
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　2015年11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/

チケットお申込み・お問合せ 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
　（別途郵送料がかかります）

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）
 ※一部受付対象外の公演もございます。

 0570-000-407
 http://l-tike.com

 イープラス
 http://eplus.jp

チケット発売初日   9:00 ～ 江戸川区総合文化センター窓口
 10:00～ 江戸川区総合文化センター電話／各種プレイガイド
 10:00～ 江戸川区総合文化センター ホームページ

●車椅子席・介助者席は、江戸川区総合文化センター窓口、電話のみの販売です。

●最新号の「イベントガイド」のPDF版はホームページよりダウンロードできます。

（サポーターズ・クラブ／
 一般共通）

江戸川区総合文化センター

イベントガイド
～88鍵盤の上で舞い踊るアクロバティックな手と手！ レ･フレールの美技に酔いしれる～
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■出演
　レ・フレール（斎藤守

もり

也
や

、斎藤圭
けい

土
と

）

2002年の活動開始以来

独創的な楽曲と斬新かつ繊細なプレイスタイルで

聴く人を魅了する兄弟ピアノデュオ「レ・フレール」が

江戸川区総合文化センターに初登場！

全席指定　5 ,000円
※0歳より入場可。
※4歳未満、ひざ上無料。お席が必要な場合は要チケット。

2016.3.25 【金】小ホール 
19:00開演 サポーターズ  11.28発売

 一　　　般   12. 5発売

レ・フレールの公演では３歳以下のお子様の膝上鑑賞を実施していま
す。レ・フレールは親子で公演を楽しんでいただけるように、年齢に
よる入場制限を設けておりません。もし公演中にお連れのお子様が騒
いだり泣き出したりする場合は、一度ロビーに出るなど周りのお客様
にご配慮くださいますようご協力をお願いいたします。



柳家喬太郎 三遊亭白鳥

12.19【土】
小ホール前 特設ステージ 
12:30～17:00 入場無料

ロビーには軽食やお飲物の売店
がございます。素敵な音楽を聴
きながら、一杯楽しむ
のもおすすめです。

クリスマス in 文化センター
ロビー・コンサート2015

すっかり恒例となっ
たクリスマスコンサー
トを今年も開催しま
す！
江戸川区で活躍する
音楽家たちの多彩な
音色を、クリスマスイ
ルミネーションとと
もにお楽しみくださ
い。

■出演
　・Riverside British Brass（英国式金管バンド）
　・フルート&ピアノ アンサンブル カプリコ
　・Pearl Voice
　・ｅ-Storm（ビッグバンド）
　・吉成文乃（メゾソプラノ）・大久保奏（ピアノ）
　・EJEXトロンボーンアンサンブル
　・ホルンギルド
　・まなすえ
　・江戸川チェンバーアンサンブル　　＜順不同＞

12.5 【土】大ホール 
15:00開演

全席指定
S席 3,800円　A席 2,500円
学生券（A席）1,000円
 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

12.9 【水】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  11.28発売
 一　　般      12. 5発売

完 売 御 礼 完 売 御 礼

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
～珠玉のチャイコフスキー名曲選～

第123回

江戸川
落語会

第124回

江戸川落語会
～古典も新作もたっぷりの会～

柳家喬太郎が古典＆新作を一席ずつ披露。また
今回は初企画として、喬太郎の持ちネタから厳
選した新作、古典それぞれ10作の中から事前に
リクエストを募集します。その結果をみて・・・喬
太郎が噺す演目を決めます！（必ずしも一番人
気の噺ではないかもしれません）
また、脇を固めるのは“新作の雄”三遊亭白鳥＆
“古典の雄”古今亭文菊！
古典も新作も、たっぷり楽しめる落語会です！
■出演
　柳　家 喬太郎
　三遊亭 白　鳥
　古今亭 文　菊

