
　
夏休みがワクワクしながら  キミを待っている！

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5月20日発行

2015

6 -7 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

0歳
から

今年も夏休みを連れて、ズーラシアンブラスと仲間たちがやってきます！
凄腕の動物たちが、クラシック音楽を子ども向けにわかりやすくお届けしますよ！
海の日は、赤ちゃんから大人までみなさんで、音楽をお楽しみください。

■曲目（予定） ウィリアムテル序曲、アイネ・クライネ・ナハトムジーク
 犬のおまわりさん、踊り明かそう
  「アナと雪の女王」より　Let It Go　ほか
■出　　演 ズーラシアンブラス、ことふえパピヨン、弦うさぎ

Eテレの子ども番組『ピタゴラスイッチ』のテーマ曲や、『スター・ウォーズ』の「帝国のマー
チ」（ダースベイダーのテーマ）の笛アレンジ曲で知られる栗コーダーカルテット。ウクレレ 
や鍵盤ハーモニカなど身近な楽器を使って、絶妙のハーモニーを繰り出します。“元祖・脱 
力系”、“日本で一番音の小さいロックバンド”とも称される彼らの楽しい音楽は、笛を 
はじめたばかりの小学生にも、日々の生活にちょっと疲れた大人にも、オススメです。

■曲目（予定） 小組曲「ピタゴラスイッチ」
 文部省唱歌より「海」
 帝国のマーチ（ダースベイダーのテーマ） ほか

ズーラシアンブラス
	「音楽の絵本」プレミアム

栗コーダーカルテット
	「なつやすみコンサート」

7.20 【月･祝】大ホール	
15:00開演	

全席指定　大人 2,000円　子ども 1,000円（３歳～中学生）
※0歳より入場可。3歳未満は大人１名につき１名ひざ上無料。お席が必要な場合は子ども料金。

楽器体験ワークショップ
[協力　島村楽器(株)]

【場所】展示室　
【時間】12:30〜14:30
ミニコンサート、楽器演奏の体験
コーナーなど。「音楽の絵本」チケッ
トをお持ちの方のみ入場可。

絶 賛 発 売 中  ！

4歳
から

8.23 【日】小ホール	
14:00開演	

全席指定
大人 2,000円　子ども 1,000円（4歳～中学生）
※4歳未満の入場はご遠慮ください。

絶 賛 発 売 中  ！

開演前に
あります！

３Fレストラン「百
ひゃっかひゃくちょう

花百兆」のご案内
和・洋・中のバラエ
ティ豊かなメニュー
やおこさまランチの
ご用意がございま
す。コンサートの前
後にどうぞご利用く
ださい。 おこさまプレート



　

	「幕見券」当日販売決定！

当日は、地元の商店街や歌舞伎座関連のお店が、 
お土産、軽食の販売を致します。ぜひご利用ください。
■演目 
一．双蝶々曲輪日記　玩辞楼十二曲の内『引窓』
中村鴈治郎家のお家芸「玩

が ん じ ろ う

辞楼十
じゅうにきょく

二曲」のひとつ『引窓』
は、親子の情愛が印象的な一幕。上方歌舞伎の「和事」と
呼ばれる、やわらかで優美な演技をご堪能ください。

二. 『襲名披露口上』
上方の名跡を襲名した中村翫雀改め四代目中村鴈治
郎が、実父で人間国宝の、坂田藤十郎らと襲名披露
のご挨拶をいたします。

三. 『連獅子』
 “親獅子が仔獅子を谷底に突き落とし、這い上がってき
た子だけを育てる”という故事を題材にした舞踊劇。親
子の息の合った毛振りを、実際の親子でもある中村扇
雀、中村虎之介が、勇猛かつ華やかに演じます。

■出演 翫雀改め中村鴈治郎、坂田藤十郎
 中村扇雀、尾上松緑　ほか

松竹大歌舞伎中村翫雀改め四代目中村鴈治郎襲名披露

第122回

江戸川落語会
平成26年に重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定さ
れた柳家小三治が登場します。飄々とした話の随所に笑
いをちりばめた小三治の職人芸を、ぜひ生で！
一琴＆扇辰と、味のある二人が脇を固
めます。
■出演
　柳　家 小三治
　柳　家 一　琴
　入船亭 扇　辰

