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8 -9 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。

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

 ・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

 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）

シンフォニックジャズからピアノ・ソロまで
ジャズとクラシックの出会い（encounter)を創造する
山下洋輔の世界を心ゆくまでご堪能ください。

全席指定　S席5,500円　A席4,500円　学生券(A席) 2,000円（税込）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

15:00開演
 サポーターズ  7.26 発 売
  一　 　　般   8.2　発 売

©Kiyomitsu Shirouzu

曲  目

出  演



江戸川ジャズ・ナイト
真夏の夜に豪華アーティストが一堂に会するジャズ・フェスティバル！

第118回

江戸川落語会

第119回

江戸川落語会

■出演： 三遊亭円楽、柳亭市馬
 柳家三三、春風亭一之輔

■出演： 柳家小三治、柳家はん治、柳家禽
きん

太
だ

夫
ゆう

三遊亭円楽

柳家三三

柳亭市馬

春風亭一之輔

“笑点”でおなじみ円楽をはじめ、今をとき
めく噺家がやってきます。人気の顔ぶれにつ
き売り切れ必至！お急ぎください。

第119回江戸川落語会は柳家小三治一門会。
当代随一とも評される柳家小三治の芸の真髄を
ぜひ生でご覧ください。

魅惑のハーモニーと
妖艶なファルセット・ヴォイス
「ユー・アー・エヴリシング」「誓い」
「愛がすべて」
珠玉のヒットナンバーは決して色あせない…

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。

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。

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。

15:00開演　全席自由　1,500円

9.1【月】 小ホール

12.10 【水】 小ホール

12.7【日】 

11.9【日】研修室

8.23 【土】 
大ホール

17:00開演　全席指定　5,500円　※未就学児の入場はご遠慮ください。

絶賛発売中 ！

 

森麻季  ソプラノ・リサイタル
ピアノ：山岸茂人

9.14 【日】 
大ホール

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。

日本を代表するオペラ歌手の1人である森
麻季が、江戸川区総合文化センターで行
う初のリサイタル。4枚買うとＳ席が一人
2,500円になるグループ券もオススメです。

■曲目（予定）
 プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より
  「私が街を歩くと」（ムゼッタのワルツ）
 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

©Yuji Hori

絶賛発売中 ！

子どもとおとなのための
◎読み聞かせ

お話の森

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

Eテレの子ども番組「みいつけた！」
の“オフロスキー”役で大人気の俳
優、小林顕作（こばやしけんさく）に
よる絵本の読み聞かせ。
スクリーンに映った大きな絵本の前
で、歌あり踊りあり！大人も読み聞か
せの参考にして！

絶賛発売中 ！

絶賛発売中 ！

 サポーターズ  8.23発 売
 一　   般     8.30発 売

 サポーターズ  8.23発 売
 一　   般   8.30発 売

スタイリスティックス

 吉岡正晴
 ソウルミュージック講座

　 Q： 山中さんが表現者として
 強く意識されていることを教えてください。
山中： 弾きたいことと自分の個性とが近づいてきたのかなあと思います。
 モチベーションやこうしたい、というものを常に伸ばしていきながら、

自分を知り、受け入れていきたいと常々心がけています。新作は2管に
ギターも入ったセクステットですので、初めて自分の作曲したオリジナ
ル曲中心のアルバムです。

　 Q： 山中さんのライヴ・パフォーマンスはエンタテイメントという要素を含
めてとてもハイ・レベルにあると思います。それは聴衆の反応でも感じ
るのですが、ライヴ・パフォーマンスする際に心がけておられる点など
あれば。

山中： 録音では何度も繰り返し聞くことを想定して引き算の発想で演奏して
います。聴く人が感じたり考えたりする余白を残したいと思っていま
す。本番ではやはりお客さまの熱気や会場の開放感にかけ算された演
奏になると思います。全てを自分でコントロールするよりも予期しない
ものがとても楽しいです。音楽はお客さまに聴かれて初めて音楽にな
るのだなぁと実感してます。

