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江戸川区総合文化センター

イベントガイド
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

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

2021年11月20日発行

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。

■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

ピアノ 丸山和範

日 本 ミュージカル界 を 彩 るスター・岡 幸 二 郎 登 場 ！

魅惑のミュージカル・コンサート

長 年 親 し く す る 石 井一孝 、吉 岡 小 鼓 音 と 共に

岡 幸二郎

華 麗 な る ミュージカルナンバー を お 届 け し ま す 。

KOJIRO
OKA
吉岡小鼓音

オーケストラ OKA Special Ensemble

2022.
石井一孝

吉岡小鼓音

03-3652-1106

■ ホームページ（24時間受付・要会員登録）
https://edogawa-bunkacenter.jp
発売 【電話・ホームページ・各種プレイガイド】10:00～
初日 発売初日の窓口販売はございません。
●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。

【金・祝】大ホール
13：00開演

全席指定 SS席6,000円 S席4,500円 A席3,000円

チケットのお申込み・お問合せ

■ 電 話（9:00〜21:30）

2.11

発売日の表記について
サポーターズ … サポーターズ・クラブ会員の方
対象の先行発売

江戸川区民 … 江戸川区内在住・在勤・在学の方
対象の先行発売

一

般

… 一般発売、プレイガイド発売

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）

絶 賛 発 売 中！
◦未就学児の入場はご遠慮ください。

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

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

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～

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。

■曲目

ロドリゲス：ラ・クンパルシータ（ピアソラ編曲）
ガーデ：ジェラシー（ピアソラ編曲）
ピアソラ：リベルタンゴ ピアソラ：来るべきもの

■出演 バンドネオン 小松亮太
北村聡
早川純
鈴木崇朗
ヴァイオリン 近藤久美子
専光秀紀
CHICA

2022.

2.19

他

ビオラ 吉田有紀子
チェロ 松本卓以

コントラバス 田中伸司
ピアノ 鈴木厚志

パーカッション 佐竹尚史
ギター 鬼怒無月

ヴォーカル KaZZma

【土】大ホール  17：00開演

アストル・ピアソラ

全席指定 S席5,000円 A席4,000円

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

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。

日比野克彦氏が企画・監修する新
しい展覧会が始まります。この展
覧会では展示された「ボックスアー
ト」の作品を会期後に受取ること
ができます。この世界に自分以外
の人がいることを考え、思いを巡
らせてみてください。会期中には、
ワークショップや表彰式もありま
す。詳しくはお問合せください。

■曲目

バッハ /グノー、シューベルト、マスカーニ「3つのアヴェ・マリア」
グノー：歌劇「ファウスト」より「宝石の歌」
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第14番「月光」
（ピアノ・ソロ） 他
■出演 ソプラノ 森麻季 ピアノ 横山幸雄

2022.

3.13
開催中

【日】大ホール
14：00開演

全席指定
S席4,000円 A席3,000円
学生
（ S席・A席共 ）
2,000円

12.19

日比野克彦

【日】
まで  

中央ロビー
8：
３０～２２
：
００ 入場無料

抽選
公開リハーサル
日本フィルハーモニー交響楽団

◦未就学児の入場はご遠慮ください。
◦学生券は26歳未満で学生の方が対象です。
公演当日に学生証をお持ちください。

絶 賛 発 売 中！

森麻季

返信 の 裏面

往

返

公開リハーサル
日本フィル 係

2022.

指揮 沼尻竜典

管弦楽 日本フィルハーモニー交響楽団

1.27

【木】大ホール
13：00開演（1時間程度 ）

全席指定・無料（ 往復ハガキによる抽選 ）

◦未就学児の入場はご遠慮ください。

沼尻竜典

■応募期間

返信 の 宛名面
63 円

〒132-0021
江戸川区中央 4-14-1
江戸川区総合文化センター

日本フィルハーモニー交響楽団

横山幸雄

Ⓒ斉藤 亢

■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 公開リハーサル 日本フィル 係

63 円

クラシック音楽をもっと身近に！オペラ指揮者、作曲家として
も活躍する沼尻竜典が、日本フィルハーモニー交響楽団とと
もに音楽を創り上げる様子をお楽しみください。

ⒸYuji Hori

■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。

往信 の 宛名面

■出演

絶 賛 発 売 中！

◦未就学児の入場はご遠慮ください。

森麻季＆横山幸雄
華麗なるデュオ・コンサート

〈江戸川区総合文化センター SDGｓ関連企画〉

第1回

小松亮太 ⒸYUSUKE TAKAMURA

記入不要

お客様の
郵便番号・住所
氏名を記入

往信 の 裏面

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）

11/25（木）～12/15（水）必着

■ご 注 意
◦座席の指定はできません。◦郵便料金は、往信・返信それぞれ63円です。
◦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、12/24（金）頃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。

シネマ歌舞伎

施 設のご 紹介

スクリーンならではの
美と迫力で楽しむ豪華二本立て

■『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。

2022.

