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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
～一流の音楽家が奏でるクラシック音楽の名曲を、気軽に楽しめるコンサート～

2016

6 - 7

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

10.10 【月･祝】大ホール 
15:00開演 

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。　※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）

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

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

第1回 9.11【日】　第2回 9.24【土】
研修室　各回 15:00〜16:30
全席自由　第1回 一般 1,000円　第2回 一般 1,500円
各回 学生 500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）

フレッシュ名曲コンサート

藤岡幸夫×
東京都交響楽団
一流の指揮者とオーケストラ、さらに次世代を担う新進気鋭の音楽家が共演。
チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲では、時に激しく壮大に、時に優美に流れるような、
ヴァイオリンの持つ多彩な表情を感じてください。
ベートーヴェンの「田園」では、牧歌的な自然の風景を伸びやかに描き出します。
■曲目
　チャイコフスキー　ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35
　ベートーヴェン　交響曲第6番 ヘ長調 Op.68「田園」
■出演 指揮  藤岡幸夫　ヴァイオリン  坪井夏美　管弦楽  東京都交響楽団

©堀田力丸 東京都交響楽団

加藤昌則

©Megu 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤岡幸夫 坪井夏美

フレッシュ名曲コンサート

クラシック音楽セミナー

絶 賛 発 売 中  ！

絶 賛 発 売 中  ！

NHK－FM『鍵盤のつばさ』のパーソナリティを務めており、多くのクラシック講座で大
人気、作曲家でピアニストの加藤昌則が、フレッシュ名曲コンサートの演奏曲目を分
かりやすく解説。第1回は、ベートーヴェンの「田園」を取り上げ、曲の作られた背景や
聴きどころのポイントを。第2回は、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲をもとに、
演奏曲について知識を深めます。2回目のゲスト、坪井夏美のミニコンサートも注目。

■講師　加藤昌則（作曲家・ピアノ）
■ゲスト　坪井夏美（ヴァイオリン）※第2回のみ



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。

6.20【月】小ホール

©西巻 平 山田和樹

   サポーターズ 5.14発売
   江戸川区民 5.21発売
     一　般 　 5.28発売

第126回 江戸川落語会 鈴木雅之 masayuki suzuki
taste of martini tour 2016 Step 1.2.3 ～dolce Lovers～

ズーラシアンブラス
「音楽の絵本」
フェスティバル

人間国宝、柳家小三治。落語界に歴史を刻む
名人芸に触れる貴重なチャンスです！
そして歴史を繋ぎ続ける小三治の弟子の一琴
と、古典落語に定評のある左龍の高座もあわ
せてお楽しみください。

ソロデビュー30周年、そして還暦を経て、ニューアルバムの
発売も決まったアニヴァーサリーイヤーに行われる全国ツ
アーが、江戸川で開催決定！ 「ラブソングの王様」の甘い歌
声に、酔いしれてください。

■出演
　柳　家 小三治
　柳　家 一　琴
　柳　亭 左　龍

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。

全席指定
前売り 7,800円
当日 8,300円 
※3歳未満入場不可。3歳以上チケット必要。

9.27【火】
小ホール

10.20 【木】大ホール 
18:30開演 

柳家一琴

柳家小三治

柳亭左龍

山田和樹×東京混声合唱団
クリスマスコンサート
～聖なる季節にあなたに贈るハーモニー～
国際的に活躍する注目の若手指揮者、山田和樹と日本を代
表するプロ合唱団「東京混声合唱団」が登場。日本、ヨーロッ
パの名曲から童謡、民謡、クリスマスソングなどお楽しみに！

■出演 指揮  山田和樹　合唱  東京混声合唱団
 ピアノ  斎木ユリ
■曲目（予定） 大地讃頌、アヴェ・ヴェルム・コルプス
  ホワイトクリスマス など

 「幕見券」当日販売決定！

■演目 
一．『ご挨拶』
市川染五郎が素顔で演目の紹介などのご挨拶を行い
ます。

二. 『晒三番叟』
裾を引いた姫が三番叟を踊るという趣向が珍しく、
躍動的な布晒しが見どころの舞踊劇。

三.  秀山十種の内『松浦の太鼓』
赤穂浪士による吉良邸討入り前日から当日を、隣に住
む松浦鎮信の喜怒哀楽を中心に、登場人物たちの心
情を細やかに描いた忠臣蔵外伝の人気作です。

