
新型コロナウイルスの感染状況次第で、公演情報や収容率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 発売初日の窓口販売はございません。
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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

9.25 【土】大ホール	 17：00開演

◦未就学児の入場はご遠慮ください。◦収容率100%で販売します。
全席指定  5,500円

絶賛発売中 ！

加藤
登紀子
55th ANNIVERSARY 
CONCERT 2021

1965年のデビュー以来、世代やジャンルの垣根を
越えて観客を魅了し続ける加藤登紀子の心溢れる
歌声が江戸川に響きます。このコンサートでは、デ
ビュー55周年を記念して、誰もが知る名曲・ヒット
曲をはじめ大切に歌い続けてきた楽曲など選び抜
かれたプログラムで歌います。

コンサート in えどがわ
〜時には昔の話を〜

■曲目　百万本のバラ、時には昔の話を
　　　　未来への詩、知床旅情
　　　　愛の讃歌、ひとり寝の子守唄　ほか
■出演　加藤登紀子



江戸川区総合文化センターにて、「えどがわBOXART展
～箱の中に自分を表現してみよう	箱の中にある他者の気
持ちを受け入れてみよう～」［会期：11月18日（木）〜12月
19日（日）］を開催します。展示されるのは、公募で選ばれた
〈ボックスアート〉の作品です。そこで、展覧会に向けて、
ボックスアートを制作してみたい方を大募集します！
企画・監修はアーティストとして活躍する日比野克彦氏です。

今、もっとも人気の落語家の一人、春風亭一之輔が江戸川落語会
で初のトリ！2席たっぷりと披露します。脇を固めるのは、一之輔
を慕う後輩の九代目春風亭柳枝と桂宮治。大爆笑必至の落語会
をお楽しみください。

毎年恒例、師走の柳家小三治の会。1年の
締めくくりはこの会で、という常連ファン
も多い人気の回です。良席はお早目に。
どうぞお楽しみに！

小学3年生から大人まで、世代も経験
も様々の参加者たちが、練習した落
語の成果を発表します。お客さまを笑
わせられるのか、乞うご期待！
どうぞ応援にいらしてください。

〈江戸川区総合文化センター SDGｓ関連企画〉

えどがわ BOXART展
箱の中に自分を表現してみよう
箱の中にある他者の気持ちを受け入れてみよう

第146回 
江戸川落語会
～一之輔たっぷりの会～

第147回 
江戸川落語会

■出演　春風亭一之輔　
　　　　春風亭柳枝　桂宮治

■出演　柳家小三治　ほか

■出演 らくごワークショップ
 参加者
■講師 橘家仲蔵

日比野克彦

どんな時も人は素晴らしく
生きようと願ってきました。
その思いがたくさんの歌に
込められています。
今この時を生き抜くために、
それぞれの歌から
大きな希望を受け取れるよう、
ひとつひとつ
大切に歌います。

加藤登紀子

らくごワークショップ2021
発表会

◦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。

9.7 【火】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 ！

春風亭一之輔
Ⓒキッチンミノル

柳家小三治桂宮治春風亭柳枝

ひとり芝居と人形劇を融合
させた独自の表現で人気の
たいらじょうが、世界中で愛
される物語「ピーターパン」
をもとにファミリー向けの人
形劇を作りました！この夏、
親子で大冒険ファンタジーを
楽しんでみませんか。

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

■出演　 平
たいら

常
じょう

　

◦3歳未満ひざ上無料。お席が必要な場合は子ども料金。

8.22 【日】小ホール	 14：00開演
全席指定   大人2,000円  子ども（3歳〜中学生）1,000円

◦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。

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

サポーターズ  8.28発売
 一　  般    9.  4発売

9.25【土】大ホール	17：00開演公演日時 詳細は表紙をご覧ください。

平 常 配信映像より

箱の中の空間を使っ
て様々なものを表現
する美術作品のこと。
絵を描いたり、モノを
配置したり、自由な表
現ができます。誰で
も取り組めるため、学
校の美術の課題にも
なっています。

昨年の発表会より

日比野克彦 講演会 
～自分とはなにかを考える～

「えどがわ BOXART展」の開催に関連して、日比野克彦
氏による講演会を行います。作品の応募にあたって、
日比野氏が制作のヒントをお伝えします。

■料金　無料・要予約　　■定員　各回40名程度
■受付開始　7/24（土）10：00〜 電話または窓口
◦内容は両日とも同じです。
◦作品の応募をしない方もご参加いただけます。

❶8.20【金】	会議室	18：00～19：30
❷9.4【土】	展示室	13：00～14：30

TOKIKO ARCHIVES
〜ポスターで振り返る加藤登紀子の歴史〜

公演開催を記念して、ご来場の皆様に
歌手生活55年の歳月を振り返っていただけるように

過去の公演ポスターを展示いたします。

公演当日、大ホール ホワイエにて展示します

加藤登紀子さん からのメッセージ

■講師　日比野克彦（アーティスト）

■応募の詳細は、江戸川区総合文化センターの窓口・
電話・ホームページでご確認ください。

ボックスアート
とは？

8.1 【日】小ホール	 13：00開演
全席自由　無　料（先着順）
◦入場制限を行う場合がございます。

販売終了

作品
大募集！

関連イベント



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】
■ 8/23（月）〜8/25（水）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。

