
新型コロナウイルスの感染状況により、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。

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　2021年9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
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
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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1回 

箱の中の空間を使って表現する美術作品のこと。
絵を描いたり、モノを配置して自由に作ります。
子どもから大人まで誰でも取り組むことができます。

ボックス
アート
とは？

作品募集については中面へ！

11.18【木】～12.19【日】
8：30〜22：00  入場無料中央ロビー

会 期

★箱を作ることで自分を表現したり
　その箱を作った人に想いを馳せてみたり。
  〈 ボックスアート〉を通じて
　自分と、自分以外の他者について考えてみませんか？

★江戸川区総合文化センターにて
　日比野克彦氏が企画・監修する展覧会が始まります。
　展覧会では、一般公募した
  〈 ボックスアート〉作品が並びます。

★展示期間中に
   “気に入った〈ボックスアート〉があれば
　 後日持ち帰ることができる”新しい試みもあります。

【企画・監修】

日比野克彦
（アーティスト）

江戸川区総合文化センター SDGｓ関連企画



フィルハーモニクス 
ウィーン＝ベルリン

江戸川区総合文化センターにて、「第1回 えどがわBOXART展」を開催します。
そこで皆さまから、展覧会で展示するボックスアート作品を大募集！
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。

国を代表し、“日本一忙しいブラスバンド”とも
いわれる陸上自衛隊中央音楽隊。大迫力の演奏
をご堪能ください。

■出演　陸上自衛隊中央音楽隊

陸上自衛隊中央音楽隊

11.6 【土】大ホール
 14：00開演（15：00開場）
全席指定　入場無料（要・当選ハガキ）
◦未就学児の入場はご遠慮ください。

陸上自衛隊中央音楽隊
秋のスペシャルコンサート
in 江戸川区総合文化センター

隊長
樋口孝博（１等陸佐）

副隊長
酒井伊知郎（２等陸佐）

■申込方法 往復ハガキの往信裏面に ❶郵便番号 ❷住所 ❸氏名（フリガナ）
  ❹電話番号 ❺希望人数（2人まで） を記入し、
  下記の宛先までお申込み下さい。

■あ て 先 〒132-0021  江戸川区中央4-14-1　
  江戸川区総合文化センター　陸上自衛隊コンサート　係

往信の宛名面 返信の裏面

記入不要
〒132-0021
江戸川区中央4-14-1
江戸川区総合文化センター

陸上自衛隊
コンサート　係

往 ❶郵便番号
❷住所
❸氏名
 （フリガナ）
❹電話番号
❺希望人数
 （2人まで）

お客様の
郵便番号・住所

氏名を記入

返信の宛名面 往信の裏面

返

■応募期間 9/21（火）～10/13（水）必着
■ご 注 意
◦座席の指定はできません。 ◦当選ハガキにて座席番号をお知らせします。
◦記入漏れや往復ハガキ以外でのお申込みは無効となります。
◦記入は油性インクのペンを使用してください。
  インクの消えやすいペン（フリクションなど）、水性ペン、鉛筆などは避けてください。
◦お申込みはおひとり1回のみ有効です。
◦締切後に抽選を行い、10月27日（水）までに当落結果を返信いたします。
◦車椅子・同伴者席での鑑賞をご希望の方は、必要な席数（2席まで）をご記入ください。

本公演は、9月11日（土）よ
りサポーターズクラブ会員
先行発売、9月18日（土）
より一般発売を予定して
おりましたが、新型コロナ
ウィルス感染拡大の影響
のため、チケットの発売
を延期させていただきま
す。発売日の新たな日程に
つきましては、決定次第、
ホームページなどでお知ら
せいたします。
チケット購入を予定されていたお客様にはご迷惑をおかけしますが、
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