第121回

江戸川落語会

江戸川ジャズ
ナイト2015

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〜

30年の歴史を繋ぐ江戸川落語会。今回は、落語界を牽引する旬
の噺家4人の競演。豪華な顔ぶれにご期待ください。
■出演
　柳　家 権太楼
　柳　家 花　緑
　桃月庵 白　酒　
　古今亭 菊志ん

日本のジャズを支えてきたレジェンドから、ジャズ／ポップ
ス界で独自のサウンドを貫くアーティスト、また次世代を担
う若手の実力派ミュージシャンまで、世代もスタイルも飛
び越えた、まさにボーダレスなジャズフェスティバルです。
■出演
　前田憲男トリオ　スペシャルゲスト 渡辺真知子
　Fried Pride
　市原ひかり＝纐纈歩美 スタンダード・クインテット
　HIBI★Chazz-K

“炎のコバケン”こと小林研一郎と、日本フィルハーモニー交響
楽団の豪華な組み合わせで贈る、チャイコフスキーの名曲たち。
若き俊英ピアニスト、石田啓明のピアノ演奏も必聴です。
■曲目
　チャイコフスキー　ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 Op.23
　チャイコフスキー　交響曲第5番 ホ短調 Op.64
■出演
　指　揮　小林研一郎　　ピアノ　石田啓明
　管弦楽　日本フィルハーモニー交響楽団

共催：公益財団法人東京都歴史文化財団（東京文化会館）
企画協力：東京オーケストラ事業協同組合

全席指定 5,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

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。

全席指定 3,700円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

絶 賛 発 売 中 ！

全席指定 3,700円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

6.22 【月】小ホール	
18:30開演	

10.3【土】
大ホール	16:30開演

12.5【土】
大ホール	15:00開演

9.9 【水】小ホール	
18:30開演	

絶 賛 発 売 中  ！

6.30 【火】	 大ホール
昼の部 12:00開演
夜の部 17:00開演

 全席指定
S席 6,500円
A席 5,000円
学生券（A席） 2,500円
グループ券（エリア限定）
S席4枚 20,000円
※グループ券の販売エリアについては1層
　席12列目以降のS席が対象となります。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※学生券は、26歳未満で学生の方が対象です
  （公演当日に学生証をお持ちください）。

柳家権太楼

前田憲男

©満田聡	 小林研一郎

市原ひかり

渡辺真知子

纐纈歩美

Fried	Pride

©井村重人	 石田啓明

©山口敦	 日本フィルハーモニー交響楽団

HIBI★Chazz-K

桃月庵白酒 柳家一琴柳家花緑

柳家小三治

古今亭菊志ん 入船亭扇辰

サポーターズ  6.13発売
  一　　般     6.20発売

ブラザーズ5
スペシャルコンサート
〜いとしい仲間たち〜

■曲目（予定）
　この街で、My Blue Heaven ～いとしい仲間たち～
■出演
　ブラザーズ5
　（杉田二郎　堀内孝雄　ばんばひろふみ　高山厳　因幡晃） 

それぞれのヒット曲のほか、洋楽・邦楽の懐かしい名曲の
カバーも披露。5人での共演曲はもちろん、様々な組み合
わせで歌う貴重な演出も。楽しいトークも満載のエンタテ
インメント・ステージ！

代表曲
　戦争を知らない子供たち（杉田二郎）
　愛しき日 （々堀内孝雄）
　「いちご白書」をもう一度（ばんばひろふみ）
　心凍らせて（高山厳）
　わかって下さい（因幡晃）

