
■ 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） 

4月1日よりサポーターズ・クラブの規約を一部
変更いたします。
江戸川区総合文化センター主催公演のチケット
先行予約などの特典つき。
この機会にぜひご入会ください。

4月より発売の公演について、発売初日のホームページ受付時間が、10 時から
となります。どうぞご利用ください。

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 4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26年 9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27年 5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26年 10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

江戸川区総合文化センター友の会 「サポーターズ・クラブ」

発売初日のインターネット予約開始時間についてえどねっと

チケット手数料の改定のお知らせ

施設利用料金の改定のお知らせ

施設利用受付開始情報

交通のご案内

4/1
開 始

5/1
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
【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
【徒歩】約15分
■ JR 総武線 小岩駅南口
【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）

４月１日よりグランドメニューを改
訂し、今回新たなメニューが加わ
りました。その中から、ナポリタ
ンをご紹介します。トマトペースト
に４種類の具材を使用し、コクの
あるソースに仕上げました。是非
お召し上がりください。また4月
1日以降、消費税率引き上げによ
る一部料金の見直しをさせていた
だきます。何卒ご了承ください。

入会金・年会費　無料

会員募集中！

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　2014年3月20日発行

2014

4 -5 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/

↓ホームページもご覧下さい

チケットお申込み・お問合せは

■ 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
※2014年4月より、発売初日のホームページ受付は10時からとなります。

（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://pia.jp/t

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。
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次号は2014年 5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

３Fレストラン　百花百兆のご案内

ナポリタン

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。

4月からの消費税引き上げに伴うチケット代金の変更はございません。ただし、
セブン -イレブンでのお引取りの際にかかる手数料につきましては消費税 8％の
料金を申し受けます。
 事務手数料　1件　158 円→162円　  発券手数料　1枚　105円→108 円

4月からの消費税法の一部改正に伴い、利用料金及び付帯設備利用料金を改定する
予定です。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。なお、改定後の利用料金
は平成26年 4月1日以降にお支払いいただく料金から適用いたします。
利用料金に詳細については、江戸川区総合文化センター窓口にお問い合わせください。

歌舞伎プレセミナー

5.17【土】小ホール 14:00開演全席自由 500円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。
学生無料 ※公演当日に学生証をお持ちください。

元NHKアナウンサーで古典芸能解説者の葛西聖司さんに、
歌舞伎初心者の素朴な質問から松竹大歌舞伎公演の演目の
あらすじや見所など、映像や音楽を使って分かりやすく解説
していただきます。

6.30

絶賛発売中 ！

【月】大ホール
昼の部 12:30開演
夜の部 17:00開演
 S席 6,500円
A席 5,000円
B席 4,000円
学生券（A席） 2,500円
グループ券（販売エリア限定） 
S席4枚 20,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

歌舞伎丸わかりセット！
初めての方でも歌舞伎を楽しめ
る、プログラムとイヤホンガイド
を組み合わせたセット
プログラム 1,300円 
＋ イヤホンガイド 700円
通常価格合計2,000円
　　　　→ 2つで1,700円
※公演当日、イヤホンガイド受信機引き換
え時に保証金1,000円を別途お支払い頂
き、保証金は受信機と引き換えにご返金い
たします。

グループ券（エリア限定）
S席4枚 20,000円
4枚1組をお得な料金で！

お得な特別価格！
（江戸川区総合文化センターのみ取扱い）

立川談春
 独演会
立川談春
 独演会
立川談春
 独演会

4月19日（土）開場14:30 開演15:00
ギャラクシティ西新井文化ホール
チケット発売日 3月15日（土）10:00 発売開始

チケット発売日 3月29日（土）10:00 発売開始
◆サンライズオンライン http://www.sunrisetokyo.com/
◆チケットぴあ 0570-02-9999  Pコード：＜西新井＞433-535 ＜市川＞433-536
◆ローソンチケット 0570-084-003  Lコード：＜西新井＞39089 ＜市川＞39091
◆ e+（イープラス） http://eplus.jp　　全席指定￥3,800（税込）※未就学児入場不可

