
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7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
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江戸川ジャズナイト2019

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 ！

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！

■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 寺久保エレナ  Photo by Shigeru Uchiyama

日野皓正

E D O G A W A  J A Z Z  N I G H T

大西順子



第139回 江戸川落語会

江戸川相撲塾

恒例！師走の柳家小三治のトリの会。「この会に来て、1年を締めくくります」というお声
も多く頂いています。完売必至、ご予約はお早めに！

■出演　
　柳家小三治
　古今亭志ん輔
　柳家三之助

「相撲のいろは」教えます！
相撲の“楽しみ方”が学べるトークショー。
江戸川区出身の現役力士も登場！

■出演　
　浦風親方（元敷島・陸奥部屋所属・江戸川区在住）
　翔猿関（江戸川区出身・追手風部屋所属）
　田名部生来（元AKB48・相撲好きタレント）
　竹内一馬（相撲情報誌TSUNA編集長）

レストランコンサート vol.8
ポピュラージャズの世界
〜映画音楽＆スタンダード・ナンバー〜
大人気！レストランコンサートの第8弾。スタン
ダードジャズからボサノバ、ポップス、映画音楽
など多彩な楽曲を、イージーリスニングで耳馴
染みのあるメロディーと共に、午後のひと時を
お楽しみください。

■曲目（予定） 
　ムーンリバー、ひまわり、
　枯葉、ゴッドファーザー〜愛のテーマ　ほか
■出演  
  【上石 統 トリオ】 
　上石 統（トランペット）  三上武志（ギター）  岩川峰人（ベース）

9.11 【水】3Fレストラン「百花百兆」	 14：00開演
自由席  2,000円（ワンドリンク付き）

◦未就学児の入場はご遠慮く
ださい。

◦窓口・電話でご予約の後、
当日会場にてお支払いくだ
さい。（現金のみ）

■申込受付　7.27（土）  窓口9：00〜／電話10：00〜
■定　　員　50名

第138回 江戸川落語会
「笑点」でおなじみ、三遊亭円楽がトリ
を務める今回は、存在感あふれる出演
者の競演です。立川談志の愛弟子・立川
談幸、大河ドラマ「いだてん」の落語指
導でも活躍中の古今亭菊之丞、平成27
年度国立演芸場「花形演芸大賞」大賞
受賞の実力派・蜃気楼龍玉。どうぞお楽
しみに！

立川談幸

蜃気楼龍玉

三遊亭円楽

古今亭菊之丞

■出演　三遊亭円楽　
　　　　立川談幸　
　　　　古今亭菊之丞
　　　　蜃気楼龍玉

─ピアノとの出会いはいつですか？
ピアノは3歳の時に気がついたら教室に通っていました。早いうちから楽器を
習わせたい、と両親が考えたそうです。
─当時の思い出を教えてください
当時の細かいことは覚えていないので後から聞いたことですが、最初は30秒
とピアノの前に座っていられず、部屋を走り回っていたそうです（笑）
中学生まで習っていた山田千代子先生は、宿題は多かったのですが優しい先
生で、レッスンに行くのが嫌だった事は無かったです。
─今、はまっていることがあれば、教えてください
小学生の時に少年野球に入りたかったのですが、ピアノを既にやっていたの
で諦めたこともあり、大人になってからマイバットを買って、時々バッティング
センターに行っています。この事をお話すると手を心配されるのですが、手に
は気をつけています（笑）
─江戸川区にどんな印象をお持ちですか？
江戸川区といえば葛西臨海水族園のイメージでした！葛西臨海水族園で回
遊しているマグロやカニをボーっと見ているのが好きです。今回会場の江戸
川区総合文化センターは初めてなのですが、先日伺った時に響きがとても良
かったので公演が楽しみです。
─ピアノを弾いている時は、なにをイメージしていますか？

練習では、ユートピアのような非現実的な空気感
や、SFのようなシーンが思い浮かんだりしますが、
本番での演奏中には映像的なイメージよりも、次
に出す音色のイメージを明確に持って、音に集中
しているように思います。その音色からお客様が
それぞれに具体的なイメージを広げてくださった
ら嬉しいです。
─チャイコフスキー「ピアノ協奏曲第一番」に

ついて教えてください
チャイコフスキーの協奏曲は、大好きな作品の一
つです。鐘の音が鳴り響くような荘厳で絢爛豪華
な序奏は言わずもがなですし、ロシア民謡のよう
な哀愁が漂うメロディや、別世界に連れて行ってくれる夢見心地な部分も魅
力的です。協奏曲としては、大オーケストラのサウンドの後にピアニスト一人
で対決するような場面が多く、爆発的なエネルギーを求められます。 
─ピアニストを志す方たちに、音楽を通じてどんなことを伝えていきたい

