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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
　（別途手数料がかかります）

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
～柳家喬太郎の十八番、どれが聴きたい？　リクエスト大募集！～

2016

2 - 3

■出演
　柳　家 喬太郎
　三遊亭 白　鳥
　古今亭 文　菊

第124回江戸川落語会 3.14【月】
小ホール
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。

残席僅少

古典

・井戸の茶碗 ・擬宝珠
・首ったけ ・花筏
・そば清 ・寝床
・紙入れ ・百川
・抜け雀 ・短命

新作

・すみれ荘二〇一号 ・母恋いくらげ
・ハワイの雪 ・カマ手本忠臣蔵
・白日の約束 ・路地裏の伝説
・同棲したい ・華やかな憂鬱
・宴会屋以前 ・夜の慣用句

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）
 0570-000-407
 ※一部受付対象外の公演もございます。

 http://l-tike.com

 イープラス
 http://eplus.jp

喬太郎師匠の十八番からリクエストを募集します。
古典と新作、ひとつずつ選んで応募してください！ さて、どの噺が1位になるのか？ 
見事1位になった噺を喬太郎が話すのか？ ・・・当日のお楽しみです！

応募について
【募集内容】 ①古典、新作の中から、聴いてみたい噺をひとつずつ教えてください。
  ②この噺を聴きたい理由や喬太郎師匠へのメッセージ　③ニックネーム
【受付方法】 窓口（管理事務所前の受付ボックス）、電話、FAXにてお知らせください。

【受付期間】 2016年2月29日（月）まで



広告

親子でたのしむ

江戸川歌舞伎塾

松竹大歌舞伎

学校の鑑賞教室とはひと味違う、新しい“塾”が開講します。
子どもにはちょっと難しいと思われがちな「歌舞伎」を、親子で一緒に楽しく
学びましょう。大人にとっても、新しい発見があるかも？！
■講師：葛西聖司（アナウンサー・古典芸能解説者）

葛西聖司

市川染五郎

春休み子供バレエ講習会

「2016江戸川バレエフェスティバルVol.8」チケット発売中！

申込
 受付中！

◆日時　3/22（火）、23（水）、24（木）、25（金）
　・幼児A（10:00～10:45）対象年齢 3～4歳
　・幼児B（11:00～11:45）対象年齢 5～8歳
◆料金　1回500円（4日間 2,000円）
◆場所　江戸川区総合文化センター
　　　　2F リハーサル室
主催　江戸川バレエ交流会
申込・問合せ TEL／FAX 03-3613-3195（染そめ野の）
 ＊TELは 9:00～12:00におかけ下さい。

第125回

江戸川落語会
ズーラシアンブラス
「音楽の絵本」

フェスティバル

レ・フレール
アンソロジー プチ in 江戸川

■出演
　柳　家 花　緑
　林　家 たい平

古今亭 菊之丞
三遊亭 兼　好

■出演
　市川染五郎　ほか
■演目
　『秀山十種の内 松浦の太鼓』 ほか

昨年のラスベガス公演を大成功させた記憶も新しい、市川染五郎が登場。
赤穂浪士の吉良邸討入り前日から当日を描いた、忠臣蔵外伝の人気作を演じます。

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。 詳細はホームページやメルマガでお知らせします。

全席指定 5,000円 

13:00～14:00
全席自由 親子（小中学生と保護者）ペア 1,000円
 1名追加につき500円 
※未就学児の入場はご遠慮ください。※1名での参加も可能です。

6.20【月】
小ホール 7.18【月・祝】大ホール 3.25 【金】小ホール 

19:00開演

6.30 【木】大ホール 
昼夜2公演　※開演時間は決定次第ホームページやメルマガなどでご案内します。

3.19【土】 会議室

サポーターズ  3. 5発売
  一　　般     3.12発売

サポーターズ  3.26発売 一 般　 4. 2発売

サポーターズ  1.30発売
  一　　般     1.30発売

柳家花緑

▲和小物がたくさんあります

地元の新小岩ルミエール商店街（ドリームウェイ商店街）の有志
の店舗にチラシ設置などのご協力を頂いています。

▼新小岩ルミエール商店街（ドリー
　ムウェイ商店街）の呉服屋さん

古今亭菊之丞

林家たい平

三遊亭兼好

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（S席4枚）20,000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）
※グループ券は1層席12列目以降のS席が対象です。

