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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。

■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

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）

絶 賛 発 売 中！
水戸博之

Ⓒ深谷義宣

髙木凜々子

實川風

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

フレッシュ名曲コンサート・アウトリーチ

西葛西図書館 クラシック・ミニコンサート
新設された“かもめテラス”のオープニングを記念して、
西葛西図書館に髙木凜々子が登場！

10.6

■曲

【日】西葛西図書館 3階ギャラリー
		 ①13：00〜13：45 ②14：45〜15：30
観覧無料
（各回100名／30分前開場）

チケットお申込み・お問合せ

■ 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/
発売 【窓口】9:00～
初日 【電話・ホームページ・各種プレイガイド】10:00～
発売時間が異なる場合、各公演ごとに記載があります。
●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。

目

エルガー：愛の挨拶
ラフマニノフ：ヴォカリーズ
モンティ：チャルダッシュ 他
髙木凜々子
■出
演 ヴァイオリン 髙木凜々子 ピアノ 河地恵理子
■会
場 西葛西図書館（東京メトロ東西線「西葛西駅」下車 徒歩６分）
■お問合せ 西葛西図書館 TEL 03-5658-0751

チケットのお引取方法
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）

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
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

河地恵理子

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

えどがわアートプロジェクト

ち

てん

さい

しゅう

～地点採集～

"江戸川区内であなたの大切な場所、好きな場所、気になる場所はどこですか？”江戸川区に関わる100人へのインタビューを

もとに、写真・造形・彫刻という異なる手法を用いて〈江戸川区〉の魅力を表現。見る人の内なる記憶や想いを呼び起こします。

「地点採集」とは一人ひとりの想いがこもる江戸川内の場所を、標本のように集めるイメージを表しています。

彫 刻

インゴット ボ ー イ（ ラン ディン グ

エ ド ガ ワ ）

飯野哲心「ingot boy (Landing Edogawa) 」

写 真

「カッコイイと思う場所とポーズは？」
江戸川区内のイマドキの男子学生が彫刻となって登場！ 〈 企画・インタビュー・文章 〉

江戸川区総合文化センター

鈴木諒一
大和田愛子「G#20」 「地点採集／地図にない私だけの場所」

造 形

「江戸川区の川」
をモチーフに、大小約
3，
500本のペットボトルを使った大型
作品。きらめく水面を
感じてください。

開催中

場所にまつわる100の想いを写真家の視点で切り取り、
文章と
ともに表現しました。空間と時間を超えて見えるものとは？

10.20

中央ロビー
【日】まで 8：30〜22：00

現代アートをよく知るワークショップ

日本文化体験工房VOL.3

4人1組でボードゲームをしながら、現代アーティストの
オリジナリティを学びます。参加者も実際に作品を作り、
現代アートに親しみます。

能楽五人囃子による「羽衣」
「高砂」の
実演や体験機会を通じて、能楽の歴史
に触れる充実のワークショップに参加し
てみませんか？

■講師

申 込 受 付 中！

【土】展示室

【1回目】12：00〜15：00（11：30受付）
【2回目】16：00〜19：00（15：30受付）
■材料費
■対 象
■定 員
■講 師
■持ち物

1,000円
中学生以上
各回20名
カタルシスの岸辺
汚れてもいい服

12.7
■参 加 費
■申込受付

2.21

【金】小ホール
19：00開演

先着70名
『鞍馬天狗』Ⓒ山口宏子

江戸川区総合文化センター
クリスマス・ロビーコンサート 出演者募集！
江戸川区総合文化センターで開催する「クリスマ
ス・ロビーコンサート」の出演者を大募集！詳しい
応募方法などはホームページをご覧ください。

昨年の様子

◦大音量、大編成で演奏する団体は除く

◦未就学児の入場はご遠慮ください。

◦提出いただいた音源は返却いたしません

サポーターズ 10.26発売
一 般 11. 2発売

宇崎竜童

江戸川ジャズナイト2019

大西順子

寺久保エレナ

Photo by
Shigeru Uchiyama

残席僅少

全席指定 S席5,600円 A席4,000円 A席(学生)2,000円

■募集期間
■申 込 先

10/10（木）
〜10/31（木）
江戸川区総合文化センター

Interview 寺久保エレナさん

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！

【土】大ホール
17：30開演		

員

■応募方法
①応募用紙に必要事項を記入し、江戸川区総合文化センターに提出してください
②応募する団体で演奏する音源を提出してください（1曲、5分以内）

全席指定 5,800円

		

1,500円
■定
9/21（土）
〜

■公 演 日 12/15（日）
■時
間 12：00〜15：30
■場
所 中央ロビー（小ホール前）
■募集団体 5組（予定）
❶江戸川区内で活動する団体（グループ内で1名以上江戸川区民が在籍）
❷音楽活動などを職業としていない方で構成された団体

