
新型コロナウイルスの感染状況次第で、公演情報が変更になる可能性もございます。最新の情報は「江戸川区総合文化センターHP」等でご確認ください。

江戸川区総合文化センター

イベントガイド

チケットのお申込み・お問合せ バリアフリー
サービス

発売日の表記について 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・要会員登録）
	 	https://edogawa-bunkacenter.jp/

チケットのお引取り方法
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。
●江戸川区民先行販売のお取扱いは、窓口・電話のみです。
●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
チケットをご予約いただけます。

	 チケットぴあ
	 0570-02-9999
	 https://t.pia.jp

	 ローソンチケット
	 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

【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。
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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
ホームページ QR コード

…サポーターズ・クラブ会員の方
	 対象の先行発売
…江戸川区内在住・在勤・在学の方
	 対象の先行発売
…一般発売、プレイガイド発売

サポーターズ

江戸川区民

一　  般

室町時代より600年以上もの長きにわたって継承されている「能楽」は、演劇としては世界最古ともいわれる日本独自の舞台芸術です。
世界無形遺産にも指定されている、日本が世界に誇るこの伝統芸能を、25年ぶりに江戸川区総合文化センターで上演します。

人間国宝の四世 梅若実、当代きっての狂言師 野村萬斎をはじめ、豪華な出演者が勢揃いします！
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梅若　実

後援：公益財団法人	梅若会　協力：緑翔会

■鼎談・解説 梅若　　実（能楽シテ方観世流／日本藝術院会員・人間国宝）
　  野村　萬斎（能楽狂言方和泉流）
　  山崎　敬子（玉川大学・民俗芸能論講師）

写真で観る能楽展
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お楽しみください。

4.11【日】～5.15【土】 

9：00〜22：00（最終日は16：00まで）
入場無料

江戸川区総合文化センター内

5.15【土】大ホール  13：00開演
全席指定　
	SS席5,500円	 完売 		
	 S席4,500円	 完売 		
	A席3,000円	 完売
◦未就学児の入場はご遠慮ください。	
◦収容率50%で販売しております。

今後の状況によっては、追加販売を行う場合
がございます。追加販売については、決定次
第、江戸川区総合文化センター HP 等でご案
内いたします。
収容率制限が再度強化された場合、追加販売で
ご購入されたお席は払い戻しの対象となり、ご
鑑賞いただけません。

収容率制限緩和に伴う追加販売について



世界中で愛される物語が、人形劇俳優・
平常の手によって革新的な人形劇とな
りました。奇想天外な演出で描く大冒険
ファンタジー。子どもから大人まで、世代
を越えて感動を共有できる作品です。

テレビ番組「笑点」の大喜利レギュラー、林家たい平が
登場！古今亭文菊は本寸法の古典落語で、観客を魅せ
ます。鈴々舎馬るこは、独自の観察眼で古典落語を斬新
にアレンジ。3月に真打昇進の弁財亭和泉（三遊亭粋歌
改メ）は、日常に潜む笑いを新作落語で炸裂させます！

人形劇俳優たいらじょうの世界
J・M・バリー原作 
ピーターパン

第145回 
江戸川落語会

■出演　 平
たいら

常
じょう

　
■出演
　林家たい平　古今亭文菊　鈴々亭馬るこ
　弁財亭和泉（三遊亭粋歌改メ）

古今亭文菊

弁財亭和泉

林家たい平

鈴々亭馬るこ

江戸川区総合文化センターでは25年ぶりの上演となる「えど
がわ能」の楽しみ方について、出演者でもある松山隆之（シテ
方観世流）氏より鑑賞のポイントをご紹介します。

江戸川区に待望の能楽公演がやってきます！
　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！
●松山隆之（シテ方観世流、江戸川区在住）

◦未就学児の入場はご遠慮ください。
◦前後左右１席おきに空席を設けます。

6.28 【月】大ホール
 18：30開演
全席指定		S席3,700円		A席3,200円

絶賛発売中	！

「ピーターパン」
平常によるイメージイラスト

過去作品「オズの魔法使い」より

公演を安全に楽しんでいただけますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。詳しくはホームページをご覧ください。

