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12-1 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

■ 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）
 パソコンhttp://edogawa-bunkacenter.jp/ 
 携帯 http://edogawa-bunkacenter.jp/m/
 ※施設の空き照会、ご予約も可能です。

各プレイガイドのご案内

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

（サポーターズ・クラブ／
 一般共通）

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

イープラス http://eplus.jp

小学生より
入場可

0歳より
入場可

サポーターズ
先行予約あり 4 表示の年齢より

入場可

■アイコンの説明

江戸川区総合文化センター

イベントガイド

ローソンチケット 0570-000-407 http://l-tike.com
（10:00～20:00）
※一部受付対象外の公演もございます。

「もらい泣き」「ハナミズキ」などのヒット曲で知られる一青 窈。
 話題を呼んだフジテレビ系連続ドラマ
『昼顔～平日午後3時の恋人たち～』の主題歌
「他人の関係 feat. SOIL&“PIMP”SESSIONS」も収録された
 ニューアルバム『私重奏』をたずさえ、江戸川区総合文化センターに初登場！

一青 窈
2015.

2.8【日】大ホール
17：00開演　全席指定　6,300円
※3歳以上はチケットが必要。

※3歳未満のお子様は保護者1名に付き、1名までは膝上で
　の鑑賞無料。席が必要であれば、有料。

絶賛発売中 ！

TOUR 2014-2015 
～私重奏～



第119回江戸川落語会 12.10 【水】

第120回

江 戸川落語会
BS11の落語番組「柳家喬太郎のようこそ芸
賓館」でもおなじみ、柳家 喬太郎が登場。
古典と新作を1本ずつ披露します。
また落語会のホープと呼び声も高い古今亭  
菊之丞、若手女流落語家として話題沸騰中の
春風亭ぴっかり☆が華を添えます。
この落語会は要注目！！

■出演
　柳　家 喬　太　郎
　古今亭 菊　之　丞
　春風亭 ぴっかり☆

山下洋輔 encounters
茂木大輔×東京フィルハーモニー交響楽団

11.24【月・祝】大ホール
15:00開演　全席指定  S席5,500円　A席4,500円　学生券(A席) 2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。※学生は26歳未満が対象（公演当日に学生証をお持ちください）

絶 賛 発 売 中  ！

第34代木村庄之助の相撲講座
大相撲中継だけではわからない相撲の裏側を元行司、第34代木村庄之助が軽快な口調でみなさんにご紹介します。
行司や呼出の仕事を、実演も交えて解説するほか、江戸川区に部屋を構える武蔵川親方とのトークショーもあり。
相撲がぐっと身近に、もっと楽しくなること間違いなし！ 初心者からツウな人まで楽しめる充実の全３回でおおくりします。
講師：伊藤勝治（元行司・第34代木村庄之助）

完売 御 礼

シンフォニックジャズから山下洋輔の真骨頂である即興演奏
を堪能できるピアノ・ソロまで、多彩なプログラムをお楽しみ
いただけます。
この秋、この豪華なメンバーが集まるのは江戸川だけ！
ご期待ください。

■曲目 グレン・ミラー・メドレー
 山下洋輔： ピアノ協奏曲第1番即興演奏家の為の
  《エンカウンター》第4楽章
　 ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー ほか

■出演 山下洋輔（ピアノ、構成・進行）、茂木大輔（指揮）
 東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
 植村昌弘（締太鼓）

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。

2015.3.9【月】小ホール

©Kiyomitsu Shirouzu　 　　山下洋輔 茂木大輔

東京フィルハーモニー交響楽団

柳家 喬太郎

春風亭 ぴっかり☆古今亭 菊之丞

サポーターズ  11.29発売
  一　　般     12. 6発売

スタイリスティックス ロビー・コンサート2014
魅惑のハーモニーと
妖艶なファルセット・ヴォイス
珠玉のヒットナンバーは
決して色あせない・・・
■曲目 「ユーアー・エヴリシング」
 「誓い」
 「愛がすべて」ほか
※曲目は変更になる場合がございます。