四．『粟餅』
粟餅売りの夫婦による、曲投げや曲取りを舞踊化した
賑やかな作品。息の合ったふたりの軽妙な舞踊が見
所です。

■出演 市川染五郎、市川高麗蔵
 中村歌昇、中村壱太郎、嵐橘三郎 ほか

当日は、地元の商店街や伝統工芸保存会など、様々なお店や
団体が出店し、お土産、軽食などの販売を致します。松竹大歌舞伎

絶 賛 発 売 中  ！

6.30 【木】 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
※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。

「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、三幕目『松浦の太鼓』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）
◆ 販売場所　大ホール入口当日券売場
◆ チケット価格　2,000円
◆ 販売開始時間
 昼の部12:30　夜の部17:30（予定）
◆ 入場開始時間
 昼の部12:40　夜の部17:40（予定）
◆ ご鑑賞演目
『松浦の太鼓』『粟餅』
※『ご挨拶』『晒三番叟』はご覧いただけません。
※『粟餅』のみのご鑑賞でも価格は変わりません。

7.18 【月･祝】大ホール 
15:00開演 

全席指定　大人 2,500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。

残 席 僅 少
残 席 僅 少

サポーターズ抽選 6. 1〜受付
江戸川区民抽選 6.10〜受付
　 一　般 　　 6.25発売

サポーターズ  6.11発売
  一　　般    6.18発売

9.4 【日】小ホール 
10:30〜12:00

全席自由 1,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

山田和樹×東京混声合唱団「合唱ワークショップ」
～山田和樹と「大地讃頌」を歌おう＆東混メンバーによる
　ミニコンサート～
12月10日（土）「クリスマスコンサート」に
先駆け、山田和樹と東京混声合唱団のメ
ンバーが合唱の名曲『土の歌』より「大地
讃頌」をテキストに合唱の楽しみ方をレク
チャーします。本公演の曲解説やミニコ
ンサートも！
■出演
　指揮  山田和樹
　合唱  東京混声合唱団  各パートより計4名
　ピアノ  斎木ユリ

©西巻 平 東京混声合唱団

12.10 【土】大ホール 
15:00開演 

全席指定 一般3,500円　学生1,000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）

ワークショップセット券

3,500円 + 1,000円  ＝ 4,500円▶4,000円！
※江戸川区総合文化センターのみ取扱い

「クリスマスコンサート」と「合唱ワークショップ」を同時購入すると割引に
なるセット券を販売します！
クリスマスコンサート　　ワークショップ

第125回
江戸川落語会
■出演
　柳　家 花　緑
　林　家 たい平
　古今亭 菊之丞
　三遊亭 兼　好

楽器体験ワークショップ
弾いたり、吹いたり、叩いたり！ヴァイオリ
ンやサックスなど、本物の楽器を触ってみ
よう。ミニコンサートもあります。
場所　展示室
時間　12:30～14:30
対象　子どもと保護者の方
協力　島村楽器（株）

大道芸ひろば！
すご腕の大道芸人や紙きり芸人、かわい
いクラウンが登場！びっくりのパフォーマ
ンスに乞うご期待！
場所　小ホール前
時間　11:00～15:00

子どもレセプショニスト大募集！

「音楽の絵本」公演時に、お客様をご案
内したり、開演前のアナウンスを体験し
たい小学生を募集。窓口または電話にて
ご応募下さい。
時間　12:30 ～ 17:30
対象　小学4年～6年
募集期間　４/2 ～ 6/30
定員  10名

（応募者多数の場合は
抽選）

えどがわ☆夏のこどもまつり
無 料

無 料

公演チケット必要

柳家花緑

   サポーターズ 5.14発売
   江戸川区民 5.21発売
     一　般 　 5.28発売



■ 5/27( 金）「レストランコンサート vol.3 ～ジャズに親しむティータイム～」は定
員に達したため、予約受付を終了しました。

お知らせ

交通のご案内

　 レストラン　百花百兆のご案内
4月よりランチメニューに新しく加わりました
「白身魚の甘酢野菜あんかけ」をご紹介し
ます。脂の乗ったカレイをカラッと揚げ、野菜
たっぷりの甘酢あんをかけて仕上げました。
甘味、酸味共に楽しめる一品です。平日11：
00～14：00限定のメニューですので是非こ
の機会にご賞味下さい。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。

