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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 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
～日本のジャズシーンをリードする豪華ミュージシャンたちが集結～

■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

10.3【土】大ホール	16:30開演
 全席指定 5,500円　※未就学児の入場はご遠慮ください。

前田 憲男
Norio Maeda

市原 ひかり
HIkari Ichihara

渡辺 真知子
Machiko Watanabe

纐纈 歩美
Ayumi Koketsu

Fried Pride
フライド・プライド

HIBI★Chazz-K
ひびちゃずけ

江
戸
川
ジ
ャ
ズ
ナ
イ
ト

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。

2015
絶 賛 発 売 中 ！

前田憲男さんインタビュー
次ページに掲載！



　

　

第123回 江戸川落語会
30年の歴史を繋ぐ「江戸川落
語会」。ベテランから若手ま
で、旬で一流の噺家が登場し
ます。今回は笑点でおなじみ
の円楽をはじめ、様々な分野
で活躍する真打4人が、みな
さまを笑いの渦に巻き込みま
す！

■出演
　三遊亭 円　楽
　古今亭 志ん輔
　柳　家 三　三
　春風亭 一之輔

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〜

“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

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。
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 3,700円　※未就学児の入場はご遠慮ください。

12.5【土】大ホール	15:00開演

12.9 【水】小ホール	
18:30開演	

©満田聡 小林研一郎 ©井村重人 石田啓明

日本フィルハーモニー交響楽団
©山口敦

春風亭一之輔

古今亭志ん輔

©大八木宏武（都恋堂）

三遊亭円楽

柳家三三

ブラザーズ5
スペシャルコンサート 〜いとしい仲間たち〜

錦織健
テノール・リサイタル
〜古典歌曲からクイーンまで〜

■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！

ジャンルを超えた幅広い活動で常に注目されるテ
ノール歌手、錦織健。今回は、ヴァイオリン、ピアノ
と共にリサイタルを行う初企画。イタリア古典歌
曲や、オペラ・アリアだけでなく、彼自身が愛して
やまないクイーンの名曲を披露するコーナーも。オ
ペラ歌手による“アコースティック・ロック”の大
迫力をぜひ体感してください。
■曲目（予定） 
　カッチーニ アヴェ・マリア
　ヘンデル オンブラ・マイ･フ
　＜クイーン＞ ドント・ストップ・ミー・ラヴ　ほか
■出演
　錦織健（テノール）  平澤仁（ヴァイオリン）  竹村浄子（ピアノ）

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。

全席指定　S席 3,500円 A席 3,000円 学生券（A席）1,500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	 11.7 【土】大ホール	

15:00開演	

絶 賛 発 売 中 ！

絶 賛 発 売 中 ！

絶 賛 発 売 中 ！

「̶江戸川ジャズナイト2015」にご出演いただくト
リオは、前田さんのほか加藤真一さん（ベース）、
山田玲さん（ドラムス）。またスペシャルゲストには
渡辺真知子さんという賑やかなステージ、みなさん
とはよく共演されているのでしょうか。
前田憲男（以下前田） このトリオはここ2～3年、
一緒にやっています。定期的に演奏しているレギュ
ラーバンドはほかにも『We3』（ウィスリー）や『ウ
インドブレーカーズ』などありますが、共演する人
が変わると出てくるリズムがまったく違うので、その
上に乗ってピアノを弾くのはとても新鮮です。渡辺
真知子さんとは彼女が出演したTV番組『ミュージッ
クフェア』のアレンジを担当したのがきっかけで、デ

ビュー以来のおつきあいということになります。
̶息の合った楽しいステージになりそうですね。ライブハウスで演奏される場合と、今回
のような大きなホールに出演される場合とでは､違いはあるものでしょうか。
前田　ないない。どこで演奏してもやってることはいつも同じですから。人間そんなに
器用に変えられるもんじゃないよ（笑）。
̶ステージで緊張されることはないのですか。
前田　それもほとんどないけど……。あ、一度だけあった！ 東京厚生年金会館で東京
交響楽団と一緒にリサイタルをやった時。自分が初めて書いたオーケストラ譜だったの

でステージで挨拶していたら、後ろでドラムの
猪俣猛が「あがってるあがってる」なんてから
かうものだから、ホントに緊張してきた（笑）。
でもその時一回だけでしたね。
̶新聞のインタビューで「100歳の誕生日コン
サートをやる」とおっしゃっていました。
前田　昔から90歳の誕生日コンサートをや
るって、周りに言っていたんです。そしたらな
んだか現実的になってきたし（笑）ハンパだか
ら100歳ってことにした。でも先すぎてどこの
会場もまだ予約を受け付けてくれないんです
けどね。
̶江戸川区総合文化センター 大ホールなら大丈夫では？
前田　それはありがたいね！（笑）

