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2019年3月20日発行（奇数月20日発行）

Ⓒ松竹

二代目 松本白鸚

親 子の情 愛が印 象 的 な「 双 蝶々曲 輪日 記 」
（ふたつちょう ちょう くるわにっき ）
の『 引 窓 』、道 な ら
ぬ恋の果てを描いた通称『 かさね 』と呼ばれ
を、
る「 色 彩 間 苅 豆 」（いろもよう ちょっとかり まめ）
白 鸚 、幸四 郎 、猿 之 助はじめ豪 華 俳 優 陣が
演 じま す 。磨 き 上 げ られた芸の極 地、必 見
です！

6.30

お帰りバスが出ます
★夜の部のみ

4 名で申し込めば、グループ券をご利用いただけます。
S席

4枚

通常

22,000 円

全席指定

2,000円もお得！

グループ券

20,000 円

高 麗 屋、親 子 揃っての
襲 名 披 露！

十代目 松本幸四郎

【日】大ホール
昼の部 12：00／夜の部 16：30開演

絶 賛 発 売 中！

SS席6,500円 予定枚数終了 S席5,500円 残席僅少
A席3,000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。◦グループ券、および車椅子席・同伴者席は、江戸川区総合文化センター窓口、電話のみの販売です。

チケットお申込み・お問合せ

チケットのお引取方法

■ 電 話（9:00〜21:30）

①江戸川区総合文化センター窓口

■ ホームページ（24時間受付・無料・要会員登録）

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

03-3652-1106

http://edogawa-bunkacenter.jp/

■ FAX 03-3655-9935（24時間受付）
発売初日 発売時間が異なる場合、各公演ごとに記載があります。

【窓口】9:00～【電話・ホームページ・各種プレイガイド】10:00～
●車椅子席・同伴者席は、窓口、電話のみの販売です。
●表示価格はすべて税込表記です。
●掲載されている公演チケットが完売の際は何卒ご容赦ください。

（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）

各プレイガイドのご案内
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

バリアフリー
サービス
江戸川区総合文化センター
では、皆さまに安心して施
設をご 利 用いた だけるよ
う、様々な取り組みを行っ
ております。詳しくは窓口
までお 気 軽にお問合 せく
ださい。

