
チケットお申込み・お問合せ バリアフリー
サービス

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
■	ホームページ（24時間受付・無料・要会員登録）
	 	https://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）

●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。

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
	 https://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。

	 https://l-tike.com
	 イープラス
	 https://eplus.jp

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　2019年5月20日発行（奇数月20日発行）

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
https://edogawa-bunkacenter.jp/

江戸川区総合文化センター

イベントガイド

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

【窓口】9:00～ 
【電話・ホームページ・各種プレイガイド】10:00～

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。

 2019

6-7

「音楽の絵本」
たてがみの騎士 with 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

「えどがわ☆夏のこどもまつり」同時開催！

7.15  【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。

絶賛発売中 ！
詳細は
中面へ！

【特別ゲスト】  サキソフォックス



世界で活躍するジャズ・アーティストたちの競演。世代もプレイスタイルも異なる
ミュージシャンたちが一夜だけのステージを奏でるスペシャル・ジャズナイト！

今まさに輝く2人のソリストが贈る2曲の協奏曲（コンチェルト）。水戸博之＆東京
フィルハーモニー交響楽団と共にスペシャルな時間をお届けします。

江戸川ジャズナイト2019 フレッシュ名曲コンサート
協奏曲×コンチェルト
〜水戸博之＆東京フィルハーモニー交響楽団〜

■出演　日野皓正クインテット　大西順子トリオ　寺久保エレナカルテット

■曲目　
　シューベルト：「ロザムンデ」序曲
　ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番
　チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第１番
■出演　
　指揮  水戸博之
　ヴァイオリン  髙木凜々子
　ピアノ  實川風　
　管弦楽  東京フィルハーモニー交響楽団

寺久保エレナ
Photo by Shigeru Uchiyama

大西順子日野皓正

10.19 【土】大ホール
  17：30開演  
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）

絶賛発売中 ！

高麗屋、親子揃っての襲名披露！
■演目　 一、襲名披露　口上　
 二、双蝶々曲輪日記　引窓　
 三、色彩間苅豆　かさね
■出演　 松本白鸚、松本幸四郎、市川高麗蔵、
 大谷廣太郎、松本錦吾、市川猿之助　ほか

江戸川歌舞伎塾
歌舞伎解説員が、日本の伝統芸能

“歌舞伎”の魅力を語る！

■講師　 佳山泉（イヤホンガイド解説員）

〈場所〉	会議室
〈時間〉	①11：50〜12：30
	 ②12：50〜13：30
	 ③13：50〜14：30

〈対象〉	小学生以下	
　　　	★保護者の見学可
〈材料費〉	500円　
〈協力〉	島村楽器㈱

〈場所〉	展示室　〈時間〉	13：30〜14：30

〈出演〉	心
ここね

音（まーしゃ／だいすけ）
〈協力〉	中央図書館

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！ 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！

楽器製作ワークショップ 無料当日受付、各回先着50名まで よみきかせ音楽会
〈場所〉	小ホール前　
〈時間〉10：45〜14：45（各25分程度）
〈出演〉	クラウンるな（クラウン）
	 ストレート松浦（ジャグリング）
	 のだゆき（音楽パフォーマンス）
	 シルヴプレ（パントマイム）

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。

無料大道芸ひろば！えどがわ☆夏のこどもまつり

十代目 松本幸四郎 二代目 松本白鸚

Ⓒ
松
竹

松竹大歌舞伎
松本幸四郎改め二代目 松本白　鸚 
市川染五郎改め十代目 松本幸四郎 襲名披露

6.30 【日】大ホール
  昼の部12：00/夜の部16：30開演

◦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。

全席指定  SS席6,500円  
S席 5,500円  A席3,000円  グループ券（S席4枚）20,000円

完売

残席僅少S席、A席、グループ券

お帰りバスが出ます
★夜の部のみ

第138回 江戸川落語会
今回はおなじみ三遊亭円楽がトリ！「笑点」メン
バーの裏話（!?）を織り交ぜながら、爆笑の渦に巻
き込みます。重厚さと軽快さの絶妙なバランスで
聴かせるのは、立川談幸。NHK大河ドラマの落語
指導でも活躍中の古今亭菊之丞は、艶のある高座
で魅せます！初登場・蜃気楼龍玉は独特の存在感
で輝きを放つでしょう。他では見られない彩り豊
かな顔ぶれにご期待ください！

實川風髙木凜々子水戸博之

立川談幸

蜃気楼龍玉

三遊亭円楽

古今亭菊之丞

9.9 【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。
サポーターズ 6. 2発売
 一　  般  6. 8発売

◦都合により、サポーター
ズ・クラブ 先 行 発 売は、
6/2（日）からです。何卒
ご了承ください。

「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　 武
む と う

當倭
と お る

人（デューク更家公認ウォーキングスタイリスト）

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

5.29 【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）
参加費無料　◦動きやすい服装でお越しください。

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

11.30 【土】大ホール
 16：00開演
全席指定  S席4,000円  A席3,000円  学生券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）