❶ 	チケット発売初日は、お客様同士の密集と係員との接触をさけるため、「窓口」での販売を行いません。
	 	 「電話」または「インターネット」でのご予約をご利用ください。
❷ 	チケットのご予約・ご購入の際には、お客様（代表者）のご連絡先を伺います。
　　※公演の来場者から感染者が発生した場合は、必要に応じて保健所等の公的機関へ情報提供することがありますので、予めご了承ください。

❸ 	開場時間、休憩時間を延長します。
❹ 	係員は全員検温を実施し、発熱がある係員は当日の業務にあたりません。
❺ 	必要に応じて、お客様と係員の間にアクリル板やビニールシートを設置します。

新 型コロナウイルス感 染 症の拡 大防止のために
ご協力をお願いいたします

江戸川区総合文化センターの主催公演にご来場のお客様へ

江戸川区総合文化センターの対策

5.15【土】大ホール 13：00開演（12：00開場）公演日時

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。

公 演 み この ど ろ

能「景清」
かげきよ

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

◦0歳〜入場可		◦子ども料金は3歳〜中学生

8.22 【日】小ホール
 14：00開演
全席指定			大　人2,000円		
　　　　			子ども1,000円

サポーターズ 5.  1発売
 一　  般  5.  8発売

◦詳細は表紙をご覧ください。



広 告

施設のご紹介

【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。

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」下車約4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

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・講座の予約状況】
■ 4/11（日）「能楽ことはじめ これだけは押さえておきたい５つのこと ～『えどがわ

能』の魅力～」は完売となりました。
【休館情報】
■ 5/25（火）は館内設備点検のため、全館休館いたします。第2駐車場のみご利用い

ただけます。

お知らせ

授乳室のご案内
江戸川区総合文化センターの 1 階に授乳室が出来ました。
是非お気軽にご利用ください。

ご利用を希望される場合は、1階管理
事務室までお声がけください。

◦授乳用ソファ（一人掛け）
◦ローテーブル
◦おむつ交換台
◦洗面台

利用方法 授乳室内の設備

レストラン「百花百兆」のご案内

3Fレストラン「百花百兆」では
通常94席のところ、只今36席にてご案内しております。

眺めの良い落ち着いた空間で、ゆったりとしたひと時をお楽しみください。
デザートやドリンクも多数ご用意しております。
ちょっとした休憩などにもぜひご利用ください。

営業時間	10：00〜18：00（ラストオーダー17：30）
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。

◎フードロス削減推進のため、ご飯の量を少なめ（150ｇ）提供させていただいております。
ふつう盛り（200ｇ無料）大盛り（300ｇ＋50円）提供ご希望の方はお気軽にお申し付け
ください。

◎金額は税込です。 ◎レストランご利用金額2,000円以上で1時間駐車料金サービス

とんかつ  1,330円

海鮮五目あんかけ旨煮そば  970円

ふわとろオムライス  1,100円

白玉クリームあんみつ  710円

ご希望のお時間にお部屋までお届けいたします。内線電話からご注文下さい。
全てのメニュー対象！当日のご注文 OKです！ゴミ、食器の回収いたします。

テイクアウトメニュー始めました
かつ重750円・ビーフカレー 650円・コーヒー200円  など
●お時間のない時や店内が混雑している時などに、是非ご利用ください！

館内デリバリーいたします！

車椅子入店可　　　フリーWi-Fi
キャッシュレス対応（4/1～）

	施設利用者限定サービス

男女共用 1組のみ入室可能



－ふれる・学ぶ・つながる－えどがわ文化文化コンシェルジュ

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

4/11（日）～5/15（土） 写真で観る能楽展 9:00～22:00
（最終日は16:00まで） ロ 無　料 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

5/15（土）・16（日） 第48回建築家展 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　木村

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

2021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。新型コロナウイルスの感染状況次第で、公演情報が変更になる可能性もございます。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