宇崎竜童

10.19

松山隆之

◦未就学児の入場はご遠慮ください。

ダウン・タウン・ブギウギ・バンドで鮮烈な
デビューを飾って以来、様々な分野で活躍
を続けてきた宇崎竜童が、ギター弾き語り
と自身の歌声だけで魅せる大人のためのス
テージ。

■出演
日野皓正
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

協力：緑翔会

【土】展示室
14：00〜16：00
（13：30受付）

◦定員に達し次第、
申込受付を終了いたします。
◦現代アーティストを調べるためのス
マートフォンやパソコン、参考書籍を
お持ちの方はご持参ください。
◦見学自由（スペースの都合上、入場
制限をする場合がございます）

JUST GUITAR JUST VOCAL

2020.

料

松山隆之
（能楽シテ方観世流）

後援：公益財団法人 梅若会

宇崎竜童 弾き語りLIVE 2020

■出演

無

はじめての能楽ワークショップ

「第1回 アートギーク 全国大会 2019」

10.12

〈 写真 〉

◦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）

1F管理事務室

─エレナさんがサックスと出会ったのは
いつですか？
９歳の頃に、知り合いに貰ったサックスを吹
いている人形を見て、興味を持ちました。そ
れから間もなく、親にジャズのコンサートに
連れて行ってもらい、サックスがかっこよい
と思うようになりました。

（トランペット）、山下洋輔さん（ピアノ）、
タイガー大越さん（トランペット）、アメリカ
では、ケニー・バロン（ピアノ）やビンセント・
ハーリング（アルトサックス）から、特に大き
な影響を受けていると思います。音楽的なこ
とだけでなく、考え方や世界観なども教えて
もらいました。今の私は、この方々なしでは、
ありえません。

─エレナさんは現在、ニューヨークを活
動の拠点にされていますが、日米を問わず、
これまでに影響を受けたミュージシャンや
アーティストはいらっしゃいますか？
本当に数え切れないほどのアーティストに
影響を受けました。日本では、日野皓正さん

─日野皓正さんや大西順子さんと共に出
演される「江戸川ジャズナイト2019」に来ら
れるお客様にメッセージをお願いします。
日野皓正さんや大西順子さんという素晴らし
い先輩たちと一緒に出演できて、とても光栄
です。皆さん、楽しんでいってください：)

※全文は「江戸川ジャズナイト2019」のホームページに掲載しています。

施 設ご 利用案内

【大ホール】1497 席

【小ホール】502 席

交通のご案内

【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）

【会議室】

【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」
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

■ 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

メルマガで最新情報

レストランのご案内

情報紙「イベントガイド」
・
主催公演のチラシ送付

今月のおすすめメニュー

別途、送料 1,000 円／ 1 年。
ご希望の方はお問合せください。

若鶏の黒酢炒め

お知らせ

平日11：00～14：00限定の
「若鶏の黒酢炒め」
をご
紹介致します。4月より竹の子と蓮根が加わり、食
感、ボリューム共にアップしました。もっちりジュー
シーな鶏肉と、国産玄米を使用したまろやかでコク
のある黒酢の絶妙な組み合わせをお楽しみいただ
け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。
お食事 喫茶『百花百兆』

【公演の予約状況】
■ 12/8（日）
「第139回江戸川落語会」は完売となりました。

TEL.03-3653-2935

【休館情報】
■ 11/14（木）は館内設備保守点検のため、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。

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。

広告

第37回 江戸川医学会 区民のための特別講演会

「在宅ケアから学ぶ 人生100年時代の幸福論
  ～今日から実践！あなたも幸せに～」 先着
日時：令和元年11月16日（土）
14:00～15:30（開場13:30）
場所：江戸川区総合文化センター 小ホール
講師：おおい町国民健康保険
名田庄診療所 所長 中村伸一 先生
共催：江戸川区医師会、江戸川区
問い合わせ：江戸川区医師会
TEL 03-3652-3166
（平日9:00～17:00）