サポーターズ 7.20発売
 江戸川区民 7.27発売
 一　  般  8.   3発売

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！

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

佳山泉

■出演　三遊亭円楽　立川談幸　
　　　　古今亭菊之丞　蜃気楼龍玉

7.15 【月・祝】 



江戸川区総合文化センター友の会 「サポーターズ・クラブ」
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。

【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。

お知らせ

交通のご案内

■ 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

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。

【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。

営業時間 10：00〜20：30（ラストオーダー19：30）
お食事　喫茶　『百花百兆』TEL.03-3653-2935
営業時間は日によって変更する場合がございます。

平日11：00～14：00限定のランチメニューに、「豚
のネギ塩焼き定食」が新しく加わりました。柔らかで
ジューシーな豚の薄切り肉と香り豊かなネギに特製
塩ダレを掛けて炒めました。また、レモンを絞るとサッ
パリ爽やかな味に変化し、２度楽しめる一品となって
おります。ご来店の際には是非ご賞味下さい。

レストランのご案内

豚のネギ塩焼き定食今月のおすすめメニュー

「音楽の絵本」
たてがみの騎士 with サキソフォックス

ズーラシアンブラスとなかまたち

1 2 3 4 5 6

未来を信じるズーラシアンブラスの
リーダー。頭の回転が早く、いつも
新しいことを考えています。

オカピ〈指揮者〉1

とにかく、いつも眠っている印象のある
マレーバクです。眠っていると、
たいていのことを忘れてしまいます。

マレーバク〈ホルン〉4

素直な明るい性格でメンバーからは
弟のようにかわいがられています。

ドゥクラングール
〈トランペット〉

3

とにかく目立つの大好き！
おだてられるとすぐに調子に乗る
おれ様キャラです。

スマトラトラ〈トロンボーン〉5

いつもよけいなことはしゃべらず、
どっしりとかまえています。

ホッキョクグマ〈チューバ〉6

「さすらいのトランペッター」。
努力家で女の子にはとても甘いです。

インドライオン
〈トランペット〉

2

指揮者のオカピ率いる金管アンサンブル。
たてがみトランペッター4人と
なかまたちで演奏します。

ズーラシアンブラス

世界各地のオーケストラで「不思議な助っ人プレイヤー」として
活躍していた、ズーラシアンブラスの頼れる仲間です。

ゴールデンターキン〈トランペット〉7

町から町へ音楽を演奏しながら移動する、
旅芸人一家のもとで育った、
人なつこく物怖じしないドールです。

ドール〈パーカッション〉12

ドゥクラングールのお気に入りのメンバーで、
ナマケモノが来るといつも面倒をみてあげているようです。

ナマケモノ〈パーカッション〉13

ピッコロトランペットが得意なので
メンバーからは「ピッコロトランペット王子」と
呼ばれています。

ホワイトライオン〈トランペット〉8

テナートロンボーンが『アムールヒョウ』で、
バストロンボーンが『雲豹（ウンピョウ）』です。
トロンボーン軍団のボス、
スマトラトラには絶対服従！

アムールヒョウ〈トロンボーン〉9

雲豹〈バストロンボーン〉10

顔に似合わず、シャイなオセロットです。
オセロット〈トロンボーン〉11

ラトゥール〈ソプラノ＆アルトサックス〉
マルゴー〈テナーサックス〉
ラフィット〈アルトサックス〉
ムートン〈バリトンサックス〉

四つ子のきつねによるサックス四重奏団

サキソフォックス

素晴らしい文学作品を読んで聞かせても、小さな子どもがその世界に入り込
んでいくことはすぐにはできません。そのために文学の世界には『絵本』と言
う素晴らしい芸術の入り口が用意されています。音楽の世界にも童謡という子
ども達への贈り物がありますが、歌詞に頼らないクラシックの世界では絵本の
ような分かりやすい入り口がなかなかありません。このコンサートはクラシック
音楽における絵本の役割ができれば…と考えられ、そして誕生しました。

「音楽の絵本」とは

動物たちが確かな技術と個性豊かなキャラクターで演奏する、
親子で楽しめるコンサートです。

9

7

8

10

12

11

13

スペシャルゲスト

7/15
【月・祝】



江戸川区総合文化センター
イベントスケジュール 全館

小 小ホール 会 会議室

自 自由席指 指定席

和 和室
ロ ロビー展 展示室 レ レストランギャ 展示ギャラリー

大 大ホール

2019年4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。

研 研修室
全

窓口にてチケット取扱い

6月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

1（土） 環境フェア2019 9:00 全 自  無　料 江戸川区役所環境部環境推進課推進係 
03-5662-1991　神野

2（日） 楽夢音　第11回スプリングコンサート 14:00 小 自  無　料 楽夢音　080-5003-8586　団長／鈴木

3（月） 夢スター歌謡祭 13:00 大 指  

【プレミアムシート】
前売：7,344円／当日：8,640円

【SS席】
前売：6,264円／当日：7,344円

㈱夢グループ　0570-064-724

10（月） 主催  第137回江戸川落語会 18:30 小 指  3,700円 完売 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

15（土） 上智大学管弦楽団　第108回定期演奏会 19:00 大 自  前売：　900円
当日：1,000円 上智大学管弦楽団　080-3526-0324　野田