歌舞伎観劇の
楽しみ方

歌舞伎プレセミナー

江戸川区総合文化センターで開催される松竹
大歌舞伎の日は、ロビーにたくさんのお店が
並びます。幕間（休憩）に、お弁当や助六寿司を
買って腹ごしらえするのもよし、筋書き（プログ
ラム）や書籍で歌舞伎を学んでみるのもよし。
特に地元の商店街など、地域のお店の売り場
は必見！ ここでしか買えない手ぬぐいや和小
物、江戸川区独自の商品など、掘り出しモノが
あるかもしれません！
歌舞伎を観るだけではない、賑わいの一日を
ぜひ堪能してみてください。

6月30日(木）に行われる松竹大歌舞伎の演目について見所をわかりやすく解説します。
セミナーを受講してから公演を観れば、楽しさも倍増すること間違いなし！
■講師：葛西聖司（アナウンサー・古典芸能解説者）

6月開催予定　※詳細は決定次第ホームページやメルマガなどでご案内します。

     サポーターズ 　2. 20発売
     江戸川区民 　2. 27発売
     一　般 　   3.  5発売

     サポーターズ 　2. 20発売
     江戸川区民 　2. 27発売
     一　般 　   3.  5発売

予定枚数終了
開催決定

「心を育てる」

尾木ママ
 トークライブ
出演：尾木直樹（教育評論家）

2016年 4月16日（土）
13:30～14:40（開場13:00）
江戸川区総合文化センター 小ホール
全席自由　前売2,300円（当日2,500円）
※6歳以下のお子様で席を必要とする場合は1,500円
主催  さわやか子育て研究所
申込  さわやか子育て研究所ホームページよりお申込みください

尾木直樹



E V E N T  S C H E D U L E
イベントスケジュール

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12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。

2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） お父さんとお母さんの勉強会講演会 11:00 無　料
東京フレンド鼓笛隊事務所
090-2623-3981　坪田

6（土） ティーチャーズコンサート 17:00 無　料
ティーチャーズコンサート実行委員会
03-3681-4532　深田

10（水）
11（木・祝） 平成27年度　熟年文化祭 10:00 無　料

福祉部福祉推進課生きがい係
03-5662-0039　竹腰

20（土） 第43回東京民謡民舞連盟大会 10:30 無　料
東京民謡民舞連盟
03-3640-1721　印南

3月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

5（土） くすのきクラブ連合会　第13回合唱祭
10:30
12:40
14:40

無　料
江戸川区くすのきクラブ連合会
03-5662-0039　福祉部福祉推進課生きがい係　宮崎 ･植草

6（日） 第40回郷民京葉地区連合民謡民舞大会 9:30 無　料 郷民京葉地区連合会　03-3692-8407

12（土） ピアノ楽しもう会　第6回発表会 9:50 無　料 ピアノ楽しもう会　info@ptkai.net

13（日） 2016江戸川バレエフェスティバルVol.8 13:30
一　 般：1,000円
幼　 児： 　500円
親子ペア： 1,000円

江戸川バレエ交流会
03-3613-3195　染野

13（日） マンドリンオーケストラ“未完成』 第16回演奏会 14:30 無　料
マンドリンオーケストラ“未完成』 
070-5598-9925　近藤

14（月） 　　第124回江戸川落語会　【残席僅少】 18:30 3,700 円
江戸川区総合文化センター
03-3652-1106

17（木） ケアリイ・レイシェル　日本縦断ツアー2016 19:00
VIP席：10,000円
一般席：  9,000円

株式会社　スタジオサキ
03-3455-7422

19（土） 吉田兄弟スーパーセッション2016 18:00
前売：6,800円
当日：7,300円

Ro-On チケット
（月～金10:00 ～18:00／土10:00 ～14:00）  047-365-9960　

19（土） アンサンブル・リベラル　第2回定期演奏会 14:00 無　料
アンサンブル・リベラル
http://ensemble-liberal.strikingly.com　弓削