入場
無料

500名

月謝

《お問合せ》宮川明フラメンコギター教室

携帯：090-8491-6364 tel/fax：03-3878-8077

定員になり次第締め切ります

3 15

参加団体
募集

共演：江戸川区少年少女オーケストラ
主催：江戸川バレエ交流会／後援：江戸川区ほか

7

入会金

6,900 円

月３回・各40分
（個人レッスン）

初級7500円 フラメンコギター8700円

江戸川バレエフェスティバル
参加団体：江戸川区内の
バレエスタジオ・サークル・個人

初回限定

11 周 年

キャンペ
ーン

5%OFF
新しい趣味として
!
2500円
ギターを始めてみませんか？
楽譜が読めなくても大丈夫♪
個人のやりたい目標に向け 丁寧に教えます。
入門クラス

2020年 第12回公演
日時：2020 年
月
日（日）
会場：江戸川区総合文化センター・大ホール

ギター生徒募集中

葛西駅 無料お試し
レッスン
あり
徒歩7分

mail：akiramiyakawa@ezweb.ne.jp

江戸川バレエフェスティバルで

P あり, レッスンギターあり

ライブ えどがわ産業ナビ
情 報 http://edogawanavi.jp/shop/100249

10/27（日）ティアラこうとう・小ホール 14時開演
フラメンコライブ（踊り・唄・ギター） 前売1800円

みんなで「パプリカ」
を 踊ろう！

参加者
大募集

●対象：3 歳～小学生以下の子どもたち
●人数：50 名
●申込期間：10/1 ～ 10/31
※人数が多い場合は抽選となります。
当選者に練習日など詳細をお伝えします。
※バレエを習っていない方でも参加できます。

2020年 3月15日（日）
「江戸川バレエフェスティバル」で踊ります

問合せ：江戸川バレエ交流会

TEL/FAX

03-3613-3195（染野）
そめの

10-11
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8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。