白身魚の甘酢野菜あんかけ

施 設ご 利 用 案 内

【大ホール】1497席
クラシックコンサート、舞踊や器楽
の発表会、式典、講演会など。

【会議室】
会議やセミナー、講演会、懇親会
など。

ほかにも、展示会などにおすすめの【展示室】や【展示ギャラリー】がございます。
お申込方法や利用者登録など、ご不明点は窓口までお気軽にお問合せください。

【小ホール】 502 席
ピアノやダンスの発表会、演劇、
講演会など。

【研修室】
会議や講演会、懇親会や小規模
な発表会など。

【リハーサル室】
ダンスの練習、器楽や合唱、ヨガ
など。（壁面に鏡あり）

【和室】
茶道や華道の稽古、小規模の会
議や懇親会など。

江戸川区総合文化センター友の会「サポーターズ・
クラブ」は会員を募集中です。
江戸川区総合文化センターの主催公演（一部をの
ぞく）のチケット先行発売の特典つき。メールマガ
ジンで最新情報をお届けします。
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

チケット先行発売
メルマガで最新情報

情報紙「イベントガイド」・
主催公演のチラシ送付
※別途、送料 1,000 円／ 1 年。
ご希望の方はお問合せください。

■ JR 総武線 新小岩駅南口
 [ 徒歩 ] 約15分
 [バス] ①②番乗り場　都営バス〈新小22〉葛西駅前行き、
  〈新小21〉西葛西駅前行き　「江戸川高校前」下車 3分
■ JR 総武線 小岩駅南口
 [バス ] ④番乗り場　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１分
■駐車場 普通車　244台　1時間 200 円以降 1時間ごと100 円

歌舞伎プレセミナー らくごワーク
ショップ20166月30日（木）開催「松竹大歌舞伎」の見

所や注目ポイントを、映像や写真を交えな
がら、アナウンサーならではの分かりやす
い解説で、楽しく学べます。
■講師 葛西聖司（アナウンサー・古典芸能解説者）

15:00〜16:30（受付14:30〜）
全席自由
一般 1,000円　学生 500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）

6.12【日】 研修室

天野清継 江戸川ジャズナイト・スペシャル・ビッグバンド

7/9【土】、16【土】、23【土】、
30【土】、8/6【土】 
■場所 和室
■時間 13：00〜16：00
■参加費 2,000円
■対象 小学4年生以上
■発表会 8/7（日）
■募集期間 6/18（土）まで受付
※詳しくはお問合せください。

江戸川ジャズナイト
2016

デヴィッド・マシューズさん　インタビュー

日米ジャズ・レジェンドたち
の洗練されたパフォーマン
スを豪華絢爛のビッグバン
ド・サウンドが華やかに彩る
スペシャル・ジャズナイト！

30年以上にわたり、マンハッタン・ジャズ・クインテット(MJ
Q)、マンハッタン・ジャズ・オーケストラ(MJO)のリーダーと
して数々のヒット作を発表し続けるデヴィッド・マシューズさ
ん。今年の「江戸川ジャズナイト2016」で『江戸川ジャズナイ
ト・スペシャル・ビッグバンド』と共演されるにあたり、現在の
心境を語っていただきました。
—— MJQ、MJOがスタンダード曲を取り上げたことで、日本
ではジャズへの関心・人気が高まったという経緯があります。
MJQは、とにかくいいミュージシャンを集め、いい音楽をやろ
うと思って結成しました。それを日本のリスナーが受け入れ
てくれた。聴いてくれる人が喜んでいることがわかると、演奏
する方も楽しくなってくるからね。アレンジには僕のアーティ
ストとしてのパーソナリティと感性が込められているんだ。
—— マシューズさんにとって、ビッグバンドの魅力ってなんでしょう。
まずプレイヤーとしては、豪華なサウンドの中でソロをとることの楽しさですね。そしてビッ
グバンドはアンサンブルで演奏し、あのリズムによってスウィングする。それは実にエキサイ
ティングなことで、そこが交響楽にはないパワーを生み出している。それからビッグバンドに
はカラーがあり、MJOのアレンジはサウンドをカラフルにします。つまりスウィング、パワー、カ
ラー、この３つが混合されていること。それがビッグバンドの魅力といえるでしょう。
—— 今回「江戸川ジャズナイト2016」に来られるお客様に、マシューズさんの音楽のどんな
ところに注目して聴いていただきたいですか。
日本のオーディエンスが楽しんでくれる音楽を演奏することが好きだし、自分自身もやりた
い曲であることが大切だと思っています。ただミュージシャンはスタンダードのようなおなじ
みの曲ばかりをやっているとどうしても飽きてしまう。僕の音楽は、いつものレパートリーを
どうすればフレッシュな響きにすることが出来るのか、常に彼らに問い、チャレンジさせてい