今年も１F中央ロビーで地元の音楽家によるクリスマス・コンサートを開催します。
歌あり、ジャズあり、クラシックあり。8組の個性豊かなグループがクリスマスの音色を
奏でます。館内を彩るイルミネー
ションとともにお楽しみください。

12.7【日】
大ホール

12.20【土】
小ホール前　特設ステージ

13:30～17:30
入場無料絶賛発売中 ！

■ 第1回 2015.1.31【土】 「相撲を支える脇役、呼出とは？」
  ゲスト：利樹之丞（十両呼出・高砂部屋）

■ 第2回 2015.2.21【土】 「相撲の歴史と行司の役割」
■ 第3回 2015.3.28【土】 特別企画：「相撲放談」
  特別ゲスト：武蔵川光偉（第67代横綱武蔵丸、武蔵川部屋・師匠）
  進行：下角陽子（フリーアナウンサー）

研修室
14:00～15:30　全席自由　各回1,000円　3回セット券2,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。 第３回の特別ゲスト「武蔵川光偉」 講師：伊藤勝治（元行司・第34代木村庄之助）

絶 賛 発 売 中  ！

17：00開演
全席指定　6,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

クリスマスイルミネーションは11/27～12/26まで点灯します。



E V E N T  S C H E D U L E
イベントスケジュール12 -1月

      2014 Dec-2015 Jan

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 展示室 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
※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

5（金） 第66回 人権週間行事「講演と映画のつどい」 13:30 無　料 江戸川区総務部　総務課　法務担当係　03-5662-6264

7（日） 　　 スタイリスティックス 17:00 6,000円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

7（日） 落語＆朗読バラエティ「三丁目の回覧板」の会 13:40 無　料 都立小岩高校話術研究部OB会（楽ごれん）  03-5626-2568　大塚

10（水） 　　 第119回 江戸川落語会 ＜完売＞ 18:30 3,700円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

14（日） 第35回 江戸川区音楽祭 12:00 700円 江戸川区音楽協議会　03-3658-3452　増田

20（土） 　　 ロビー・コンサート2014 13:30 無　料 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

21（日） 第43回 リコーダーコンテスト
（第36回 全日本リコーダーコンテスト予選）

10:00 無　料
東京リコーダー教育研究会
http://www.tokyorecorderseminar.com/ 長谷川

23（火・祝） 明治大学応援団
第62回 定期演奏会　第60回 紫紺の集い

17:30
前売：    700円
当日：1,000円 明治大学応援団　03-3233-3403

23（火・祝） 庄司恵美子モダンダンス＆バレエ発表会 16:00 無　料 庄司恵美子モダンダンススタジオ　047-461-1879　庄司

24（水） 東京大学運動会応援部吹奏楽団＆チアリーダーズ
第40回 定期演奏会

18:15 無　料 東京大学運動会応援部　http://www.todai-ouen.com/

24（水） 45th 明治大学New Wave Jazz Orchestra　リサイタル 17:00 無　料
明治大学New Wave Jazz Orchestra
newwavejazzmain@gmail.com　石塚

25（木） 江戸川女子中学・高等学校 シンフォニックオーケストラ
第14回 定期演奏会

17:30 無　料 江戸川女子中学・高等学校　03-3659-1241  菊地

26（金） エトワールバレエスクール　バレエコンサート 15:45 無　料 エトワールバレエスクール　080-5470-5754　花村

1月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

5（月） 小さなコンサート 12:00 無　料 小さなコンサート　080-5007-7751　加藤

10（土） 東京都大学吹奏楽連盟　第40回 アンサンブルコンテスト 11:00 1,000 円 東京都大学吹奏楽連盟　daisuirenjimukyoku@yahoo.co.jp　事務局

　18（日） 第17回 江戸川・鶴岡 友好交流第九演奏会 13:30
前売：2,000円
当日：2,500円 江戸川鶴岡交流演奏会実行委員会　090-1404-4286　鈴木

19（月） 同窓会コンサート 14:00
18:00

SS：8,000円
  S：  7,000円
（税別）

株式会社夢グループ　0570-666-114

25（日） 淡交フィルハーモニー管弦楽団　第55回 定期演奏会 14:00 1,000 円 淡交フィルハーモニー管弦楽団　shin.oka@nifty.com　 岡