2021
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4月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

11（日） 主催
 能楽ことはじめ 
これだけは押さえておきたい５つのこと 
～「えどがわ能」の魅力～

14:00 研 自  参加費 1,000円 完売 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

12（月） 主催  公開リハーサル
〈日本フィルハーモニー交響楽団〉 13:00 大 指  無　料　

※当選ハガキをお持ちください
受付
終了 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

18（日） 江戸川フィルハーモニーオーケストラ　
第39回定期演奏会 13:30 大 自  1,000円

江戸川フィルハーモニーオーケストラ 
http://www.edophil.jp/　
チケットはWeb、電話予約のみ

24（土） Scoperta Philharmony交響楽団　
第1回定期演奏会 19:00 大 自  1,000円 スコペルタフィルハーモニー交響楽団 

scoperta.phl@gmail.com

25（日） 江戸川ウインドオーケストラ　
スプリングコンサート 14:00 大 自  無　料 江戸川ウインドオーケストラ

EWO事務局（シモヒラ）　090-7013-5309

29（木・祝） オルケストラ・クラシカ　第9回定期演奏会 14:00 大 自  2,000円
オルケストラ・クラシカ 
https://orchestra-classica.com/　
500席限定販売

えどがわ文化コンシェルジュ窓口設置施設
①タワーホール船堀（5階  総合受付） 江戸川区船堀四丁目  1番1号 電話：03-5676-2211
②総合文化センター（1階  管理事務室） 江戸川区中央四丁目14番1号 電話：03-3652-1111
③グリーンパレス　（1階  管理事務所） 江戸川区松島一丁目38番1号 電話：03-3653-5151

※令和3年度から拡大予定です 【事業に関する問合せ先】
〒132-8501　江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区文化共育部文化課文化振興係　
えどがわ文化コンシェルジュ担当　
電話：03-5662-1628（直通）

5月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

2（日） ウィーン音楽・オーケストラ演奏会 13:30 大 自  無　料 日本ヨハンシュトラウス協会管弦楽団 
strauss_orchestra@yahoo.co.jp

15（土） 主催  えどがわ能 13:00 大 指
 SS席：5,500円 

 S席：4,500円 
 A席：3,000円

完売 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106
※追加販売情報はHP参照

16（日） 東京海洋大学・共立薬科大学管弦楽団　
第87回定期演奏会 14:00 大 自  無　料 東京海洋大学・共立薬科大学管弦楽団 

https://kaiyodaioke.squares.net/

23（日） 髙橋洋美バレエスタジオ発表会 15:00 大 指  無　料 髙橋洋美　03-3658-8138

29（土） 江戸川ギター・マンドリンクラブ　
第31回定期演奏会 14:00 大 自  当日券500円 江戸川ギター・マンドリンクラブ　餅田　

03-5243-9317

えどがわ文化コンシェルジュとは

　区民の皆さんと江戸川区の文化をつ
なぎ、皆さんの「やりたい気持ち」に応
えるため、区内文化施設に配置された
職員（＝コンシェルジュ）が、区民の皆
さん一人ひとりにあった

「イベント」「教室」「サー
クル活動」などの江戸川
区の文化情報をご案内
するサービスです。

文化活動情報検索サイト － m
みーつ
eets c

かるちゃー
ulture － みつカルえどがわ

文化活動・スポーツ情報検索サイトであなたの“ピッタリ”を見つけませんか
　区民の皆さん一人ひとりに合った文化活動やスポーツの情報を提
供する「えどがわ文化コンシェルジュ事業」を各文化施設の窓口で
行っています。その事業の一つとして、区内の文化活動やスポーツ
に関する情報を検索できるサイト「みつカルえどがわ」を区ホーム
ページ上に開設しております。
　区内外の多種多様なおまつりやイベント、教室、サークル団体の
情報を、ジャンル別・地域別などさまざまな条件で検索できます。
ぜひご活用ください。

検索サイトは
こちらから

▼