12.12 【日】大ホール
   14：00開演

◦未就学児の入場はご遠慮ください。
◦25歳以下の席をご購入の方は、公演当日に証明書をお持ちください。

全席指定  S席5,000円  A席4,000円  ［25歳以下］各席種2,000円引き

チケット発売延期

柳家小はだ

柳家小三治 入船亭扇辰

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！

音楽の絵本 
コンアモーレ

■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 ⒸSUPERKIDS

◦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。

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

絶賛発売中 ！

毎年恒例・師走の柳家小三治トリの回。
古典落語を色彩やかに描き出す入船亭
扇辰と一門から二ツ目・柳家小はだが出
演。時代を超えて脈々と繋がる落語の世
界をどうぞお楽しみください！

第147回 
江戸川落語会

■出演　
　柳家小三治、入船亭扇辰、柳家小はだ

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1回 

作品大募集！

抽選

江戸川区総合文化センター SDGｓ関連企画

◦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

絶賛発売中 ！

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。

チケット発売延期

ⒸMax Parovsky

 【エントリー期間】 10月31日（日）まで
 【作品受付期間】 11月1日（月）～11月10日（水）
 【展 覧 会 会 期】 11月18日（木）～12月19日（日）

■出品規定 箱の空間を使って制作する美術作品。
 横、高さ、奥行きそれぞれ約40cmに収まるサイズ。
 素材は段ボール、紙、木など自由
■出　　品 年齢制限なし。3点まで。未受賞に限る
■出 品 料 無料  ※送料は応募者負担
■賞 審査委員賞（江戸川区長賞、日比野克彦賞）
■エントリー用紙を10月31日までに事務局に持参、または郵送



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】
■ 11/17（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

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。

レストランのご案内

営業時間 11：00〜18：30（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。

豚生姜焼き今月のおすすめメニュー

グランドメニューより豚生姜焼きをご紹介致します。
薄切りの豚ロース肉を柔らかく焼き上げた、老若男
女から愛される定番人気のメニュー。生姜、おろし
玉ねぎ、にんにくを加えたコクのある醤油ベースの
ソースでご飯がすすむ一品です。たっぷりの千切り
キャベツと一緒にご賞味下さい。

日本ミュージカル界を彩る
スター・岡幸二郎が、長年
親しくする石井一孝、吉岡
小鼓音を迎え珠玉のミュー
ジカルナンバーを歌いま
す。休日の昼下がり、きらめ
く美声と共に至福の時間を
お過ごしください。

日本を代表するバンドネオン奏者・小松亮太と特別編成アンサンブルが、“タンゴの
革命児”アストル・ピアソラの音楽を通してタンゴの軌跡をたどります。

日本のみならず世界で活躍する、ソプラノ・
森麻季とピアニスト・横山幸雄によるクラシッ
クコンサート。森麻季の透明感のある歌声と
横山幸雄の繊細さとダイナミックさを自在に
操る演奏が織りなす名曲の数々をお楽しみく
ださい。

岡幸二郎 魅惑のミュージカル・コンサート

小松亮太 アルゼンチン・タンゴ・コンサート
～アストル・ピアソラ生誕100年＆没後30年記念～

森麻季＆横山幸雄 
華麗なるデュオ・コンサート

■曲目　「オペラ座の怪人」より「The Phantom of the Opera」
　　　　「エリザベート」より「闇が広がる」  ほか
■出演　岡幸二郎、石井一孝、吉岡小鼓音　
　　　   ピアノ 丸山和範　オーケストラ OKA Special Ensemble