　 Q： 山中さんが《江戸川ジャズ・ナイト》公演に期待するものは何ですか。
山中： 素晴らしいアーティストの皆様と共に出演させて頂けますことを大変

光栄に思います。とびきりの個性のジャズが出会う場所で、わたし自身
も自分の音を磨き、お客さまとともに楽しみ盛り上げていきたいです。

取材協力「JAZZ JAPAN」

日野皓正クインテット
日本のJAZZ界を牽引し続ける
世界的スーパー・ジャズ・トランペッター

山中千尋トリオ
ニューヨークを拠点に世界中で活躍
日本を代表するジャズ・ピアニスト

高橋誠カルテット
芳醇なヨーロッパの香り漂う

ジャズ・ヴァイオリン界の若き貴公子

土岐麻子 meets Schroeder-Headz
CMでもおなじみ“声のスペシャリスト”と
新世代のジャズ・ピアニストによるスペシャル・ユニット

山中千尋さん インタビュー

柳家小三治

柳家はん治

大ホール

“ソウルサーチャー”吉岡正晴氏が
  ソウルミュージックの魅力を語るスペシャルセミナー

「こわくないこわくない」文＝内田麟太郎　絵＝大島妙子（童心社）

 サポーターズ  8.23発 売
 一　   般   8.30発 売



E V E N T  S C H E D U L E
イベントスケジュール 8-9月

   2014  Aug-Sep

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
※6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。

8月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先
2（土） オーケストラ・アンサンブル・フリーEAST　第2回　演奏会 17:00 1,000円 ensemblefree.contact@gmail.com

6（水） ドキュメンタリー映画「空想の森」江戸川上映会 14:00
大人  前売1300円当日1500円
高校生・中学生800円
小学生無料

ドキュメンタリー映画「空想の森」江戸川上映委員会
soramorinet@yahoo.co.jp

9（土）10（日） 東京大学ピアノの会　八月演奏会 11:00 無　料 東京大学ピアノの会　www.p-kai.net　内山

11（月） 　　 子どもとおとなのための◎読み聞かせ「お話の森」 14:00 ＊大人2,000円  子ども 500円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

14（木） 　　 ヤングアメリカンズジャパンツアー2014夏ｉｎ江戸川 18:00 ＊1,000円
第一幕は指定席、第二幕は自由席

ＮＰＯじぶん未来クラブ ヤングアメリカンズ事務局
ya@jibunmirai.com　03-5251-5886

16（土） 平成26年度東京都大学吹奏楽コンクール 10:30 1,000 円 東京都大学吹奏楽連盟　daisuirenjimukyoku@yahoo.co.jp

17（日） 江戸川高校吹奏楽部　第32回定期演奏会 13:30 無　料 東京都立江戸川高校吹奏楽部　03-3651-0297　諌見

17（日） 吹奏楽団One Bound　第5回定期演奏会 13:30 無　料 吹奏楽団One Bound　onebound.09@gmail.com　柳瀬

17（日） ギャンブル依存症【基礎講座】～治療法と解決策～ 13:30 無　料 一般社団法人ギャンブル依存症問題を考える会　03-3555-1725　坂田

23（土） 　　 江戸川ジャズ・ナイト 17:00 ＊5,500円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

24（日） 第18回東関東民謡民舞連合大会   9:45 無　料 東関東民謡民舞連合会　03-3692-8407　五十嵐

24（日） 第39回全日本小学校・中学校・高等学校ギターフェスティバル 12:00 500円 日本教育ギター連盟　0466-23-9229　熊谷

31（日） 　　 ドラゴンクエストコンサート　　［完売］　 14:00  ＊ S5,000円　A4,000円
    Ａ学生2,000円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

31（日） マンドロンチェロ弾きの集い 13:30 ＊1,000円 マンドロンチェロ弾きの集い  http://mandoloncellist.web.fc2.com  有馬

9月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先
2（火） 関東第一高等学校　ふれあいコンサート 18:30 500円 関東第一高等学校　父母の会　03-3653-1541（代）　市川