2016.3.14 【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。 

コレが聴き
たい！ 喬太郎師匠の十八番、

あなたはどれが好き？

八代目橘家圓蔵師匠ご逝去について
　去る10月7日、橘家圓蔵師匠が逝去されまし
た。圓蔵師匠は、東京都江戸川区平井で育ち、
1952年、七代目橘家圓蔵に入門、65年に真打ち
となり、五代目月の家圓鏡、82年に八代目橘家圓
蔵を襲名いたしました。ラジオやテレビ、CMに出
演し、トレードマークの黒縁めがねと愛嬌溢れる
笑顔で、お茶の間の有名人となりました。その一
方で、精力的に落語会もこなし、地元の江戸川区
では“旬で一流の噺家をご近所で見られる”をコ
ンセプトに、江戸川区総合文化センターで開催さ
れる「江戸川落語会」を盛り上げました。
　これからも、「江戸川落語会」は、圓蔵師匠の
遺志を引き継ぎ、皆様に楽しんでいただける落語会として続けていきます。
　今後も「江戸川落語会」を何卒よろしくお願いいたします。

応募について
【募集内容】
①古典、新作の中から、聴いてみたい噺を一つずつ教えてください。
②この噺を聴きたい理由や喬太郎師匠へのメッセージを教えてください。
③ニックネーム

【受付方法】①～③の内容を窓口、電話、FAXにてお知らせください。
◆江戸川区総合文化センター管理事務所前の受付ボックス
◆電 話 03-3652-1106
◆ FAX 03-3655-9935

【受付期間】11月28日（土）～2月29日（月）
※お名前や電話番号などの記入は不要です。
※ホームページから応募用紙をダウンロードできます。

“江戸川落語会のお客さんと噺家さん
を繋ぐ、ちょっとしたイベントをやって
みたい！”。
そんな思いから、今回、柳家喬太郎師匠
に多大なるご協力を頂き、実現したこ
の企画。喬太郎師匠の噺の中から、リ
クエストをドンと募集します。
古典、新作それぞれから、一つ選んで
応募してください。途中集計は随時ホー
ムページで発表します！

果たしてみなさまからのリクエストで
どれが1位になるのか？
それを喬太郎師匠が噺すのか？
・・・当日のお楽しみです！

古典

・井戸の茶碗

・擬宝珠

・首ったけ

・花筏

・そば清

・寝床

・紙入れ

・百川

・抜け雀

・短命

新作

・すみれ荘二○一号

・母恋いくらげ

・ハワイの雪

・カマ手本忠臣蔵

・白日の約束

・路地裏の伝説

・同棲したい

・華やかな憂鬱

・宴会屋以前

・夜の慣用句

古今亭文菊

▲▲ 昨年のロビーコンサートの様子

▲ 11/26～12/26までイルミネーションが点灯します

大募集



E V E N T  S C H E D U L E
イベントスケジュール

全 全館
小 小ホール 研 研修室 会 会議室マークの

説明 自 自由席指 指定席

和 和室
展 レ展示室 レストランギャ 展示ギャラリー
大 大ホール

窓口にてチケット取扱い

※2015年10月19日現在、掲載を希望された主催者の催事情報のみとなっております。
　内容等変更になる場合もございますので、詳細は各主催者まで直接お問合せください。