お知らせ

授乳室のご案内
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。

◦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

授乳室内の設備
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。

利用方法

男女共用 1組のみ入室可能

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。

0歳から入場できる「音楽の絵本」コンサート。「ズーラシアンブラス」と「サキソ
フォックス」に加えて「弦うさぎ」が登場！音楽用語で愛情をもってという意味の「コン
アモーレ」。愛を込めた音楽をぜひお楽しみください！ ウィーン・フィル、ベルリン・フィルの精鋭たちによる超絶技巧アンサンブル。

クラシックの枠には収まりきらない、多彩な音楽と表現を存分にお楽しみください。

音楽の絵本 コンアモーレ フィルハーモニクス
ウィーン＝ベルリン

■曲目　桃太郎 序曲、ドレミの歌、わらの中の七面鳥　ほか
■出演　ズーラシアンブラス、サキソフォックス、弦

つ る

うさぎ

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

ⒸSUPERKIDS
ⒸMax Parovsky

レストランのご案内

営業時間 10：00〜18：30（ラストオーダー18：00）
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。

グランドメニューより、新メニュー「ごま
香る野菜味噌ラーメン」をご紹介致しま
す。野菜をたっぷり 360g 使用し、ごま
油のスープでコクとうまみをアップしまし
た。仕上げは黒ごまと白ごまで、ごま好
きにはたまらない一品です。ごまの香りを
感じながら、百花百兆オリジナル味噌ラー
メンを是非お召し上がり下さい。

講演会、会議、各種イベント用に、お弁
当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。

今月のおすすめメニュー

ごま香る
野菜味噌ラーメン

◦0歳より入場可。◦3歳未満ひざ上無料。お席が必要な場合は子ども料金。
◦収容率100％で販売します。

10.24 【日】大ホール	 	 	 15：00開演（14：00開場）
全席指定   大人2,500円  子ども（3歳〜中学生）1,000円

サポーターズ 7.31発売
 江戸川区民 7.31発売
 一　  般  8.   7発売

◦未就学児の入場はご遠慮ください。
◦収容率100％で販売します。

12.12 【日】大ホール
開演時間、席種・料金は決定次第
ホームページ等でお知らせします。

サポーターズ 9.11発売
 江戸川区民 9.11発売
 一　  般  9. 18発売



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6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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8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） 主催  らくごワークショップ2021発表会 13:00 小 自  無　料・先着順 江戸川区総合文化センター 
03-3652-1106

20（金） 主催
 えどがわ BOXART展 関連イベント
日比野克彦　講演会　
～自分とはなにかを考える～

18:00 会 自  無　料・要予約 江戸川区総合文化センター 
03-3652-1106

22（日） 第8回東京都立墨田川高等学校吹奏楽部
卒業生定期演奏会 14:00 大 自  無　料 卒業生演奏会実行委員会 

080-3350-2377

22（日） 主催  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 14:00 小 販売終了 江戸川区総合文化センター 

03-3652-1106

29（日） ヨーゼフ室内管弦楽団第10回演奏会 14:00 小 自  無　料 ヨーゼフ室内管弦楽団 
josephco@sweet.odn.ne.jp

江戸川区総合文化センターの
Facebookでは、同センター
で行なわれる公演・講座のチ
ケット発売や告知などの情報
を掲載中。
主催公演・講座の模様や区の
催しの様子など、厳選情報を
スタッフが発信します。

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コード︎

耳寄り情報更新中！

江戸川区総合文化センターの
ブログ、えどぶんチャンネル
は、楽屋の様子や公演後のお
客様からの声、館内バリアフ
リーやレストラン情報など、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
彩な内容をスタッフが発信し
ます。ここでしか読めない情
報をお楽しみください！

江戸川区総合文化センター
えどぶんチャンネルをご覧ください

◀えどぶんチャンネルQRコード︎

TwitterやFacebookで
シェアも出来ます！

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

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。

9月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

4（土） 主催
 えどがわ BOXART展 関連イベント
日比野克彦　講演会　
～自分とはなにかを考える～

13:00 展 自  無　料・要予約 江戸川区総合文化センター 
03-3652-1106

7（火） 主催  第146回江戸川落語会 
～一之輔たっぷりの会～ 18:30 大 指  S席（1層席）：3,700円

A席（2層席）：3,200円
江戸川区総合文化センター 
03-3652-1106

23（木・祝） 第18回橘るみバレエスクール公演
withオーケストラ 16:30 大 自  無　料 橘るみバレエスクール 

03-6410-6677

25（土） 主催
 加藤登紀子 
55th ANNIVERSARY CONCERT 2021
コンサート in えどがわ ～時には昔の話を～

17:00 大 指  5,500円 江戸川区総合文化センター 
03-3652-1106