7（日） 第18回 琴古流尺八 雅道会 演奏会 11:00 無　料 琴古流尺八 雅道会　03-5668-1090　徳丸

12（金） 千昌夫＆五月みどりビッグショー 14:00
当日：SS8,000円 S7,000円
前売：PS8,000円 SS5,980円
　　　S4,980円

株式会社　夢グループ　0570-666-114

13（土） 　　 いっこく堂　スーパーライブ 14:00 ＊4,000円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

13（土） 第25回 交通安全江戸川区民の集い 14:00 無　料 土木部施設管理課交通安全推進係　03-5662-1998　杉原

14（日） 　　 森麻季　ソプラノ・リサイタル 14:00
   Ｓ3,500円 Ａ2.000円
＊Ａ学生1,000円
     グループ券Ｓ4枚10,000円

江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

14（日） 第28回アトピー性皮膚炎講演会 in 東京 11:30 無　料 アトピック　http://atopic.info/　佐藤小児科

15（月・祝） 笑顔いっぱい長寿の集い 10:00 無　料 グリーンパレス管理事務所　03-5662-7687　栗本

21（日） 江戸川区吹奏楽連盟 第 42回定期演奏会 12:00 無　料 江戸川区吹奏楽連盟　03-3869-9693　根本

23（火・祝） ワンワンまつり　みんなでワッショイ！ 江戸川公演 11:00/14:00 A2,500円 B2,200円 NHKプロモーション　www.nhk-p.co.jp/family

27（土） 第2回えどがわFestival チャリティ公演　アリアナスペシャル 13:30 S4,500円 えどがわ Festival 実行委員会　03-5676-0955　三木

28（日） GTFスマイルチャレンジ in 江戸川2014 10:00/16:30 無　料 GTFスマイルチャレンジ in 江戸川実行委員会　03-5661-7103　竪山

28（日） 第14回 五流会 舞踊まつり 11:00 無　料 五流会　03-3656-5009　花元

29（月） 岡田雅風 同窓会 14:20 無　料 岡田雅風　okadagahuu@yahoo.co.jp  岡田

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

8/22（金）～24（日） 第5回翠松会墨彩画合同展 10:00～ 17:00 無　料 翠松会　090-5588-4976　竹原

8/29（金）～9/2（火） 第22回日本表象美術協会東京東支部展 10:00～ 19:00
（初日 13:00 ／最終日 16:00） 無　料 日本表象美術協会東京東支部　03-3653-4980　安井

9/21（日）～ 9/23（火祝） 東京原種カトレア研究会 10:00～ 17:00
（初日 13:00 ／最終日 15:00） 無　料 東京原種カトレア研究会　090-4015-6481　恩田
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らくごワークショップ発表会 いっこく堂　スーパーライブ 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

8.3【日】小ホール　 9.13【土】大ホール 8.31【日】大ホール 14:00開演14:00開演　無料 14:00開演　全席指定　4,000円　
 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。※3歳以上有料　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

絶賛発売中 ！
完売御

礼

2015

江戸川バレエフェスティバルVol.7

日時： 2015年3月14日（土）
 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

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

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
募集

共催

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（染野）

フレンズバレエ 生徒募集



■ 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 8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 1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 9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  2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8/1
開 始

9/1
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）

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、「せいろ＆海
老と野菜の天ぷらセット」をご紹介
致します。香り豊かでコシのある信
州そばを使用し、天ぷらは海老と3
種の野菜を添えました。そばの風味、
さくさくの天ぷらの食感をお楽しみ
いただけます。
他にもメニューをご用意しておりま
すので、ぜひお召し上がり下さい。
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次号は2014年 9月20日（土）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

せいろ＆海老と野菜の天ぷらセット

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。

「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。

広告

（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

8/25( 月 ) ～27（水）は館内設備保守点検のため休館いたします。
駐車場は第2駐車場のみご利用いただけます。

８月の休館のお知らせ