■曲目　リベルタンゴ、来るべきもの
　　　　ラ・クンパルシータ  ほか
■出演　小松亮太（バンドネオン）
　　　　ピアソラ生誕100年記念編成アンサンブル

■出演　森麻季（ソプラノ）、横山幸雄（ピアノ）

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

吉岡小鼓音

小松亮太 ⒸYUSUKE TAKAMURA

岡幸二郎 石井一孝

横山幸雄
 Ⓒ斉藤 亢

森麻季
 ⒸYuji Hori

スクリーンならではの
美と迫力で楽しむ豪華二本立てシネマ歌舞伎

2022.2.19 【土】大ホール
 17：00開演

全席指定  S席5,000円  A席4,000円
◦未就学児の入場はご遠慮ください。サポーターズ 10.10発売

 江戸川区民 10.10発売
 一　  般  10. 16発売

2022.2.11 【金・祝】大ホール
 13：00開演

サポーターズ 10.  9発売
 江戸川区民 10.  9発売
 一　  般  10. 16発売

全席指定  SS席6,000円  S席4,500円  A席3,000円
◦未就学児の入場はご遠慮ください。

■『連獅子』
十八世中村勘三郎と勘九郎、七之助親子によ
る歌舞伎舞踊の名作を名匠・山田洋次監督が
シネマ歌舞伎にした人気の作品です。
■『らくだ』
十八世中村勘三郎と十世坂東三津五郎の共
演で上演された古典落語の傑作がスクリーン
で甦ります。

『らくだ』

『連獅子』

2022.1.22 【土】小ホール
 14：00開演

サポーターズ 11. 7発売
 一　  般   11.13発売

全席指定  一般2,200円  学生1,500円
◦未就学児の入場はご遠慮ください。

2022.3.13 【日】大ホール
開演時間、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 11. 7発売
 江戸川区民 11. 7発売
 一　  般  11.13発売

Ⓒ松竹株式会社

◦未就学児の入場はご遠慮ください。



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8月15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により、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

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！

2021
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11月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

6（土） 主催
 陸上自衛隊中央音楽隊　
秋のスペシャルコンサート
in 江戸川区総合文化センター

14:00 大 指  無　料  
※当選ハガキをお持ちください

抽選 江戸川区総合文化センター 
03-3652-1106

22（月） 関東第一高等学校吹奏楽部　
第51回定期演奏会 18:30 大 指  前売券：  800円

当日券：1,000円
関東第一高等学校吹奏楽部 
03-3653-0844

23（火・祝） Na Lei’o Ke’alakupaoa 2021 
Hoike 14:30 小 指  2,000円  ※3歳以下ひざ上無料 Na Lei’o Ke’alakupaoa　イチバ　

03-3685-1661

28（日） 江戸川フィルハーモニーオーケストラ 
第40回記念定期演奏会 13:30 大 自

 前売券：1,000円
当日券：1,500円
※前売券はWeb、電話予約のみ
※未就学児不可  ※場合により当日券なし

江戸川フィルハーモニーオーケストラ
http://www.edophil.jp

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

11/6（土）～11/8（月） 江戸川区立中学校　
人物写生コンクール作品展

10:00～17:00
（最終日～15:00）

展 無　料
江戸川区立中学校教育研究会美術部
春江中学校　横枕　
03-3678-9241

11/12（金）～11/14（日） 鶺鴒会　水墨画展 10:00～17:00
（初日12:00～）

展 無　料 鶺鴒会　須川　090-2302-6205

11/18（木）～12/19（日） 主催  
第1回えどがわ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～

8:30～22:00 ロ 無　料 江戸川区総合文化センター 
03-3652-1106

11/20（土）～11/23（火・祝） 第45回江戸川サークル連合発表会　作品展示 10:00～17:00 展 無　料 江戸川サークル連合会　廣田 
090-3007-1403

10月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

3（日） さざなみウインドオーケストラ　
第0回定期演奏会 14:00 小 自  無　料

ホームページから要事前登録
さざなみウインドオーケストラ 
sazanami.wo.2019@gmail.com

14（木） 松山千春コンサート・ツアー2021
「敢然・漠然・茫然」 17:30 大 指  8,800円 ネクストロード　03-5114-7444

（平日14:00～18:00）

23（土） ㈱浦安ミュージックアカデミー　
ピアノ発表会 11:30 小 自  無　料 ㈱浦安ミュージックアカデミー 

047-352-9824

24（日） 主催  音楽の絵本　コンアモーレ 15:00 大 指
 大　人：2,500円
子ども：1,000円（3歳～中学生）
※3歳未満ひざ上無料

江戸川区総合文化センター 
03-3652-1106

31（日）
江戸川ウインドオーケストラ
第46回定期演奏会
（創団50周年記念演奏会）

14:00 大 自  無　料
チラシに氏名・連絡先を記入して提出

江戸川ウインドオーケストラ事務局 
090-7013-5309