19（土） 　　親子でたのしむ江戸川歌舞伎塾 13:00
親子ペア1,000円
１名追加につき500円

江戸川区総合文化センター
03-3652-1106

21（月・祝） 関東第一高等学校演劇部　卒業公演vol.3 18:00 無　料
関東第一高等学校演劇部
03-3653-1541　三原

25（金） 日本大学第一中学・高等学校　第19回定期演奏会 18:00 無　料
日本大学第一中学・高等学校
03-3625-0026　湯原

25（金） 　　レ・フレール　アンソロジー プチ in 江戸川 【予定枚数終了】 19:00 5,000円
江戸川区総合文化センター
03-3652-1106

26（土） TOKYO DANCE STREAM VOL.2 未定 または　　　（未定）4,000円 TOKYO DANCE STREAM 事務局　http://tokyo-dance-stream.com/

27（日） 第37回全日本リコーダーコンテスト 10:00 無　料
全日本リコーダー教育研究会
http://zenrikoken.com  井戸

28（月） 東京都立小松川高等学校吹奏楽部　第36回定期演奏会 18:00 無　料
都立小松川高等学校
03-3685-1010　吹奏楽部顧問

29（火） 都立葛飾総合高等学校吹奏楽部　第9回定期演奏会 17:30 無　料
都立葛飾総合高等学校
03-3607-3878　吹奏楽部顧問　山田

30（水） 正則高等学校吹奏楽部　第53回定期演奏会 17:30 無　料 正則高等学校　03-3431-0913　青木
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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

  2/10（水）・11（木・祝） 平成27年度　熟年文化祭 9:00～16:00 無　料
福祉部福祉推進課生きがい係
03-5662-0039　竹腰

  2/26（金）～28（日） 楽参会　書道展 10:00～17:00
（初日14:00／最終日15:30） 無　料

楽参会
090-1100-6885　山田

  3/19（土）～21（月・祝） 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
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広告

デビュー40周年。日本武道館公演を経て、全国ツアーを敢行する！ 卓越した演奏がここ江戸川に！

2016年 4月2日（土）開演 17:00（開場 16:30）
江戸川区総合文化センター 大ホール

全席指定6,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください

【発売日】1月30日（土）10:00～
【プレイガイド】江戸川区総合文化センター
 発売初日は窓口、電話ともに10:00～03-3652-1106（9:00～21:30）
 チケットぴあ／ローソン／イープラス／サンライズプロモーション東京
【お問合せ】サンライズプロモーション東京0570-00-3337（全日10:00～18:00）
主催　J-WAVE、サンライズプロモーション東京、BSフジ／制作　有限会社 竹中偉胤／協力　Zicca.net

Char
Special
Live



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29年 2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 7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29年 3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 8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

2/1
開 始

3/1
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2016年3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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※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

　 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。ご飯の上に当店
自慢のビーフカレーに濃厚なチーズ、温
泉玉子、粗めのパン粉を乗せ、こんがりサ
クサクに焼き上げました。この寒い季節に
アツアツの温玉チーズ焼きカレーを是非
ご賞味下さい。
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。

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。

温玉チーズ焼きカレー

毎月1日 10日 11日 19日 20日

広告

　東日本大震災５年復興企画

スペシャル
ゲスト

MONKE
Y MAJIK吉田兄弟

スーパーセッション2016

2016年3月19日（土）

江戸川区総合文化センター 大ホール
◆チケット料金　６，８００円（当日７，３００円）全席指定・税込
　絶賛発売中 ※売上金の一部は、復興事業に寄与します。４歳以上チケット必要。
【主催】（株）YB ENTERTAINMENT 　【協力】東京労音

＜プレイガイド＞
江戸川区総合文化センター窓口、電話03-3652-1106（９:００～２１:３０）
チケットぴあ／ローソン／イープラス
◆問合せ先　Ro-On チケット　http://www.ro-on.jp
（月～金 10:00～18:00／土10:00～14:00）047-365-9960
◆公演に関する問合せ先（株）YB ENTERTAINMENT
（月～金 12:00～18:00）03-3568-8768

開場 １７:３０
開演 １８:００