31（土） 　　 第34代木村庄之助の相撲講座
　　 第1回 「相撲を支える脇役、呼出とは？」

14:00
1,000 円
（3回セット券：2,500円） 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

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

12/5（金）～12/7（日） 書楽展　（書道展） 9:00～ 17:00
（最終日 11:00） 無　料 江戸川区役所書道部　03-3652-1151（内 3132）　小美野

12/5（金）～12/7（日） 第7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

12/10（水）～12/19（金） 平成26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12:00／最終日13:00） 無　料 江戸川保健所　生活衛生課　薬事衛生係　03-3658-3177

12/13（土）～12/15（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

12/23（火・祝）～12/26（金） 総合美術展覧会 11:00～ 19:00
（最終日 14:00） 無　料 株式会社 アートクロス　03-5226-5225

1/22（木）～1/27（火） 小学校教職員美術展 11:20～ 19:00
（最終日 14:00） 無　料 江戸川区小学校教育研究会　図画工作部　03-3652-2194（大杉東小学校内）　坂元

1/22（木）～1/27（火） 江戸川のこども絵画展 9:00～ 16:00
（最終日 13:00） 無　料 江戸川区小学校教育研究会　図画工作部　03-3652-2194（大杉東小学校内）　坂元
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江戸川バレエフェスティバルVol.7

日時： 2015年3月14日（土）
 13:00開場  13:30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
 親子ペア1,000円（2層席のみ）※幼児は3歳～5歳となります。

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

野
の

）

広告

◆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

参加団体：江戸川区内外のバレエスタジオ・サークル・個人参加団体：江戸川区内外のバレエスタジオ・サークル・個人

12/10（水）
発売

ギャ

ギャ

主催

主催

主催

主催

見学は随時受付けます。



　

■ 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） 

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27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27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28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27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
毎月1日 10日 11日 19日 20日
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

■ 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）
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次号は2015年1月20日（火）発行予定です

※9列目から段が上がります※8列目から段が上がります

温玉チーズ焼きカレー

「サポーターズ･クラブ」は入会金、年会費無料
でご入会できます。
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

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

 9:00～12:00 12:45 ～14:45 15:00～17:00 17:30～19:30 19:45 ～21:45 全　日
リハーサル室 3,290 円 1,645 円 1,645 円 1,645 円 1,645 円 9,870 円
和   室 1,540 円 1,030 円 1,030 円 1,185 円 1,185 円 5,970 円
会議室 3,090 円 2,005 円 2,005 円 2,315 円 2,315 円 11,730 円
研修室 7,710 円 5,040 円 5,040 円 5,810 円 5,810 円 29,410 円
展示室 3,700 円 2,415 円 2,415 円 2,775 円 2,775 円 14,080 円

展示ギャラリー 無　　　　　　　料

大ホール施設利用料（1497 席）

小ホール施設利用料（502 席）

諸室施設利用料

ホール、諸室とも付帯設備等を使用する場合は、別途料金がかかります。

（郵送希望の方は、別途 1,000円）
※文化センターに
　直接お問合せください。

大ホール

小ホール

◆11月26日（水）は保守点検のため休館いたします。
　レストラン「百花百兆」もご利用できません。
◆12月28日（日）～1月4日（日）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できません。　
　何卒ご了承ください。

休館のお知らせ

各種ご宴会承ります！
江戸川区総合文化センター3F「百花百兆」

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。

３Fレストラン　百花百兆のご案内
グランドメニューより「温玉チーズ
焼きカレー」をご紹介致します。
玉ねぎを赤ワインでじっくり炒め、
甘味とコクを出したカレーソースと
チーズ、温泉玉子をライスに乗せ
て焼き上げました。温泉玉子と共
に召し上がるとまろやかな味にな
り、一皿で二度楽しめます。
他にもメニューをご用意しておりま
すので、是非ご来店下さい。

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。

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いたします。小人数から
100名様規模での開催も可能です。お気軽
にお問合せくださいませ。
■お一人様　2,500 円～
◎飲み放題はプラス　1,550 円
※別途サービス料がかかります。