全席指定 5,500円　※未就学児の入場はご遠慮ください。

9.26 【土】大ホール	
16:30開演	

サポーターズ  6.13発売
  一　　般     6.20発売

 サポーターズ 5. 30発売
 江戸川区民 6.  6発売
 　一　般  6. 20発売

 サポーターズ 5. 30発売
 江戸川区民 6.  6発売
 　一　般  6. 20発売

 「開演時間に間に合わない…」
 「もっと気軽に歌舞伎を見てみたい！」
そんな方にオススメな、二幕目『口上』から 
ご入場いただけるお買得チケットです。

◆	販売座席　1層席最後列（A席）
◆	販売方法　大ホール入口で当日販売
◆	チケット価格　2,000円
◆	販売開始時間
 昼の部13:00　夜の部18:00（予定）
◆	入場開始時間
 昼の部13:15　夜の部18:15（予定）
◆	ご鑑賞演目
『襲名披露口上』『連獅子』
※『引窓』はご覧いただけません。
※『連獅子』のみのご鑑賞でも価格は変わりません。



E V E N T  S C H E D U L E
イベントスケジュール  6-7月

      2015 Jun- Jul
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4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。

6月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

6（土）
環境フェア 2015　めざそう！ 日本一のエコタウン 
～ Stop  the  温暖化～

  9:00 無　料 江戸川区環境推進課推進係　03-5662-1991　泉・金原

7（日） 江戸川吹奏楽団　第 42 回定期演奏会 13:30 無　料 江戸川吹奏楽団　070-1503-1970　田中

7（日） 初夏の民踊まつり 13:00 3,000円 子スズメ民踊楽園　03-3636-4603　松浦

13（土） 第5回ひだまりコンサート　～音楽で手をつなごう～ 13:00 前売： 500円
当日： 800円 特定非営利活動法人くるーん net　03-5607-7883  重杉

13（土） 　　江戸川歌舞伎塾　第2回「さあ、歌舞伎を観にいこう！」 15:00 1,000円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

14（日） 第20回ファミリーコンサート
11:30
14:30

大　人：1,000円
子ども：   500円

江戸川フィルハ－モニーオーケストラ　03-3670-0048　オフィススガ　須賀

21（日） 江戸川ママブラス・マリン♪
第 8 回ファミリーコンサート

14:00 無　料
江戸川ママブラス・マリン♪ 
http://sky.geocities.jp/mamabrass_marine/ 安西

22（月） 　　第121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

28（日） 北岡ひろしコンサート江戸川 12:00
Ｓ席：4,500円
Ａ席：3,500円

有限会社オフィス・キタオカ　03-3369-2688　佐藤

28（日） 研究歌会 13:00 無　料 江戸川区短歌連盟　03-3658-.3272　中島

30（火） 　　松竹大歌舞伎　中村翫雀改め四代目中村鴈治郎襲名披露
12:00
17:00

Ｓ席：6,500円
Ａ席：5,000円
学生券（Ａ席）：2,500円

江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

7月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

5（日） 第17回 TANI JAZZ JAZZ DANCE LIVE 13:45 350 円 タニジャズ　03-3680-5475

18（土） 音楽講座　終戦70 年企画／戦争と音楽（海外編） 14:00 500円 ジュンヌ・コスモス　090-9147-0439　重杉

19（日） 第8回榛名バレエスタジオ研修会 未定 無　料 榛名バレエスタジオ　03-3680-6007　望月

20（月・祝） 　　ズーラシアンブラス「音楽の絵本」プレミアム 15:00
大　人：2,000円
子ども：1,000円

江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

20（月・祝） 髙橋モダンバレエスタジオ発表会 16:00 無　料 髙橋モダンバレエスタジオ　03-3654-1835　髙橋

23（木） 琴伝流大正琴　第29回東京大会 10:00 無　料 琴伝流大正琴全国普及会　042-645-3721　大橋

26（日） 第11回西村バレエスタジオ発表会 15:00 無　料（チケット必要） 西村バレエスタジオ　03-3678-9130　西村

27（月） 第63期ＴＢＳこども音楽コンクール　江戸川地区大会 10:40 （一部指定）無　料 TBS こども音楽コンクール事務局　03-3584-0716

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

  6/ 7（日）～21（日） 元写実画壇会員　菅野和男展 9:30 ～ 18:00
（初日13:00／最終日16:00） 無　料 090-2235-2966　菅野

  6/13（土）～14（日） 東京原種カトレヤ研究会 第 2 回蘭展 10:00 ～ 17:00
（最終日15:00） 無　料 東京原種カトレヤ研究会　090-4015-6481　恩田