チケット発売日 3月29日（土）10:00 発売開始

4月25日（金）開場18:30 開演19:00
市川市文化会館　小ホール

チ
ケ
ッ
ト
発
売
所

ご予約
お問合せ

サンライズプロモーション東京　0570-00-3337
サンライズプロモーション東京 検　索 （全日10:00～19:00)

葛西聖司

イベントガイド・チラシ郵送

© 松竹

© 橘蓮二

今年は、2011年に親子同時襲名をした三代目中村又五郎と四代目中村歌昇が
登場。播磨屋の中村吉右衛門を筆頭に、中村歌六、中村芝雀、中村錦之助ら豪華
顔ぶれで、二人の襲名披露を華やかに彩ります。公演当日は売店の出店もござい
ますので、この機会に是非ご利用ください。



 

E V E N T  S C H E D U L E
イベントスケジュール 4-5月

   2014  Apr-May

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
※2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。

4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） 江戸川ウインドオーケストラ　2014スプリングコンサート 14:00 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

6（日） 東京都立小石川中等教育学校吹奏楽部　第32回定期演奏会 13:30 無　料 東京都立小石川中等教育学校吹奏楽部　03-3946-7171　岡田

13（日） 江戸川区民謡舞踊連盟春季大会 9:30 無　料 江戸川区民謡舞踊連盟　03-3652-0708　市川

12（土）13（日） 大江戸轟音ライブ　Vol.11 （12日）14:30
（13日）12:00 1,000 円 （株）オルフェウスレコーズ　03-5674-7131　下田

19（土）「登喜美会」日本舞踊発表会 11:00 無　料 登喜美会　03-3878-8610　坂東

19（土） <ふれあいコンサート>（慶應義塾ワグネル男声合唱団）コール・ヘリテージ 13:40 1,000 円 江戸川区音楽ユビキタス　03-3651-6006　関口

20（日） 江戸川フィルハーモニーオーケストラ　第15回スプリングコンサート 13:30
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　03-3670-0048　オフィススガ　須賀

27（日） 尾原家万次郎女ショー 12:00
前売:3,500円
当日:4,000円

津軽民舞踊　尾原家会　03-3655-4572　尾原家

29（火・祝） 2014全日本武術太極拳競技会 9:45 一般： 500円
（高校生以下：無料） 公益社団法人　日本武術太極拳連盟　03-3265-9494　石原

29（火・祝） 江戸川区春季俳句大会 12:45 無　料 江戸川区俳句連盟　03-6822-7068　（事務局長）宮島

5月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先
4（日・祝） 第6回スプリングコンサート 14:00 無　料 楽夢音　080-5003-8586　鈴木

6（火・休） 大江戸シンフォニックウィンドオーケストラ　第3回定期演奏会 13:30
前売:   500円
当日:1,000円

大江戸シンフォニックウィンドオーケストラ　070-5016-4870　サトウ

10（土）11（日） 公益財団法人 日本民謡協会　民謡民舞首都圏地区大会 9:30
1,000円
プログラム:500円

日本民謡協会　民謡民舞首都圏地区大会　実行委員会　03-3874-1330　佐々木

10（土） シンデレラ コンサート 16:00 無　料 JSD　バレエスクール　047-325-2077　吉田

17（土） 　　 歌舞伎プレセミナー 14:00 500円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

18（日） 江戸川区・鶴岡市友好都市記念公演　シンデレラ全幕 15:00
S:5,000円＊
A:4,000円＊
親子席:4,000円＊

（株）ミリオンコンサート協会　03-3501-5638　髙原

24（土） 東京工業大学管弦楽団　第150回定期演奏会 18:00 1,000円 東京工業大学管弦楽団　titech.o.webmaster@gmail.com　溝根

24（土） ひまわり歌の会　カラオケ発表会 14:00 無　料 ひまわり歌の会　03-3655-0996　小里

25（日） 日本ヨハン・シュトラウス協会管弦楽団　第36回演奏会 13:30 無　料 日本ヨハン・シュトラウス協会管弦楽団　strauss_orchestra@yahoo.co.jp　松田

