は完売いたしました。何卒ご了承ください。

残席僅少

江戸川区
総合文化センター流

［夜の部］飛翔！新作落語・改作落語

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〜

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
落語会のチケットをお持ちでな
い方もお入りいただけます。

「江戸川落語会」展

え
ど
が
わ

江

戸
川落語

会

3.2 【土】	展示室
12：00〜18：30　入場無料

同時開催！

貴重な機会を
お見逃しなく！



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】
■ 3/2（土）「第136回江戸川落語会」
　［昼の部］は完売となりました。［夜の部］は残席僅少です。
	 完売になった場合は、当日券の販売はいたしません。何卒ご了承ください。

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

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。

“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

●講演会、会議、各種イベント用に、お弁当、パーティーのご注文も承っており
　ます。メニュー、料金について等、お気軽にお問い合わせください。

レストランのご案内

チキン南蛮今月のおすすめメニュー

総合文化センターの中央ロビーで開催
する「ロビーコンサートVol.4」の出演者
を大募集！開放感のある中央ロビーで、
日頃の活動の成果を披露しませんか？

江戸川区総合文化センター 
ロビーコンサートVol.4

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  当日7,400円

絶賛発売中 ！

出演者募集 

5.7 【火】中央ロビー　
	

お昼頃　観覧無料

■募集団体 ①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）
 ②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

■応募方法 ①応募用紙に必要事項を記入し提出してください
 ②応募する団体が演奏する音源を提出してください
 　（1曲、5分以内）
 ◦ホームページに掲載している「募集要項」を必ずご確認ください
	 ◦応募団体多数の際は、提出された書類や音源、出演希望日時などを
	 　調整し、主催者事務局が出演者を決定します

■募集期間 2/10（日）〜3/31（日）　
■応募申込先 江戸川区総合文化センター 1F管理事務室　  
■出　　演　３〜５組程度（予定）

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。

「イベントガイド」の広告掲載・大募集

【サイズ】１枠：天地60mm×左右97.5mm ／２枠：天地60mm×左右200mm
【色】全面 4C（カラー）
【料金】完全データ入稿の場合：１枠10,800円／２枠21,600円

デザイン制作依頼の場合：１枠16,200円／２枠30,240円 （すべて税込）
【発行部数】30,000部（奇数月の20日発行、隔月刊）
【配布場所】
●江戸川区総合文化センター館内 ●「サポーターズ・クラブ」会員希望者へ送付
●江戸川区公共施設（区民館、コミュニティ会館、 スポーツ施設など）の館内ラック 
●江戸川区内の私鉄・地下鉄駅内ラック ●江戸川区内町内会、自治会に配布
●東京、神奈川、千葉、埼玉の主要ホールの情報ラック　など

【お申込み・お問合せ】江戸川区総合文化センター		03-3652-1106

「イベントガイド」に広告を掲載してみませんか？
コンサートの告知や教室の生徒募集などにご利用ください。

サクッと揚げた衣と肉汁あふれる鶏もも肉に甘酸っぱい南蛮酢をか
けました。お好みで脇に添えたタルタルソースや紅生姜と合わせて
お召し上がりいただければ、2度3度とお楽しみいただける一品と
なっております。ご来店の際には是非ご賞味ください。