15（土） 第4回エトワール音楽祭 13:30 小 自  500円 エトワール会　090-2495-2641　星野

15（土） 医療情報セミナー 
消化器疾患について～胃がん・大腸がん～ 14:00 研 自  無　料 江戸川病院　0120-518120

16（日） 江戸川吹奏楽団　第46回定期演奏会 13:30 大 自  無　料 江戸川吹奏楽団　第46回定期演奏会 
070-1503-1970　演奏会実行委員会

23（日） 第24回ファミリーコンサート 11:30
14:30 大 自  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
http://www.edophil.jp/

23（日） Riverside British Brass　
第19回定期演奏会 13:30 小 自  無　料 Riverside British Brass

http://rbb.s602.xrea.com　小原

29（土） 早稲田大学クラシック弦楽合奏団 
第35回定期演奏会 17:30 小 自  無　料 早稲田大学クラシック弦楽合奏団

http://kuragen.chips.jp　宮本　

30（日） 主催  松竹大歌舞伎

 昼の部
12:00 
 夜の部
16:30

大 指

 SS席：6,500円 完売
  Ｓ席：5,500円 残席僅少
  A席：3,000円 残席僅少    
グループ券（Ｓ席4枚）：20,000円 残席僅少    

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（金） 葵舞踊百華 11:00 小 自  無　料 葵舞踊振興協会　043-302-0111　小田

12（金） 琴伝流大正琴　第33回東京大会 10:45 大 自  無　料 琴伝流大正琴全国普及会　042-645-3721　大橋

13（土） TANI JAZZ JAZZ DANCE LIVE 2019 17:45 小 自  500円 タニジャズ　03-3680-5475　細谷

15（月・祝） 主催「音楽の絵本」
たてがみの騎士 with サキソフォックス 15:00 大 指  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

20（土） 25周年記念　第13回西村バレエスタジオ発表会
「コッペリア」全幕・バレエコンサート 16:00 大 自  無料（２層席） ＊要チケット 西村バレエスタジオ　03-3678-9130

20（土） プレミアムサマーバンドフェス2019 
（Clambake Vol.15） 14:00 小 自  1,000円  高校生以下無料

　　　　　 大学生10名以上の団体は半額 クラムベイク事務局　080-5580-2307　大山

21（日） 第12回江戸川ママブラスマリン 
ファミリーコンサート 14:00 大 自  無　料 ママブラスマリン 

http://sky.geocities.jp/mamabrass_marine/　 保坂

28（日） エバリーコンサート2019 in 江戸川
午前11:20 
午後14:00 
夕方16:30

小 指  大人：2,900円
小学生以下：2,500円

エバリー音楽事務所 
ticket@everly.jp　エバリーチケットセンター

29（月） 第67期　TBSこども音楽コンクール 
江戸川地区大会 10:40 大 自  無　料 こども音楽コンクール事務局 

03-3584-0716　御園・古川

2019
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「イベントガイド」の広告掲載・大募集

【サイズ】１枠：天地60mm×左右97.5mm ／２枠：天地60mm×左右200mm
【色】全面 4C（カラー）
【料金】完全データ入稿の場合：１枠10,000円／２枠20,000円

デザイン制作依頼の場合：１枠15,000円／２枠28,000円 （すべて税別）
【発行部数】30,000部（奇数月の20日発行、隔月刊）
【配布場所】
●江戸川区総合文化センター館内 ●「サポーターズ・クラブ」会員希望者へ送付
●江戸川区公共施設（区民館、コミュニティ会館、 スポーツ施設など）の館内ラック 
●江戸川区内の私鉄・地下鉄駅内ラック ●江戸川区内町内会、自治会に配布
●東京、神奈川、千葉、埼玉の主要ホールの情報ラック　など

お申込み・お問合せ　江戸川区総合文化センター  03-3652-1106

「イベントガイド」に広告を掲載してみませんか？
コンサートの告知や教室の生徒募集などにご利用ください。江戸川区総合文化センターの

Facebookでは、主催公演・講
座の模様や区の催しの様子、レ
ストラン、館内バリアフリー情
報など、江戸川区総合文化セン
ターをより身近に感じて頂ける
よう、多彩な内容を掲載中。楽
屋の様子や公演後のお客様か
らの声など、ここでしか見られ
ない情報をお楽しみください！

江戸川区総合文化センター
Facebookをご覧ください

◀公式FacebookページQRコード︎

およそ週2回更新中！

展示
会期 催事内容 開始〜終了時間 場所 入場料 お問い合わせ先

6/15（土）・16（日） 第6回東京原種カトレヤ研究会　洋蘭展 15日 13:00～17:00
16日 10:00～15:00 展 無　料 東京原種カトレヤ研究会　

090-4015-6481　恩田

7/3（水）〜7（日） 第50回江青美展 3日～5日 9:30～18:00
6日 9:30～16:00 ／ 7日 9:30～17:00 展 無　料 江青美　03-3652-2283　須藤

7/3（水）〜9（火） はがき絵展　椿会 9:00～19:00（最終日～15:00） ギャ 無　料 椿会　03-3657-2816