12月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

4（金） 第67回人権週間行事（田部井淳子氏講演ほか） 13:30 無　料
総務部総務課法務担当係
03-5662-6264

5（土）
　　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
　　～珠玉のチャイコフスキー名曲選～

15:00
S席：3,800円
A席：2,500円
学生券（A席）：1,000円

江戸川区総合文化センター
03-3652-1106

6（日） 慶應義塾大学竹之会　第五十四回定期演奏会 15:00 無　料
慶應義塾大学竹之会
asmuogtioy@keio.jp　杉本

9（水） 　　第123回江戸川落語会 18:30 3,700 円
江戸川区総合文化センター
03-3652-1106

11（金） 関東第一高等学校吹奏楽部
第45回定期演奏会

18:30
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

12（土） 日本大学マンドリンクラブ第56回定期演奏会
18:00 無　料

日本大学マンドリンクラブ
http://numc.web.fc2.com/

13（日） 第36回江戸川区音楽祭 12:00 700円（小学生以上）
江戸川区音楽協議会
03-3673-6141　島田

13（日） 第20回ミューズ・コンサート 13:00 無　料　
Muse音楽教室
047-332-4637

19（土） 　　クリスマス in 文化センター　ロビー・コンサート2015　 12:30 無　料
江戸川区総合文化センター
03-3652-1106

24（木） 庄司恵美子モダンダンス＆バレエ発表会 17:00
無　料
（要入場券）

庄司恵美子モダンダンススタジオ
047-461-1879　

25（金） 東洋大学混声合唱団
第58回定期演奏会

18:30 無　料
東洋大学混声合唱団
http://tumc.tn.st/　野崎

25（金） 早稲田大学クラシック弦楽合奏団
第28回定期演奏会

18:00 無　料
早稲田大学クラシック弦楽合奏団
http://kuragen.chips.jp　石塚

26（土） 平成27年度こども音楽コンクール
東日本優秀演奏発表会

10:40 無　料
こども音楽コンクール事務局
03-3584-0716　御園、古川

26（土） 音楽（文化）講座　ジャポニスムと音楽ー2 14:00 500円
ジュンヌ・コスモス
090-9147-0439　重杉

1月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

9（土） 江戸川吹奏楽団
第38回ファミリーコンサート

15:00 無　料
江戸川吹奏楽団
070-1503-1970　田中

20（水） GOGO DEMPA TOUR 2016
～まだまだ夢で終わらんよっ！～

19:00
指定席：7,560円
学生席：4,320円
ファミリー席：7,560円

サンライズプロモーション東京
0570-00-3337（全日10:00 ～18:00）

24（日） 淡交フィルハーモニー管弦楽団
第57回定期演奏会

14:00 1,000 円（当日券あり）
淡交フィルハーモニー管弦楽団
080-7706-6991　長谷川
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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

12/4（金）～6（日） 第 8回アトリエあ～る押花作品展 9:30～19:00
（初日12:00／最終日16:00） 無　料

アトリエあ～る
090-1669-6296　牧野

12/9（水）～16（水） 平成 27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／最終日13:00） 無　料

健康部生活衛生課薬事衛生係
03-3658-3177

12/12（土）～14（月） 江戸川区立小学校家庭科学習展 9:00～16:00
（最終日13:00） 無　料

江戸川区立小学校教育研究会 家庭科部
03-3659-5351　北小岩小学校　奥澤
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江戸川バレエフェスティバルVol.8

日時： 2016年3月13日（日）
 12:30開場  13:00開演

会場： 江戸川区総合文化センター大ホール

参加団体：江戸川区内外のバレエスタジオ・サークル・個人

演目：クラシック・モダン・創作等

料金：全席自由　一般1,000円　幼児500円（3歳～5歳）
　　　　　　　　親子ペア　1,000円 (2層席のみ）

問合せ：江戸川バレエ交流会  TEL/FAX 03-3613-3195（染野）

◆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

◆幼児クラス：3歳～

◆小Aクラス：6歳～

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

そめ

野
の

）

フレンズバレエ 生徒募集

見学は随時受付けます。

発売日 

12/10（木）



施設利用の際、あらかじめ施設予約システム『えどねっと』利用者登録（無
料）が必要です（大型文化施設 利用団体登録・個人登録）。えどねっと利用者
登録、抽選参加方法、利用予約に関すること、その他ご不明点がございまし
たら、江戸川区総合文化センター窓口までお問い合わせください。
https://www.edogawa-yoyaku.jp/edo-user/
※施設予約システム「えどねっと」は、江戸川区総合文化センターホームページ
　からもアクセスいただけます。