※インタビューの全文は、江戸川区総合文化センターのホームページに掲載しています。

取材協力：BIGBAND! 編集部

Interview前田憲男さん　NORIO MAEDA ---- Composer, Arranger, Pianist

サポーターズ  8.29発売
 一　　般      9. 5発売

江戸川ジャズナイト 2015
10.3 【土】大ホール	16:30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 ！

代表曲



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

      2015  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 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

1（土） 西島バレエ・スタジオ 20周年記念ガラコンサート 18:30
前売：S 3,500円 A 2,500円
当日：S 4,000円 A 3,000円

西島バレエ・スタジオ　047-326-9221　西島

2（日） 西島バレエ・スタジオ　第10回発表会 15:30 無　料 西島バレエ・スタジオ　047-326-9221　西島

2（日） 　　らくごワークショップ発表会 14:00 無　料 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

8（土）9（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/admin/

9（日） 都立江戸川高校吹奏楽部　第33回定期演奏会 13:30 無　料 都立江戸川高校吹奏楽部　03-3651-0297　小松

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

16（日） ヤングアメリカンズ　ジャパンツアー2015夏in江戸川 16:30
1,000円
第一幕：指定席
第二幕：自由席

ＮＰＯ法人じぶん未来クラブ　ヤングアメリカンズ事務局
03-5251-5886

22（土） 平成27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　http://daisuirentokyo.jp

22（土） 第52回教育者研究会　東京江戸川会場 13:00 1,000円 江戸川ニューモラル教育研究会　03-3657-4888　斉藤

23（日） 　　栗コーダーカルテット「なつやすみコンサート」 14:00 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

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

30（日） 　　平原綾香　CONCERT  TOUR　2015～Prayer～ 17:30 6,800円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

30（日） 第19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

30（日） ピッコリーニ少年少女合唱団　定期演奏会 12:00 無　料 ピッコリーニ少年少女合唱団　tomocchi101@gmail.com  秋元

9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） 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）　小川

5（土） 明治大学交響楽団　チャリティーコンサート 14:00
指定席：2,000円
自由席：1, 500円
学生席：   800 円

明治大学校友会　江戸川区地域支部　070-5548-9789
03-3680-4169　西野

7（月） ママのためのマネーセミナー＆マルシェカフェ　 10:00 無　料
（定員あり・要予約） ベビママカフェ　https://ssl.form-mailer.jp/fms/baef8f33373389

9（水） 　　第122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

12（土） 第26回交通安全江戸川区民の集い 14:00 無　料 江戸川区役所土木部施設管理課交通安全推進係  03-5662-1998  杉原

13（日） 江戸川区吹奏楽連盟　第43回定期演奏会 12:00 無　料 江戸川区吹奏楽連盟　03-3869-9693　根本

13（日） 第19回雅道会演奏会 11:00 無　料 琴古流尺八　雅道会　03-5668-1090　徳丸

21（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・三田

23（水・祝） 第3回えどＦｅｓチャリティ公演 13:30

前売：3,800円 
当日：4,300円
グループ割引

（4 名14,000 円）

えど Fes 実行事務局　（株）STAGE 神戸　03-5676-0955　三木

23（水・祝） 五流会　舞踊まつり 11:00 無　料 五流会　03-3656-5009　花元

26（土） 　　ブラザーズ5　スペシャルコンサート～いとしい仲間たち～ 16:30 5,500 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

8/6（木） RISO Print Festa　江戸川会場 10:00 ～ 19:00 無　料 理想科学工業株式会社　理想浅草支店　03-5624-5775

  9/4（金）〜6（日） 第七回翠松会　墨彩画合同展 10:00 ～ 17:00 無　料 翠松会　03-3637-1657　八幡
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残 席 僅 少

栗コーダー
カルテット
 「なつやすみ
  コンサート」

第122回

江戸川
落語会

平原綾香
CONCERT TOUR 2015
〜Prayer〜

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。

らくごワーク
ショップ発表会

8.2 【日】	 小ホール
14:00開演　全席自由　無料

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。

8.23 【日】
小ホール
14:00開演

完売御礼

9.9 【水】
小ホール
18:30開演

完売御礼

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 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28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28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28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

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9月20日（日）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
4月1日より新しくグランドメニューに
加わりました、「若鶏の黒酢炒め」をご
紹介致します。若鶏のもも肉、玉ねぎ、
ピーマン、人参にまろやかな酸味とコク
のある自家製黒酢ソースを絡め、仕上
げました。甘酸っぱい黒酢ソースがご
飯にとても良く合い、ボリュームのある
1品です。メニュー、料金等、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。

若鶏の黒酢炒め

広告

2016

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

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

◆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。

毎月1日 10日 11日 19日 20日

8/24（月）〜26（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。

休館日のお知らせ