●身障者用駐車場
●車椅子貸し出し
●車椅子席・同伴者席
の設置など

6.30

昼の部 12：00開演

【日】大ホール 夜の部 16：30開演

【あらすじとみどころ】
◆ 襲名 披露

口上

裃姿の俳優が舞台に並び、皆様に二代目松本白鸚、
十代目松本幸四郎の襲名披露のご挨拶を申し上げる
華やかな一幕です。
ふたつ ちょうちょう くる

わ にっ き

◆ 双蝶々曲輪日記

引窓

いろ もようちょっと かり まめ

◆ 色彩 間 苅豆

大坂で人気の相撲取り濡髪長五郎（白鸚）は、恩人を救う為に人を殺めて
しまい、母お幸（幸雀）のもとを訪ねて来ます。
わが子との久々の再会を喜ぶお

かさね

浪人の与右衛門（幸四郎）
と腰元のかさね
（猿之助）
は、道ならぬ恋の果てに心中

幸でしたが、
そこへ家主である義理の息子、与兵衛（幸四郎）が帰ってきます。

を約束した仲でしたが、与右衛門は土壇場で逃亡。追ってきたかさねと木下川の堤

皮肉なことに、父の跡を継ぎ代官に取り立てられたばかりの与兵衛の初仕事

で再会します。川面に流れてきた髑髏に刺さった鎌を与右衛門が引き抜くと、美しい

は、長五郎を捕縛することでした。
しかし長五郎とお幸が実の親子であると気

かさねの顔が、見るも恐ろしい形相に変化します。
これは、与右衛門が行った悪事

づいた与兵衛は、お幸の気持ちを察し、長五郎を落ち延びさせるのでした。

の因果。実は、与右衛門はかさねの母と密通し、義父を殺していたのです。与右衛

実子と義理の息子の間で苦しむお幸と、その気持ちを察する二人の息子、
そして与兵衛の女房お早（高麗蔵）。
月明かりの差し込む引窓を巧みに使い

門は義父を殺した鎌でかさねを殺しますが、今度はその怨念が与右衛門を襲うの
でした。

ながら、お互いを気遣う人々の苦悩と情愛を描いた情緒溢れる義太夫狂言の

色模様から壮絶な殺し場に至るドラマ性に満ちた怪談舞踊を、猿之助のかさね、

名作です。

幸四郎の与右衛門でご覧いただきます。

江戸川歌舞伎塾

歌舞伎の解説員が、
日本の伝統芸能“歌舞伎”の魅力を語る！

6.1

【土】西葛西図書館 3Fギャラリー
（ 受付13：30〜）
14：00〜15：30

絶賛受付中

自由席 1,000円（ 6/30「松竹大歌舞伎」
イヤホンガイド特別引換券付き）

◦未就学児の入場は
ご遠慮ください。

◦歌舞伎の歴史的文化的な背景やその魅力
◦台詞や縁起、舞台の道具や演出に込められた意味
◦
「松竹大歌舞伎」公演（6/30）の見どころ紹介
江戸川区のみなさまに広く歌舞伎の魅力をお伝えするため、
今年は「西葛西図書館 」で開催。ぜひお申込ください！

■ 講師

佳山泉（イヤホンガイド解説員）

佳山泉

ウィーン少年合唱団

春風とともに舞い降りる音楽の天使たち！江戸川のホールいっぱいに光輝く歌声が満ちていきます。

■ 曲目（予定）
		
		
		

オルフ：おお、運命の女神よ（《カルミナ・ブラーナ》より）
ロジャーズ：エーデルワイス（映画《サウンドオブミュージック》より）
皇后陛下御作詞 山本正美作曲：ねむの木の子守歌
岡野貞一：ふるさと ヨハン･シュトラウスII：美しく青きドナウ 他

■ 出演 ウィーン少年合唱団（ブルックナー組） カペルマイスター マノロ・カニン

4.29

【月・祝】大ホール
14：00開演

絶 賛 発 売 中！

全席指定 S席5,000円 A席3,500円 子ども
（5歳〜中学生）
1,000円

◦5歳未満の入場は
ご遠慮ください。

ウィーン少年合唱団

「音楽の絵本」
たてがみの騎士 with サキソフォックス

Ⓒwww.lukasbeck.com

「えどがわ☆夏のこどもまつり」も
同時開催！
楽器製作ワークショップ
木でシェイカーやカスタネットを
作って、演奏してみよう！

〈場所〉会議室
〈材料費〉500円
〈時間〉①11：50〜12：30 ★当日受付、各回先着50名まで
②12：50〜13：30 〈協力〉島村楽器㈱
③13：50〜14：30
〈対象〉小学生以下 ★保護者の見学可

よみきかせ音楽会

7.15

ズーラシアンブラス

【月・祝】大ホール
15：00開演

全席指定 大人2,500円
子ども
（3歳〜中学生）
1,000円
◦0歳より入場可。
３歳未満ひざ上無料。

サポーターズ 3.23発売
一 般 3.30発売

サキソフォックス

海の日にズーラシアンブラスがやってくる！今年は「たてがみの騎士」
（＝4人
のたてがみトランペッター）が大活躍。さらに特別ゲストにサキソフォックスを
加えた江戸川区総合文化センタースペシャル版！ズーラシアンブラスが奏でる
重厚かつ華やかな金管アンサンブルをお楽しみください。

■曲目

いつか王子様が（作曲：FRANK E CHURCHILL）
映画『スター・ウォーズ』
より（作曲：ジョン・ウィリアムズ）
Kong,Kong,Kong（作曲：高橋宏樹） ほか

■出演 ズーラシアンブラス、サキソフォックス

無料

歌ったり踊ったりしながらの絵本のよみ
きかせ。親子で一緒にご参加ください！

〈場所〉展示室 〈時間〉13：30〜14：30
ここね

〈出演〉心音（まーしゃ／だいすけ）
〈協力〉中央図書館

大道芸ひろば！

無料

すご腕の大道芸人が
おどろきのパフォーマンスを披露します。

〈場所〉小ホール前
〈時間〉10：45〜14：45

施 設ご 利用案内

江戸川区総合文化センター

ロビーコンサートVol.4
区内で活動する皆様による無料のコンサート
です。中央ロビーの開放感あふれる場所で、
気軽に音楽を楽しんでみませんか？

5.7

【大ホール】1497席

【火】中央ロビー

【小ホール】502 席

【リハーサル室】

クラシックコンサート、舞踊や器楽 ピアノやダンスの発表会、演劇、 ダンスの練習、器楽や合唱、ヨガ
の発表会、式典、講演会など。
講演会など。
など。（壁面に鏡あり）