るのだと思う。そんなところを感じていただければ。
※インタビューの全文はホームページに掲載しています。

デヴィッド・マシューズ
作編曲家／ピアニスト　1942年ケンタッキー州出身。フランク・シ
ナトラ、ポール・マッカートニー、ビリー・ジョエル等のアレンジを担当
し、ポール・サイモンの作品でグラミー賞を獲得。84年MJQ、89年
にはMJOを結成。2008年江戸川区総合文化センターでのMJO
公演が好評を博した。
通訳：石川周之介（サックス奏者／「江戸川ジャズナイト・スペシャル・ビッグバンド」メンバー）
取材協力：BIGBAND! 編集部

■ 出演
 阿川泰子
 デヴィッド･マシューズ
 天野清継
 江戸川ジャズナイト・
 スペシャル・ビッグバンド

阿川泰子 デヴィッド･マシューズ

10.8 【土】大ホール 
17:00開演 

全席指定　S席 5,500円　A席 4,000円　A席（学生） 2,000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）

   サポーターズ 5.14発売
   江戸川区民 5.21発売
     一　般 　 5.28発売



江戸川区総合文化センター
イベントスケジュール

全

全館
小 小ホール 会 会議室

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

※2016年4月19日現在、掲載を希望された主催者の催事情報です。詳細は各主催者までお問合せください。

6月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

4（土） 環境フェア2016　めざそう！日本一のエコタウン 9:00 無　料 環境推進課推進係　03-5662-1991　泉・金原

5（日） 楽夢音　第8回スプリングコンサート 14:00 無　料 楽夢音　080-5003-8586　鈴木

12（日） 江戸川吹奏楽団　第43回定期演奏会 13:30 無　料 江戸川吹奏楽団　070-1503-1970　田中

12（日） 第56回吟と舞いの集い 9:30 無　料 全国朗吟文化協会　03-3651-1585　新井

12（日） 　　歌舞伎プレセミナー 15:00
一般：1,000 円
学生：    500 円

江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

18（土） 明治大学交響楽団 6月演奏会 18:30 500 円 明治大学交響楽団　090-6187-2115　幹事長　小松崎

18（土） Riverside British Brass　第16回定期演奏会 13:30 無　料 Riverside British Brass 　http://rbb.s602.xrea.com/

19（日） セレーネウインドオーケストラ　第5回定期演奏会 14:00 無　料 セレーネウインドオーケストラ　http://selenewo.exblog.jp/

20（月） 　　第125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

25（土） 江戸川ママブラス・マリン♪　第9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♪　mamabrass_marine@yahoo.co.jp　保坂

26（日） 第21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

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

26（日） くさま友の会　親睦コンサート 10:30 無　料 くさま友の会　03-3655-3823　日馬（クサマ）

26（日） 研究歌会 13:00 無　料 江戸川区短歌連盟　03-3651-3821

30（木） 　　松竹大歌舞伎
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

自

自

自

自

自

自

自

自

自

自

自

自

小

小

小

小

小

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

  6/11（土）〜12（日） 第 3 回東京原種カトレヤ研究会　洋蘭展 11日 12:00 ～18:00
12日 10:00 ～15:00 無　料 東京原種カトレヤ研究会　090-4015-6481　恩田

  6/18（土）〜19（日） 家庭倫理の会　江戸川区文化展
（秋津書道会・しきなみ短歌会）

18 日 11:00 ～17:00
19 日  9:00 ～16:00 無　料 家庭倫理の会　江戸川区　090-6175-1107　髙橋

  7/6（水）〜10（日） 第 47 回江青美展 9:30 ～18:00
（最終日17:00）

無　料 江青美　03-3678-6608　江澤

大

大

大

大

大

大

指

指主催

主催

主催

展

展

展

研

研

研 研修室
2016
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次号は 2016 年7 月20日（水）発行予定です