平成28年 12月分【大ホール　小ホール　展示室（展示目的での利用のみ）】

平成28年  5月分【リハーサル室　和室　会議室　研修室　展示室　展示ギャラリー】

平成29年 1月分【大ホール　小ホール　展示室（展示目的での利用のみ）】

平成28年 6月分【リハーサル室　和室　会議室　研修室　展示室　展示ギャラリー】

座 席 表
えどねっと

江戸川区総合文化センター　施設ご利用案内

施設利用受付開始情報

交通のご案内

12/1
開 始

1/1
開 始

■ 抽選の流れ

9:00
受付開始

抽選申込み受付

12:00
えどねっと
サイト上にて
抽選結果発表
当選分
利用料支払受付

12:00
空き予約
受付開始

※毎日3:00～4:00と11日 0:00～12:00はメンテナンスのため、システムを停止いたします。

22:00
締切

■ JR 総武線 新小岩駅南口
●徒歩　約15分
●バス【①②番のりば】
都営バス<新小21>西葛西駅行き
　　　　<新小22>葛西駅行き
　「江戸川高校前」下車徒歩3分
　「江戸川区役所前」下車徒歩5分
■ JR 総武線 小岩駅南口
●バス【④番のりば】
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」下車徒歩1分
●駐車場あり ※収容台数244台
（普通車 :最初の1時間200円、
　以降1時間毎に100円）

次号は2016年1月20日（水）発行予定です

午 前 午 後 夜 間 全 日

平　日 46,290円 92,570円 115,710円 254,570円

土・日・祝 55,540円 111,090円 138,860円 305,490円

午 前 午 後 夜 間 全 日

平　日 13,890 円 27,770 円 34,770 円 76,430 円

土・日・祝 16,660 円 33,330 円 41,660 円 91,650 円

大ホール施設利用料（1497 席）

小ホール施設利用料（502 席）
大ホール

小ホール

■ 大ホール［座席数　1,497］
 （車イス席3席分、介護者席3席含む） 

■ 小ホール［座席数　502］
 （車イス席2席分、介護者席2席含む） 
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江戸川区総合文化センター友の会「サポーターズ・
クラブ」は入会金、年会費無料です。
江戸川区総合文化センターの主催公演や共催公
演（一部をのぞく）のチケット先行予約の特典つ
き。メールマガジンで最新情報をお届けします。
みなさまのご入会をお待ちしております。

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

会員募集中！

イベントガイド・チラシ郵送
（郵送希望の方は、別途 1,000円）
※江戸川区総合文化センターに
　直接お問合せください。

JR新小岩駅南口より徒歩15分
徒歩ルート

江戸川高校前バス停より徒歩3分

　 ３Fレストラン　百花百兆のご案内
グランドメニューより、「ふわとろオムラ
イス」をご紹介致します。
表面をふわふわトロトロに仕上げた卵
をチキンライスの上に乗せ、シェフ特製
のじっくり煮込んだマッシュルームデミ
グラスソースをかけました。
開店より変わらぬ味で大人気の一品で
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。

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。

ふわとろオムライス

各種ご宴会承ります！

お弁当デリバリー・売店サービスもご利用ください
★お弁当デリバリー
　会議、講演会、各種イベントのランチタイムに！ 　 　
　ご予算に合わせてご用意いたします。
　■幕の内弁当 800円～ ■会議用弁当 1,500円～

★売店サービス
　イベント開催時の来場者向けの
　売店サービスとして、ぜひご利
　用ください。

季節の素材を取り入れた和・洋・中の豊富なメ
ニューをご提案します。少人数から100名様で
の開催も可能です。

■お一人様　2,500 円～
◎飲み放題はプラス　1,550 円
※別途サービス料をいただきます。

毎月1日 10日 11日 19日 20日

◆11月25日（水）は館内設備点検のため休館いたします。
　レストラン「百花百兆」もご利用いただけません。
　駐車場は第2駐車場のみご利用いただけます。
◆12月28日（月）～1月4日（月）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。

休館日のお知らせ

広告