ですか？
舞台の上で音楽が生き物のように生まれてくる事を体感して、弾くことも聴く
ことも楽しんでほしいです！
─この公演へ来場される方へメッセージをお願いします
オペラを日本で最も演奏されている東京フィルハーモニー交響楽団さんの歌
心と、ロマン溢れる指揮をされる水戸マエストロとの協奏曲、そしてヴァイオリ
ニストの髙木凜々子さん、なかなか聴くことのできない素晴らしいメンバーの
揃った演奏会になると思います。江戸川区総合文化センターでの演奏を大変
楽しみにしております！

實川風

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。

残席僅少

柳家三之助古今亭志ん輔柳家小三治

實
じ つ

川
か わ

風
かおる

さんInterview フレッシュ名曲コンサートfrom1

11月30日（土）「フレッシュ名曲コンサート」にご出演される
ピアニストの實川風さんにお話を伺いました。

8.31 【土】研修室	 14：00〜15：30
自由席  1,500円
◦未就学児の入場はご遠慮ください。
◦サポーターズクラブ先行発売はありません。

一　  般     7.27発売

サポーターズ 9. 1発売
 一　  般  9. 7発売12.8 【日】小ホール	 	 14：00開演 

窓口 9：00～／電話・ホームページ・プレイガイド 11：00～発売初日

全席指定  3,700円 ◦未就学児の入場はご遠慮ください。
◦都合により、サポーターズ・クラブ先行発売は、9.1（日）からです。



江戸川区総合文化センター友の会 「サポーターズ・クラブ」
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。

【休館情報】	 8/21（水）〜8/23（金）は館内設備保守点検のため、休館いたします。
	 		 レストラン「百花百兆」も休業となります。
	 		 駐車場は第2駐車場のみご利用いただけます。

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「鶏竜田
の和風おろしあんかけ」をご紹介致します。カラッと
ジューシーに揚げた鶏の竜田揚げに、香り穏やかな醤
油とたっぷりの国産の大根おろしを合わせたおろし餡
をかけました。夏にサッパリとお楽しみ頂ける一品と
なっております。

レストランのご案内

鶏竜田の和風おろしあんかけ

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。

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〜

今月のおすすめメニュー

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（S席、A席とも）1,000円

◦未就学児の入場はご遠慮ください。◦学生券は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

■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

實川風髙木凜々子水戸博之
Ⓒ深谷義宣

─ヴァイオリンとの出会いはいつですか？
両親が二人ともヴァイオリン奏者ということもあ
り、母のお腹の中にいた時からヴァイオリンの
音を感じていたと思います。出会いは2歳の時、
祖母の家に壊れた弓とヴァイオリンがあり、自
分でそれを引っ張り出してしずかちゃんのヴァ
イオリンのようにギーギー弾いていたそうです

（笑）本格的に始めたのは3歳からでした。
─当時の思い出を教えてください
当時のことは本当に記憶にはないのですが、母
曰く自分からヴァイオリンをやりたいと両親に言ったみたいなのです。その
時から自分はヴァイオリンが好きだったんだと思います。
─今、はまっていることがあれば、教えてください
今はまっていることは洋楽を聴いたり歌を歌ったりすることです。最近は料
理も頑張っています。
─江戸川区にどんな印象をお持ちですか？
大学生の時にポートレートモデルをさせて頂いたことがあり、葛西臨海公
園でポートレート撮影をしたのが良い思い出に残っています。その時は自
然の多い綺麗で素敵な場所だなと感じました。
そして小学校の時に受けたコンクールの予選がよく江戸川区で行われてい
て、演奏した思い出があります。
─ヴァイオリンを弾いている時は、なにをイメージしていますか？
自分の出したい音をイメージしています。
─ブルッフ「ヴァイオリン協奏曲第1番」について教えてください
実は私は小学校3年生まで音符が読めなかったのですが、小学校3年生で
受けた音楽講習会で素晴らしい先生たちに全楽章指導して頂いたのがと
ても印象的で、自分の中ですごく思い入れのある曲です。あの時はまさか
オーケストラと演奏させて頂く機会を与えていただけるとは思いませんでし
た。本当に嬉しく思っています！
─ヴァイオリニストを志す方たちに、音楽を通じてどんなことを伝えて