  6/20（土）～21（日） 2015年家庭倫理の会　江戸川区文化展 20日 11:00～18:00
21日 9:00～16:00 無　料 家庭倫理の会　江戸川区　　090-6175-1107　高橋

  6/30（火）～7/5（日） 江青美三人展 9:30 ～ 18:00
（初日13:00／最終日16:00） 無　料 江青美　03-3678-6608　江澤

  7/1（水）～5（日） 第46 回江青美展 9:30 ～ 18:00
（最終日17:00） 無　料 江青美　03-3678-6608　江澤
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8.30【日】大ホール	
17:30開演　全席指定 6,800円　※未就学児の入場はご遠慮ください。

全

会

ギャ

	「幕見券」当日販売決定！

残 席 僅 少

らくごワーク
ショップ発表会

楽しさがよくわかる

江戸川歌舞伎塾

8.2 【日】	 小ホール
14:00開演　全席自由　無料

第2回	6.13【土】研修室
	「さあ、歌舞伎を観にいこう！」
15:00～16:30
全席自由　1,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※第1回は終了しました。

世界が注目する日本の伝
統芸能「歌舞伎」の魅力に
迫る講座です。今回は6
月30日に開催する「松竹
大歌舞伎」の演目や注目
ポイントを紹介します。
■講師　神山　彰
  （日本演劇研究者、明治大学教授）

夏のらくごワークショップ参加者に
よる発表会を行います。全5回の練習
の成果をご覧ください。

絶賛受付中 ！

平原 綾 香
CONCERT	TOUR	2015〜Prayer〜
2015年全国ツアーの、江戸川区総合文化セ
ンターでの開催が決定！ミュージカルや洋
楽カバーで魅せた圧倒的な歌唱力と表現力
に、誰もが感動の涙を流した。
〜Prayer〜…その言葉は平原綾香に相応し
い。心を込めてお届けする珠玉のステージ
をお楽しみください！

■曲目（予定）
　Jupiter、おひさま～大切なあなたへ 
　明日　ほか



　 ３Fレストラン　百花百兆のご案内

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	 6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 	11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	 7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 	12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

6/1
開 始

7/1
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 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 2015年7月20日（月・祝）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） 

1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222

11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111

2323
2424
2525

11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111

1412
11
10
9
8

16

35
37
38
39
40
41

7～18
1～6 43～48

1～6 43～48

1～6 43～48

31～42

7～18 31～42

19～30

7～18

45

463

4

31～4219～30

19～30

7～18

8 32 4117

31～4219～30

21 28

1層席
車イス席車イス席介護者席介護者席

大ホール
舞台正面

2層席

1階1扉1階1扉 1階2扉1階2扉

2階2扉2階2扉2階1扉2階1扉

4階1扉4階1扉 4階2扉4階2扉 4階3扉4階3扉 4階4扉4階4扉

3階
1扉
3階
1扉

3階
2扉
3階
2扉

2020
1919
1818
1717
1616
1515
1414
1313
1212
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11

7
6
5
4
4

24
25
26
27
27
27

26
29

29
27

2
4

4

10～21

車イス席車イス席
介護者席

車イス席車イス席
介護者席2929

1～9 22～30

5
2

小 ホール
舞台正面

1扉1扉

2扉2扉 3扉3扉

4扉4扉

※ 9列目から段が上がります※ 8列目から段が上がります

江戸川区総合文化センター友の会「サポーターズ・
クラブ」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

4月1日より新しくグランドメニューに
加わりました「長崎風ちゃんぽん」を
ご紹介致します。豚肉、シーフード、
野菜を炒めた具材を魚介、野菜エキ
スを配合した豚骨ベースのスープで
味付けをし、あっさりと仕上げまし
た。コシのある太麺を使用しており、
ボリュームのある1品です。
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。

長崎風ちゃんぽん

広告