12：00〜 観覧無料

江戸川区スポーツチャレンジデー

心も身体も美しく☆
健康ウォーキング教室

「チャレンジデー」は、年齢・性別を問わず、日常
的なスポーツの習慣化や住民の健康増進、地域
の活性化に向けたきっかけづくりを目的とした
住民総参加型のスポーツイベントです。心も身
体も健康になる美しい歩き方を学び、実践して
みませんか？お気軽にご参加ください。

■ 講師

【研修室】

【和室】

会議やセミナー、講演会、懇親会 会議や講演会、懇親会や小規模 茶道や華道の稽古、小規模の会
など。
な発表会など。
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」

むとう とおる

武當倭人（デューク更家公認ウォーキングスタイリスト）

5.29
参加費無料

【会議室】

【水】江戸川区総合文化センター前芝生広場（雨天時 館内）
①10：00〜11：00 ②13：30〜14：30（内容は2回とも同じです）
◦動きやすい服装でお越しください。

江戸川ジャズナイト2019

第1回の「江戸川ジャズナイト」以来5年ぶりの出演、日野皓正が感動のステージを再
現！アグレッシヴな活動を続ける大西順子が圧倒的かつ繊細なサウンドを聴かせる！

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 ･ ホームページからお申込で
きます。

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。

お知らせ
【公演の予約状況】

■ 6/10（月）
「第137回江戸川落語会」は
完売となりました。なお、柳家喬太郎の
「噺」リクエストは公 演 当日18：00頃
まで受付ます。

【休館情報】

■ 5/15（水）は館内設備点検のため、
全館休館いたします。
駐車場は第２駐車場のみご利用い
ただけます。

交通のご案内

日野皓正

大西順子

寺久保エレナ

Photo by Shigeru Uchiyama
■出演
日野皓正（トランペット） 大西順子（ピアノ） 寺久保エレナ（サックス）

10.19

【土】大ホール

開演時間は後日、ホームページやメルマガなどでご案内します。

全席指定 S席5,600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。
◦A席（学生）は、26歳未満で学生が対象。
（公演当日に学生証をお持ちください）

サポーターズ 4.27発売
江戸川区民 5. 4発売
一 般 5.11発売

広告

フラメンコギター＆バンドネオン
タワーホール船堀・小ホール

6.8

13:3 0 開場
14:0 0 開演

【土】 前売 180 0 円

《演奏予定曲》ブレリア、エル・チョクロ ほか

小川

紀美代

宮川 明

鋭く乾いた音色のフラメンコギター
重厚で豊かな音色のバンドネオン
二つの響きを素晴しいホールで...

《チケット取扱い》カンフェティチケットセンタ－（平日１０時～１８時）

☎

０１２０-２４０-５４０

電話で予約し、セブンイレブンで支払と発券（発券手数料は無料）

《お問合せ》宮川明フラメンコギター教室

携帯：0 9 0 - 8 4 91- 6 3 6 4
mail：akiramiyakawa@ezweb.ne.jp
https://edogawanavi.jp/shop/100249/

■ JR総武線 新小岩駅南口
［ 徒歩 ］約15分 ［ バス ］③④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

レストランのご案内
今月のおすすめメニュー

カツ重

柔らかく、ジューシーな豚肉をサクサクに揚げ、出汁
のきいたタレとふわとろの玉子を絡ませたやみつき
になる一品です。また、お好みでロース、ヒレがお選
びいただけます。ご来店の際には是非ご賞味下さい。