いきたいですか？
練習が嫌いでも続けることに意味があると思います。諦めずに一緒に頑
張っていきましょう！！
─この公演へ来場される方へメッセージをお願いします
ブルッフをオーケストラと演奏するのは今回が初めてなのでとても新鮮な
演奏になると思います！精一杯心を込めて演奏します。ぜひお楽しみくだ
さい。

髙木凜々子
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さんInterview フレッシュ名曲コンサートfrom2

11月30日（土）「フレッシュ名曲コンサート」にご出演される
ヴァイオリニストの髙木凜々子さんにお話を伺いました。



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6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

8月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

3（土） 六大合演OBOGバンドRETURNS! 
第3回定期演奏会 15:30 大 自  無　料 六大合演OBOGバンドReturns! 

returns.concert@gmail.com

3（土） Ikelute Wind Camp 
Summer Concert 2019（吹奏楽演奏会） 13:30 小 自  無　料 Ikelute Wind Camp（イケルテウインドキャンプ） 

ikelutewindcamp.official@gmail.com

5（月） TBSこども音楽コンクール 10:40 大 自  無　料 TBSこども音楽コンクール事務局　03-3584-0716

12（月・祝） 第2回八蔵橋OTOフェスタ 14:30 小 自  1,000円（高校生以上） 八蔵橋OTOフェスタ実行委員会 
hachionfesta@gmail.com

15（木） ヤングアメリカンズ 
ジャパンツアー2019夏in江戸川 18:00 大 第一幕：指

第二幕：自  1,000円 NPO法人じぶん未来クラブ　
ヤングアメリカンズ事務局　03-6808-7399

18（日） 令和元年度東京都大学吹奏楽コンクール 10:30（予定） 大 自  1,000円 東京都大学吹奏楽連盟 事務局 
http://daisuirentokyo.jp

18（日） 第56回道徳教育研究会　東京江戸川会場 13:00 研 自  1,000円 江戸川ニューモラル教育研究会 
03-3657-4888　斎藤

19（月） 第44回全日本小・中学校・高等学校
ギターフェスティバル 11:00 大 自  無　料 日本教育ギター連盟　0466-23-9229

20（火） 第69回はたらく消防の写生会　表彰式 13:00 小 自  無　料 江戸川消防署　予防課防火管理係　03-3656-0119

24（土） 紀尾井コンサートバンド　第1回定期演奏会 14:00 大 自  無　料 紀尾井コンサートバンド 
kioi.concert.band@gmail.com

25（日） 眠れる森の美女　全幕 16:00 大 指  1,000円 サヤカバレエスタジオ　070-6984-4266

30（金） 関東第一高等学校　吹奏楽部（ウィンドオーケストラ）
第29回ふれあいコンサート 18:30 小 自  600円 関東第一高等学校　03-3653-1541　

芸術科音楽担当　小川

30（金）
31（土）

骨髄移植推進キャンペーンミュージカル
「明日への扉」

30日 13:00／18:00 
31日 14:00 大

一般：8,000円
指  在校生関係者：6,500円

卒業生：4,000円
明日への扉　実行委員会　0120-532-304

31（土） 主催  江戸川相撲塾 14:00 研 自  1,500円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

9月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

7（土） 第30回交通安全江戸川区民の集い 14:00 小 自  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　後藤

8（日） 第7回えどFes　フラチャリティ公演 13:45 小 指  Ｓ席：4,000円
Ａ席：3,000円

えどFes実行委員会事務局 STAGE神戸 
03-5676-0955　三木（月～金 11:00～17:00）

9（月） 主催  第138回江戸川落語会 18:30 小 指  3,700円 僅少 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

11（水） 主催
 レストランコンサートvol.8　
ポピュラージャズの世界
～映画音楽&スタンダード･ナンバー～

14:00 レ 自  2,000円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

14（土） 小林旭プレミアムコンサート 13:30 大 指  

【PS席】
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

15（日） 江戸川区吹奏楽連盟　第47回定期演奏会 13:00 大 自  無　料 江戸川区吹奏楽連盟　03-3869-9693　根本

16（月・祝） 笑顔いっぱい長寿の集い 10:00 小 自  無　料 グリーンパレス管理事務所　03-5662-7687　河副

22（日）〜
24（火） 第11回東京国際声楽コンクール本選 未定 小 自  無　料 一般社団法人 東京国際芸術協会 

東京国際声楽コンクール係　03-6806-7108

29（日） 五流会 舞踊まつり 11:00 小 自  無　料 五流会　03-3656-5009　池田

広告

2019

8-9

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

8/24（土）〜9/1（日） 中辛　刺しゅうアート展 10:00～17:00 ギャ 無　料 中辛（ちゅうから） info5@tuekara.art