10 月

公演日

公演名

2（水）・3（木） 第32回くすのきカルチャー教室 自主活動団体文化祭
6（日） 東京ガス管弦楽団 第19回定期演奏会

6（日） フラメンコスタジオレブローテ30周年記念公演

ハッピースマイル ピンクリボン
14（月・祝） チャリティー・フラ＆タヒチアン コンサート

開演時間

場所

9:15

全

自 無

入場料

お問い合わせ先

14:00

大

指 1,000円

東京ガス管弦楽団

17:30

小

自 3,000円

スタジオレブローテ

カイラニインターナショナル合同会社
0467-55-9626 長倉

料

中央くすのきカルチャーセンター

03-3652-3911

inquiry@tg-phil.com
03-5694-3670

片岡

14:00

大

指 5,500円

主催 江戸川ジャズナイト2019

17:30

大

指

第6回江戸川区・鶴岡市友好
19（土） 北岡ひろしコンサート 歌と舞踊の祭典

12:30

小

指 Ｓ席：5,000円 Ａ席：3,500円

㈲ オフィス・キタオカ

14:00

研

自 無

料

江戸川病院

10:00

小

自 無

料

江戸川区民謡舞踊連盟

26（土） カトレア歌謡祭

11:00

大

指 1,000円

カトレア 03-6801-7728 松丸（12：00～20：00）

27（日） 江戸川ウインドオーケストラ 第44回定期演奏会

14:00

大

自 無

料

27（日） 第67回江戸川区文化祭 川柳大会

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

10:00

研

自 無

料

江戸川区川柳作家連盟

開演時間

場所
大

自 無

料

江戸川区文化共育部文化課推進係
03-5662-1628

研

自 無

料

江戸川区俳句連盟

料

江戸川区PTAコーラス実行委員会
edoptautagoe@yahoo.co.jp

19（土）

19（土） 0から分かる糖尿病！2019年アップデート版

20・27（日） 第62回秋季江戸川区民謡舞踊大会

11月

公演日

公演名

2（土） 第67回江戸川区文化祭 総合芸能祭
3（日・祝）

2日 10:00
3日 11:00

3（日・祝） 第67回江戸川区文化祭 俳句大会

12:30

4（月・休） 第54回江戸川区PTAコーラス交歓会

13:00

7（木） 江戸川区長杯争奪カラオケ大会 決勝大会
10（日） 第67回江戸川区文化祭 短歌大会

S席：5,600円 A席：4,000円 僅少
A席（学生）
：2,000円

江戸川区総合文化センター 03-3652-1106

入場料

03-3369-2688

地域連携室

0120-518-120
090-2249-5472

03-3679-5035

堀越

福井

お問い合わせ先

03-6753-1414

小

自 無

12:30

大

指 4,000円・3,000円・2,000円
自 2層席：当日券500円（先着500名）

江戸川「食」文化の祭典実行委員会
03-5662-0523

宮島

鈴木

13:00

研

自 500円

江戸川区短歌連盟

10（日） 楽夢音 第8回オータムコンサート

14:00

小

自 無

料

楽夢音

16（土） 「在宅ケアから学ぶ 人生100年時代の幸福論

14:00

小

自 無

料

一般社団法人

17（日）

13:30

大

自 無

料

江戸川吹奏楽団 演奏会実行委員会
http://edosui.web.fc2.com/

17:00

大

自 前売：1,000円 当日：1,200円

東京大学運動会応援部 44thtanseisai@gmail.com

18:30

大

自 前売：800円

関東第一高等学校吹奏楽部 03-3653-0844 小川

13:30

小

自 1,000円

24（日） 江戸川フィルハーモニーオーケストラ 第38回定期演奏会

13:30

大

自 前売：800円

30（土）

16:00

大

S席：4,000円 A席：3,000円
指
学生券（S席・A席とも）
：1,000円

14:00

小

自 無

第37回江戸川医学会

区民のための特別講演会

～今日から実践！あなたも幸せに～」
共催 江戸川吹奏楽団

第42回ファミリーコンサート

18（月） 東京大学運動会応援部 第44回淡青祭
22（金） 関東第一高等学校吹奏楽部

第49回定期演奏会

第11回シニア音楽祭inえどがわ

23（土・祝） ～合唱･ピアノの調べ＆懐しの曲をアンサンブルの響きで～
主催 フレッシュ名曲コンサート

ローランド・ピアノ・ミュージックフェスティバル2019

30（土） 関東信越本選

展示

当日：1,000円

03-3658-3272

080-5003-8586

江戸川区医師会

江戸川区音楽ユビキタス
当日：1,000円

03-3652-3166

03-3651-6006

江戸川区総合文化センター 03-3652-1106
ローランド株式会社 ピアノ・ミュージックフェスティバル運営事務局
https://www.roland.co.jp/school/contest/pmf/

料

会期

催事内容

開始〜終了時間

場所

主催 えどがわアートプロジェクト－地点採集－

8:30～22:00

ロ

無

料

江戸川区総合文化センター

10:00～17:30（初日13:00～／最終日～16:00）

展

無

料

江戸川石仏の会

9:00～21:00（最終日～15:00）

ギャ

無

料

アマリリス

10/5（土）〜11（金）
10/12（土）
10/14（月・祝）
10/15（火）〜23（水）
10/16（水）〜18（金）

37回江戸川石仏の会
「アマリリス」はがき絵展
現代アートを知るワークショップ
主催
「第1回 アートギーク 全国大会 2019」

世界に一つだけの宝物
手つくりハワイアンレイ展

令和元年度薬物乱用防止ポスター
標語入選作品展
第45回江戸川区職員文化作品展

10/25（金）〜29（火）

江戸川区立小学校教職員美術展

10/25（金）〜29（火）

江戸川の子ども絵画展

10/31（木）〜11/4（月・休） 透明水彩画展
11/9（土）〜11（月）
11/29（金）〜12/1（日）

江戸川区立中学校
人物写生コンクール作品展
第12回アトリエあ～る押花作品展

①12:00～15:00

②16:00～19:00

展

入場料

1,000円

お問い合わせ先

03-3652-1106

03-3670-1665

菅原

090-5411-6377

江戸川区総合文化センター

03-3652-1106

KA PA ULU HOKU（カ パー ウル ホークー）
043-423-7046 森

10:00～16:30

ギャ

無

料

9:00～21:45

ギャ

無

料

健康部生活衛生課薬事衛生係
03-3658-3177 内45 塚田

11:00～19:00（最終日～13:00）

展

無

料

江戸川区職員厚生会

江戸川区立小学校教育研究会
03-3676-2778 景山

（初日11:00～／最終日～13:00）

03-5662-1004

平日 11:20～19:00／土・日 9:00～19:00

展

無

料

9:00～19:00（最終日～13:00）

ギャ

無

料

江戸川区立小学校教育研究会
03-3676-2778 景山

9:00～19:00（初日13:00～／最終日～16:00） ギャ

（最終日～14:00）

関口

江戸川フィルハーモニーオーケストラ www.edophil.jp

8/24（土）〜10/20（日）
10/5（土）〜9（水）

中島

鈴木（団長）

図画工作部
図画工作部

無

料

透明水彩サークル

10:00～18:00（最終日～15:00）

展

無

料

11月29日 12:00～18:00
11月30日 9:30～18:00
12月 1日 9:30～16:00

江戸川区立中学校教育研究会美術部
03-3652-0197 飯牟禮（イイムレ）

03-3659-3063

展

無

料

アトリエあ～る

090-1669-6296

金井

牧野

【第43回江戸川サークル連合発表会】
会期

11/21（木）〜24（日）
11/23（土・祝）
11/24（日）

催事内容

開始〜終了時間

場所

10:00～17:00

展 ギャ

ヨーガ体験講習

10:30～12:00

和

ボトルフラワー（＊材料費実費）折り紙

10:30～15:00

会

詩吟・民謡

10:00～13:00

研

記念講演会 認知症なんかこわくない
～安心して生活できる社会に～

14:00～16:00

研

江戸川サークル連合発表会

作品展示

入場料

無

料

＊ボトルフラワーのみ材料費

お問い合わせ先

江戸川サークル連合会
090-3007-1403 廣田