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。

4-5

2019

江戸川区総合文化センター

イベントスケジュール

大 大ホール 小 小ホール

研 研修室

会 会議室 和 和室

展 展示室

ギャ 展示ギャラリー レ レストラン 全 全館

指 指定席

自 自由席

ロ ロビー

窓口にてチケット取扱い

2019年2月20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。

4月

公演日

公演名

6（土） 邦楽合奏団 織座 第30回定期演奏会
7（日）

江戸川ウインドオーケストラ
「2019スプリングコンサート」

14（日） 第62回春季民謡舞踊大会
21（日）

江戸川フィルハーモニーオーケストラ
第37回定期演奏会

26（金） 童謡コーラス 名曲大合唱会
29（月・祝）

主催

30（火・祝）

サヨナラ平成 ありがとう平成
岡田雅風同窓会

ウィーン少年合唱団

5月

公演日

公演名

開演時間

場所

15:00

小

自 1,000円

入場料

邦楽合奏団

14:00

大

自 無

料

江戸川ウインドオーケストラ ＥＷＯ事務局
090-7013-5309 シモヒラ

9:30

大

自 無

料

江戸川区民謡舞踊連盟
090-8583-2208 宇田川

13:30

大

自

13:30

小

自 無

14:00

大

指 A席：3,500円
子ども（5歳～中学生）
：1,000円

14:20

小

自 無

開演時間

場所

料

公演運営委員会事務局

S席：5,000円

岡田雅風

入場料

大

Aspirare Ballet studio
第５回Ballet Concert

16:30

小

自 無

6（月・祝） ジョイフルコンサート2019

14:00

大

自

12:00

ロ

自 無

11日 9:30
12日 10:30

大

自

7（火）

主催

ロビーコンサートVol.4

11（土） 公益財団法人日本民謡協会
12（日） 民謡民舞首都圏地区大会

0120-104-315

江戸川区総合文化センター
03-3652-1106

料

14:00

5（日・祝）

info＠oryza.org

江戸川フィルハーモニーオーケストラ
www.edophil.jp

前売： 800円
当日：1,000円

S席：4,200円
指
A席：3,500円

3（金・祝） 特撰東西落語名人会

お問い合わせ先

織座

okadagahuu@yahoo.co.jp

お問い合わせ先

料

エイフル企画株式会社

03-6240-1052

アスピラーレバレエスタジオ
03-3659-4702
アンサンブル・ジョイア
edo9ticket@gmail.com

前売： 800円
当日：1,000円

江戸川区総合文化センター
03-3652-1106

料

日本民謡協会
民謡民舞首都圏地区大会実行委員会
03-3874-1330

1,000円（当日券あり）
プログラム：500円

17（金）

森山良子 コンサートツアー
2019～2020

16:30

大

指 6,500円

森山良子コンサート江戸川公演事務局
050-3533-3550

25（土）

江戸川ギター・マンドリンクラブ
第30回定期演奏会

14:00

大

自 500円

江戸川ギター・マンドリンクラブ
03-5243-9317 餅田

13:30

大

自 無

日本ヨハンシュトラウス協会管弦楽団
strauss_orchestra@yahoo.co.jp
松田

26（日） ウィーン音楽・オーケストラ演奏会

展示

会期

4/4（木）～9（火）

催事内容

牧本隆展「水辺の風景」

5/11（土）・12（日）

家庭倫理の会

5/18（土）・19（日）

建築家展

料

開始〜終了時間

場所

9:30～17:30

展

無

入場料

料

牧本

お問い合わせ先

11日 11:00～19:00
12日 9:00～19:00

展

無

料

家庭倫理の会 江戸川東
03-3650-0523 下地（シモジ）

11:00～18:00

展

無

料

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
東京東スタジオ 03-3675-4760

隆

03-3659-9725

木村

広告

森山良子 Prime Songs
コンサートツアー 2019〜2020

チケット
好評発売中！

透明感のある歌声と、その抜群の歌唱力で、名実ともに日本を代表するトップシンガー・森山良子
江戸川区総合文化センターに2020年に向けた新たなツアーで公演が開催決定！

演奏予定曲目 さとうきび畑、涙そうそう、禁じられた恋、この広い野原いっぱい、今日の日はさようなら 他

2019年 5月17日
（金）開演 16：30 江戸川区総合文化センター 大ホール
開場 16：00

全席指定 ¥6,500（税込）※未就学者の入場はご遠慮ください。託児所はありません。
プレイガイド

お問い合わせ

森山良子コンサート
●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：140-112） 江戸川公演事務局
●ローソンチケット 0570-084-003（Lコード：72757） ●e+（イープラス）http://eplus.jp
●ショッパーチケットサービス 0570-007-677（平日10:00～17:00） ●音曲堂 03-3659-3131

050-3533-3550

主催：ニッポン放送
後援：ドリーミュージック
企画制作：エンジェルソング
制作協力：スーパーディレクション

