
江戸川区と江戸川区音楽協議会が主催する「水と緑のまち江戸川 新進音楽家コンクール」。
新たな才能の発掘を目的に、毎年開催されるこのコンクールで見事入賞を果たした5名が

2020年のスタートを華やかに飾ります。注目の若手音楽家達が贈る名曲の数々にご期待ください。

ヴァイオリン●調雅子 ヴァイオリン●二上りか子 ピアノ●井伏晏佳 ピアノ●若菜里香

ピアノ●菅谷凛

ピアノ伴奏●森崎愛弓

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11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

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
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  2020

12-1

ニューイヤーコンサート2020
新進音楽家

全席自由  1,000円

◦未就学児の入場はご遠慮ください。
◦サポーターズ・クラブ先行発売はございません。
◦プレイガイドでの販売はございません。

2020.1.17 【金】小ホール	 	
19：00開演

一　　般  12.1発売

窓口 9：00～
電話・ホームページ 11：00～

発売
初日

井伏晏佳 メシアン：
「幼子イエスに注ぐ20のまなざし」より

　　　　  幼子イエスの口づけ（ピアノ）
　　　　  恐るべき終油の秘蹟のまなざし（ピアノ）

若菜里香
シューマン=リスト：「献呈」S.566 R.253（ピアノ）
ショパン：スケルツォ第2番変ロ短調（ピアノ）
三善晃：アン ヴェール（ピアノ）

菅谷凛 ショパン：スケルツォ第1番ロ短調（ピアノ）

森崎愛弓（ピアノ伴奏）

Piano

Piano

Piano

調雅子 チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲第1楽章（ヴァイオリン、ピアノ）

二上りか子 バルトーク：ラプソディ第1番（ヴァイオリン、ピアノ）
　　　　　  ルーマニア民族舞曲（ヴァイオリン、ピアノ）

Violin

Violin



宇崎竜童 弾き語りLIVE 2020
JUST GUITAR JUST VOCAL
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　宇崎竜童

宇崎竜童

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。
台風19号の影響により開催
日を延期しました。

現代アートをよく知るワークショップ
「第1回 アートギーク 全国大会 2019」

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〜

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
2019

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

■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

らくごワークショップ 
in ひらい圓藏亭 2020
落語に興味がある方、話を面白く伝えたい方！高座に上がって落語を話してみません
か？扇子の使い方や小噺を練習しながら、落語に親しみます。発表会で、お客さまを
笑わせてみましょう！
■講師　
　橘家仲蔵
 （落語協会・真打）

2020.3/14（土）
発表会

11.30 【土】大ホール	 16：00開演

■材料費　1,000円 ■対　象　中学生以上（保護者同伴に限り、小学生も参加可能）
■定　員　各回20名 ■講　師　カタルシスの岸辺
■持ち物　汚れてもいい服
◦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）

申込受付中 ！12.21 【土】会議室	 15：00〜18：00（14：30受付）

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 ！

第140回 江戸川落語会
骨太でキレのある落語で名人の道を爆走
中・桃月庵白酒、とどまるところを知らない
人気落語家・春風亭一之輔、明るいキャラク
ターで華のある高座を届ける林家たけ平、
独特のセンスで笑いを生み出す奇才・林家
ひろ木。四者四様、たっぷりと！

春風亭一之輔

林家ひろ木

桃月庵白酒

林家たけ平

■出演　桃月庵白酒　春風亭一之輔
林家たけ平　林家　ひろ木

2020.

2.21 【金】小ホール	 19：00開演

◦未就学児の入場はご遠慮ください。

残席僅少

全席指定  5,800円

昨年の様子

★12：00～		フルートアンサンブル　ナチュラル
★12：45～		Canto felice（カント フェリーチェ）
★13：30～		ワイキキ ハワイ
★14：15～		オカリナ・デュオ　メナージュ
★15：00～		Jubilee Japan Gospel Choir
   （ジュビリー ジャパン ゴスペル クワイア）

12.15 	 【日】
中央ロビー特設ステージ
12：00 〜15：30 
観覧無料

■練 習 日   2020.1/11、2/8、2/29、3/7（土曜日）
■練習時間　13：00〜16：00 ■場　　所　ひらい圓藏亭
■参 加 費   2,000円（高座扇子代、別途2,000円）
■対　　象　高校生以上 ■定　　員　10名程度
■申込受付　12/1(日) 11：00〜　江戸川区総合文化センター窓口または電話
◦ひらい圓藏亭での申込受付はいたしません。◦定員になり次第、申込受付を締切ります。

落語家の八代目橘家圓藏が暮らしていた平井の邸宅を
「ひらい圓藏亭」として一般公開しています。橘家圓藏が
遺した落語文化を広く知っていただくため、圓藏の映像
や音声の放送、ゆかりの品などの展示をしております。ま
た、毎月、社会人落語家による落語会や落語関連の講座、
子ども向けおはなし会などを開催しております。