全

7月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

3（日） TANI JAZZ JAZZ DANCE LIVE 2016 13:45 350 円 タニジャズ　03-3680-5475　細谷

10（日） 東京室内声楽アンサンブル　第19回定期演奏会 16:00
指定席：4,500 円
自由席：3,500 円
学　生：　500 円

東京室内声楽アンサンブル　03-3753-8804　須藤

18（月・祝） 　　ズーラシアンブラス「音楽の絵本」フェスティバル 15:00
大　人：2,500円
子ども： 1,000円

江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

21（木） 琴伝流大正琴　第30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

23（土）
江戸川区バレエ連盟5周年記念公演
「白鳥の湖」全幕　　創作バレエ「フラワーガーデン」

12:30
17:00

1,000 円 江戸川区バレエ連盟　03-3678-9130　西村

23（土）24（日） 大江戸轟音ライブ　Vol:13
1日目14:00
2日目11:00

1,000 円 株式会社オルフェウスレコーズ　03-5674-7131　下田

24（日） 夢ポップスコンサート（青春コンサート）
13:00
17:30

SS席：8,000円（税別）
  S 席：7,000円（税別）

株式会社 夢グループ　0570-064-724

26（火） 魔法つかいプリキュア！ミュージカルショー
11:00
14:00

Ｓ席：2,700 円
Ａ席：2,200 円
Ｂ席：1,700 円

劇団飛行船　044-930-1551

27（水） 平成28年度 ＴＢＳこども音楽コンクール　江戸川地区大会 10:40 無　料 ＴＢＳこども音楽コンクール事務局　03-3584-0716　

29（金） スタジオコティ　第21回発表会 16:00 　　無　料 スタジオコティ　03-6666-5682　やつやなぎ

30（土） ＡＳＨＩＫＡＷＡバレエスタジオ　第5回生徒発表会 未定 無　料（入場整理券有） ＡＳＨＩＫＡＷＡバレエスタジオ　03-5654-7857
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自
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大

大

指

指

指

指

指

指

主催

（一部）

広告

7/26（火）
11:00開演／14:00開演
上演時間：1時間40分予定（途中休憩20分含む）

江戸川区総合文化センター
大ホール
S席 2,700円　A席 2,200円
B席 1,700円（当日各300円増し）
※３歳以上有料（２歳以下はお膝の上で無料。
お席が必要な場合は有料。）
主催／プリキュアミュージカルショー上演委員会

7/23（土）
昼の部 12:30開演（12:00開場）
夜の部 17:00開演（16:30開演）

江戸川区総合文化センター
大ホール
全席指定　1,000円　※膝上不可。

◆チケット販売
江戸川区総合文化センター
03-3652-1106
江戸川区バレエ連盟事務局
03-3678-9130
主催　江戸川区バレエ連盟
後援　江戸川区
協力　牧阿佐美バレエ団

子どもたちに大人気の『魔法つかいプリキュア！』が、
みんなで楽しめる、歌とダンスいっぱいのミュージ
カルショーになって舞台に登場します。テレビでは観
られないミュージカルショーオリジナルのストーリー
と歌で、プリキュアたちが大活躍します。会場でプリ
キュアたちを応援しよう！！

発売日：5月28日（土）窓口、電話ともに10:00〜
江戸川区総合文化センター　03-3652-1106
チケットぴあ　0570-02-9999【Pコード：450-707】
ローソンチケット　0570-084-003【Lコード：33902】
イープラス　http://eplus.jp/ （インターネットより）

魔法つかいプリキュア！ ミュージカルショー 江戸川区バレエ連盟 5 周年記念公演

『白鳥の湖』全幕
創作バレエ
“フラワーガーデン”

出演
バレエスタジオ・コロンビーヌ
西村バレエスタジオ
EIKOバレエスタジオ
T.Sバレエスタジオ
バレエスタジオ･プルミエール
為久陽子バレエスタジオ

菊地　研
中島哲也
濱田雄冴

（牧阿佐美バレエ団）