25（日） 子スズメみんよう　新緑まつり 13:00
前売:2,500円
当日:3,000円

子スズメ民踊楽園　03-3636-4603　松浦

31（土） 江戸川ギター・マンドリンクラブ　第25回定期演奏会 14:00 500円 江戸川ギター・マンドリンクラブ　03-3652-0916　深見

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

4/5（土）～7（月） 日本習字教室文化祭 9:00～ 21:45
（初日 13:00 ／最終日 17:00） 無　料 日本習字本一色教室　03-3653-2198　渡部

4/8（火）～12（土） 江青美三人展 10:00～ 18:00
（初日 13:00 ／最終日 16:00） 無　料 江青美　03-3678-6608

4/20（日） 第 76 回チャボ全国品評会 10:00～ 16:00 無　料 全日本チャボ保存協会　090-5551-6251（チャボ専用携帯）　佐藤

4/26（土）～27（日） 春の山野草展 9:30～ 17:00
　　　　　　（最終日 16:00） 無　料 江戸川山草会　03-3656-7748　川島

5/17（土）～18（日） 第15回　建築家展 11:00～ 18:00 無　料 ASJアーキテクツ・スタジオ・ジャパン　東京東スタジオ　03-3675-4760　木村

5/23（金）～25（日） 江戸川園芸グループ作品展 9:00～ 17:00
（初日 10:00 ／最終日 15:00） 無　料 江戸川園芸グループ　090-5194-8545　宇田川
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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。

第117回江戸川落語会
■出演： 桂歌丸、入船亭扇遊
 瀧川鯉昇、柳家喜多八

桂歌丸

瀧川鯉昇

入船亭扇遊

柳家喜多八

絶賛発売中 ！

大

大

大

大

大

8.23【土】
江戸川・
JAZZナイト
詳細が決まり次第、
ホームページなどで
ご案内します。

沖仁 フラメンコギターコンサート 佐村河内 守 作曲　ピアノ・ソナタ第1番&第2番

落語界の重鎮、桂歌丸が1年8ヶ
月ぶりに江戸川に登場！
圧倒的な存在感を誇る歌丸師匠
に会いにきてください。
ほかにも実力派の面々が粋な噺
をお届けします。

研

研

7.21
17:00開演　全席指定　4,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
主催:サンライズプロモーション東京　共催：江戸川区総合文化センター 企画制作：TONE

【月・祝】
小ホール

 サポーターズ 4.26　発 売
 一　 般 5. 3　発 売

音楽の絵本「アミーゴ」

Late Summer Classics

 ドラゴンクエストコンサート
交響組曲「ドラゴンクエストⅥ」幻の大地

森麻季  ソプラノ・リサイタル
ピアノ：山岸茂人

子どもとおとなのための◎読み聞かせ

お話の森オカピ率いるズーラシアンブラスと仲間たちが夏休みとともに江戸川にやってくる！
赤ちゃんも大人も、ノリノリで盛りあがっちゃおう！

7.21 【月・祝】 
大ホール

15:00開演　全席指定　大人2,500円　子ども500円 （4歳～中学生以下）
※大人1名につき、4歳未満ひざ上無料。お席が必要な場合は500円

 サポーターズ 4. 5　発 売
 一　 般 4.12　発 売

8.31 【日】 
大ホール 9.14 【日】 

大ホール
14:00開演　S席 5,000円　A席 4,000円　学生券（A席） 2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

14:00開演　S席 3,500円　A席 2,000円　学生券（A席） 1,000円
グループ券（販売エリア限定） S席4枚 10,000円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