江戸川区平井3-21-24　JR総武線 平井駅から徒歩１０分
（駐車場･駐輪場はございません。公共交通機関をご利用ください。）

ひらい圓藏亭

第39回江戸川区音楽祭 
“響け！江戸川のハーモニー”

■問合せ　江戸川区音楽協議会　03-3610-5154

12.15 【日】大ホール　12：00開演　入場無料

同 時
開 催

TIME TABLE

参加者
募集

江戸川区内で活動する音楽家による歌や演奏など
多彩な音色をお楽しみください！

昨年の様子（左：練習風景／右：発表会）

2020.

3.4 【水】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 11.23発売
 一　  般   12. 1発売

窓口 9：00～
電話・ホームページ・プレイガイド 11：00～

発売初日



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。

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。

【公演・講座の予約状況】
■ 12/7（土）「能楽ワークショップ」は完売となりました。
■ 12/8（日）「第139回江戸川落語会」は完売となりました。

【休館情報】
■ 12/28（土）〜1/4（土）は休館いたします。
 レストラン及び駐車場はすべてご利用できません。

お知らせ

室町時代より受け継がれる能楽。600年
以上の歴史を誇る日本の伝統芸能を、24
年ぶりに総合文化センターで上演します。
人間国宝の四世 梅若実、東京2020開会
式・閉会式の総合演出を務める野村萬斎
をはじめ、豪華出演者が多数出演します！

えどがわ能

■演目・出演　
　能  「景　清」 梅若実（日本藝術院会員・人間国宝）ほか　
　狂言「二人袴」 野村萬斎  ほか

江戸川区に待望の能楽公演がやってきます！

人間国宝・梅若実の舞台姿を能楽師・松山隆之による
解説で鑑賞できる写真展。深みのある能楽の世界を、
多数ご用意しています。是非お運びください。

写真で観る能楽展

11.26【火】	〜12.5【木】	展示ギャラリー
8：30〜22：00（最終日は16：00まで）　無　料

グランドメニューより「とんかつロース」をご紹介致
します。オープンよりご好評いただいているとん
かつですが、10月より胡麻の風味香るすりごま入
りソース、すっきりとした甘さの味噌カツソース、
たっぷりの大根おろしが入った醤油ベースのおろ
しソースの3種類のソースよりお選びいただけるよ
うになりました。サクサクでジューシーなとんかつ
ロースとの絶妙な組み合わせをお楽しみください。

講演会、会議、各種イベント用に、お弁当、パー
ティーの御注文も承っております。メニュー、料金
について等、お気軽にお問い合わせ下さい。

レストランのご案内

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。

とんかつロース

今月のおすすめメニュー

後援：公益財団法人 梅若会　協力：緑翔会

梅若実（撮影：森山雅智） 野村萬斎

　日本藝術院会員・人間国宝の四世梅若実師を筆頭に、
狂言には野村萬斎師を招いての「えどがわ能」。狂言「二
人袴」・能「景清」と「松羽目物」に関連も深く楽しみな番
組です。又、実師・萬斎師・解説者による「鼎談」も予定
の、贅沢な一日をお楽しみください。
　「能楽」は国内において「重要無形文化財」の指定を
受け、ユネスコの「無形文化遺産」の認定も受けている、
いわば、日本人が世界に誇れる自国文化の一つです。
様々に移り変わる世の中においても見劣りのしない、先人
たちの創意工夫に満ち溢れた芸能です。
　無形文化の伝承は演者のみではなく、観客無くしては
叶わないものです。「鑑賞する」という行為そのものが、未
来へと続く歴史の積み重ねとなるのです。皆さまお一人お
一人の応援を、心よりお待ち申し上げております！

能 楽 た し 方の の み

松山隆之（シテ方観世流、江戸川区在住）

松山隆之

史実の人物を主人公とし対話に
よる演出が魅力の演目です。気概
の人として伝わる景清を表現する
「能の地力」が魅力の一番です。

能「景清」
取り繕うことの滑稽さを風刺的に
捉えた演目です。対話劇の中にお
ける独特な舞では、思わず笑みが
こぼれてしまう事、必至でしょう。

狂言「二人袴」
ふたりばかま かげきよ

公演の
みどころ

2020.