 サポーターズ 特別先行あり!
 一　 般 4.26　発 売

 サポーターズ 特別先行あり!
 一　 般 4.26　発 売

8.11 【月】 
小ホール

14:00開演　全席指定
大人2,000円　子ども500円  （4歳～中学生以下）
※大人1名につき、4歳未満ひざ上無料。お席が必要な場合は500円

 サポーターズ 4. 5　発 売
 一　 般 4.12　発 売楽器ワークショップ （協力：島村楽器）

本物の楽器を叩いたり、吹いたりしてみよう！ 
ミニコンサートもありますよ。 
チケットをお持ちの方なら、どなたでもどうぞ！
時間13：30～14：30

子どもレセプショニスト大募集！
コンサートでお客さまを迎える仕事を体験しよう！
参加資格：小学4年～6年の男女
募集期間：4/12～6/20
文化センターまでお電話でお申込みください。

「こわくないこわくない」　文＝内田麟太郎　絵＝大島妙子（童心社）

あのオフロスキー役で大人気の俳優、小林顕作による絵本の読み聞かせ。
といっても、来てみてびっくり。ただの読み聞かせではありませんよ。
小さな子どもから大人まで楽しめる楽しい時間が待ってます。0歳から入場可能です。

©HARU

冒険の書は今、開かれた！すぎやまこうい
ちと東京都交響楽団という布陣で、ゲー
ムの世界観をそのままにお贈りいたしま
す。
■指揮とお話：すぎやまこういち
■管弦楽：東京都交響楽団

人気、実力、そして美貌を兼ね備え、日本を
代表するオペラ歌手として常に注目を集め
る森麻季が、江戸川区総合文化センターに
初登場。オペラから日本の歌まで多彩な曲
が大ホールに響き渡ります。

■曲目（予定）：
 プッチーニ：歌劇「ジャンニ・スキッキ」より
  「私のお父さん」
 プッチーニ：歌劇「つばめ」より
  「ドレッタの夢」
 NHKスペシャルドラマ『坂の上の雲』メインテーマ
  「Stand Alone」
 東日本大震災復興支援ソング
  「花は咲く」　ほか
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落語ワークショップ
今年の夏も落語ワークショップを開催いたします。落語に興味のある方なら、
子どもから大人まで、どなたでも大歓迎！落語の奥深さを学びましょう。

【講師】橘家仲蔵
【練習日】
　7/6（日）、7/13（日）、7/19（土）、
　7/26（土）、8/2（土）
【時間】
　13：00～16：00（予定）
【発表会】
　8/3（日）
参加費：2,000円
参加資格：小学生以上　定員：10名程度
募集期間：4/12～6/20　　　
申込方法：文化センターまでお電話でお申込ください。

バレエ シンデレラ＝全幕＝バレエ 
江戸川区総合文化センター　大ホール
5月18日（日）午後3時開演（午後2時30分開場）
チケット料金
S席/5,000円  A席/4,000円  親子席/4,000円
企画･制作：総合企画K.SATO　ViVi バレエスタジオ
協力：田中りゑバレエスタジオ　江戸川バレエ交流会
問い合わせ先：ミリオンコンサート 03-3501-5638

2014年　江戸川区･鶴岡市友好都市記念公演
◆演出･振付／佐藤 千春
◆主な出演者／
　シンデレラ：田所 いおり
　王子：石井 竜一
　シンデレラの父：堀 登
　継母：井上 浩一
　王妃：山田 桂子
　義姉：安藤 明代
　義妹：加藤 浩子
　仙女：武内 紀子
　王：桝竹 眞也
　道化：倉谷 武史
　王子の友人：杜 海
　王子の友人：松田 耕平
　　　（牧阿佐美バレエ団）

6.10 【火】小ホール

公演中止のお知らせ
4月26日に予定しておりました「佐村河内守作曲　ピアノ・ソナタ第1番
＆第2番」は、2月5日付け報道を受け、公演を中止することになりまし
た。公演を楽しみにされていたお客様にはご迷惑をおかけし申し訳ご
ざいません。すでにチケットをご購入いただいたお客様には、5月7日
(水)まで代金の払い戻しをさせて頂きます。詳しくは、ご購入先にお問
い合わせ頂きますようお願いいたします。

ドキドキワクワク！夏の子ども向け公演特集