5.16 【土】大ホール	 13：00開演
◦未就学児の入場は

ご遠慮ください。全席指定  SS席5,500円  S席4,500円  A席3,000円

サポーターズ 1.25発売
 江戸川区民 2.  1発売
 一　  般  2.   8発売

窓口 9：00～／電話・ホームページ・プレイガイド 11：00～発売初日



2020年 第12回公演

江戸川バレエフェスティバル
日時：	2020年3月15日（日）	
会場：	江戸川区総合文化センター　大ホール

料金：	一般1,000円　幼児500円　全席指定
※幼児は3歳以上～小学生未満
※2歳以下はチケット不要。親子室にお入りください。

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

チケット取扱い：江戸川バレエ交流会、江戸川区総合文化センター

問合せ：江戸川バレエ交流会		TEL/FAX	03-3613-3195（染
そめの

野）

発売日	

12/20（金）
10：00〜

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

11/26（火）〜12/5（木） 主催  写真で観る能楽展 8:30～22:00（最終日～16:00） ギャ 無　料 江戸川区総合文化センター　
03-3652-1106

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10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

12月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

1（日） 令和元年度　こども音楽コンクール 
東日本優秀演奏発表会　Bブロック 10:40 大 自  無　料 こども音楽コンクール事務局 

03-3584-0716

1（日） 昭和女子大学 マンドリン・ギタークラブ  
第57回定期演奏会 18:00 小 自  無　料 昭和女子大学マンドリン・ギタークラブ 

080-5641-9367　石川

6（金） 第71回人権週間行事「講演と映画のつどい」 講 演 14:30 
映 画 17:30 小 自  無　料 江戸川区総務部総務課人権推進担当係 

03-5662-0109

7（土） 主催  日本文化体験工房VOL.3
「はじめての能楽ワークショップ」

14:00～16:00
（受付13:30～）

展 自  1,500円 完売 江戸川区総合文化センター　
03-3652-1106

8（日） 主催  第139回江戸川落語会 14:00 小 指  3,700円 完売 江戸川区総合文化センター　
03-3652-1106

15（日） 江戸川区音楽祭 12:00 大 自  無　料 江戸川区音楽協議会　03-3610-5154

15（日） 主催  クリスマス・ロビーコンサート2019 12:00 ロ 自  無　料 江戸川区総合文化センター　
03-3652-1106

20（金） 薬師寺寛邦　キッサコ「和-wa」 
Asia Tour 2019 東京公演 19:00 小 指  前売：5,500円

当日：6,000円
株式会社MUGENクリエイションズ 
06-6133-5637

21（土） 東京大学マンドリンクラブ　第11回定期演奏会 14:00 小 自  無　料 東京大学マンドリンクラブ 
info@utmandolin.org

21（土） 主催  現代アートを知るワークショップ 15:00 会 自  1,000円 江戸川区総合文化センター　
03-3652-1106

22（日） 専修大学吹奏楽研究会　第56回定期演奏会 17:30 大 自  無　料 専修大学吹奏楽研究会 
senshusuiken@gmail.com

26（木） 令和元年度　こども音楽コンクール 
東日本優秀演奏発表会　Aブロック 10:40 大 自  無　料 こども音楽コンクール事務局 

03-3584-0716

1月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

5（日） 令和元年度
第45回東京都大学アンサンブルコンテスト 11:00 小 自  1,000円（当日券のみ） 東京都大学吹奏楽連盟事務局 

jimukyoku@daisuirentokyo.jp

7（火） 夢スター歌謡祭　春組対秋組　歌合戦 13:00 大 指
【PS席】前売：8,500円
【SS席】前売：6,980円

当日：8,000円 ＊税別
㈱夢グループ　0570-064-724

7（火） 夢スター歌謡祭　夏組コンサート 18:00 大 指

【PS席】前売：6,800円
当日：8,000円

【SS席】前売：5,800円
当日：6,800円 ＊税別

㈱夢グループ　0570-064-724

17（金） 主催  新進音楽家ニューイヤーコンサート2020 19:00 小 自  1,000円 江戸川区総合文化センター　
03-3652-1106

19（日） 江戸川区少年少女オーケストラ　
第10回定期演奏会 14:00 小 自  500円 江戸川区少年少女オーケストラ 

080-4448-4626　細木

30（木） ヤーノシュカ・アンサンブル 19:00 大 指  S席：6,000円
A席：5,500円

MIN-ONインフォメーション 
03-3226-9999

広告

2019 2020

12-1

爆笑スーパーライブ!2020爆笑スーパーライブ!2020

江戸川区総合文化センター 大ホール

●江戸川区総合文化センター  03-3652-1106
   （9：00〜21：30・休館日、年末年始を除く）
●CNプレイガイド 0570-08-9999 
●チケットぴあ 0570-02-9999〈Pコード498-592〉

2020年4月18日（土）
13：00開場
14：00開演

1階S席 5,800円（税込）/ 2階A席 5,300円（税込）
※18歳未満入場不可、公演は約1時間

プレイガイド

［お問い合わせ］  フェローズプラネット  080-5048-6188

綾小路きみまろ綾小路きみまろ

チケット
好評
発売中