【大ホール】1497席

1.22

『連獅子』

【土】小ホール
14：00開演

【小ホール】502 席

【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）

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。
◦学生券は26歳未満で学生の方が対象です。
公演当日に学生証をお持ちください。

絶 賛 発 売 中！

【会議室】
『らくだ』

Ⓒ松竹株式会社

第147回 江戸川落語会

■出演
柳亭市馬 入船亭扇辰
柳家三之助 柳家小はだ

今月のおすすめメニュー

柳亭市馬

入船亭扇辰

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

お食事 喫茶『百花百兆』TEL.03-3653-2935

営業時間 11：00〜18：30（ラストオーダー18：00）

柳家小はだ

絶 賛 発 売 中！
◦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。

第148回 江戸川落語会
～熱狂☆新作落語の会～

春風亭昇太 三遊亭白鳥
林家彦いち 瀧川鯉八

2022.

3.15

全席指定 3,700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。

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。

お知らせ
春風亭昇太

三遊亭白鳥

【火】小ホール
18：30開演

サポーターズ 12. 4発売
一 般 12.11発売

営業時間は日によって変更する場合がございます。

入会金・年会費

「笑点」の司会者でもおなじみの春風亭昇太をはじ
め、新作落語の担い手である三遊亭白鳥、林家彦いち、
瀧川鯉八が自作の落語を披露します。道なき道を進
む創作者たちの、魂のこもった落語をお楽しみに！

■出演

海鮮五目あんかけ旨煮そば
グランドメニューより、海鮮五目あんかけ旨煮そば
をご 紹介致します。鶏だしが利いた醤油ベースの
スープに海鮮入りの五目あんがたっぷり乗った、当
店一番人気のメニューです。お好みで麺をご飯に変
更し、中華丼としても楽しめます。寒い冬にぴったり
の身体が温まる一品です。是非ご賞味ください。

柳家三之助

当日は、江戸川落語会に何度も
ご出演いただいた柳家小三治
師匠の思い出を皆様とともに分
かち合いたいと存じます。

※各出演者の落語の時間は通常より短くなります。何卒ご了承ください。

【和室】

レストランのご案内

【公演内容変更】

本 公 演 は 柳 家小 三 治 師 匠のご
逝去を受け、代演に柳亭市馬師
匠、及び柳家三之助師匠を迎え
て〈 柳家小三治師匠を偲ぶ会 〉
として開催いたします。会の中で
は、小三治師匠の思い出を話して
いただく座談の時間を設けます。

【研修室】

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。

【休館情報】
■ 12/28（火）～1/4（火）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。

交通のご案内

◦未就学児の入場は
ご遠慮ください。
林家彦いち

瀧川鯉八

よしもとお笑いライブ

～笑いで福来たる！～ in 江戸川2022
2022年の笑いはじめ！笑う門には福来る！
人気のよしもとお笑い芸人がここ江戸川に大集結！

■出演 中川家 野性爆弾 トータルテンボス
ウーマンラッシュアワー ZAZY 他
■主催 吉本興業株式会社

2022.

1.21

【金】大ホール
19：30開演

中川家

野性爆弾

全席指定 前売4,000円 当日4,500円

◦5歳以上有料、4歳以下膝上無料、お席が必要な場合は有料
◦出演者が予告なく変更になる場合がございます。

一

般 11.20発売

トータルテンボス ウーマンラッシュアワー

■ 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
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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

2021年10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。

12月

公演日

公演名

5（日）

開演時間 場所

第1回 えどがわBOXART展

主催 〈 関連ワークショップ 〉

ボックスアートを作ってみよう！

入場料

13:00

会

自

1,000円

お問い合わせ先

江戸川区総合文化センター
03-3652-1106

※要予約

14（火）

主催

第147回江戸川落語会

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

18（土）

上智大学ソフィアマンドリーノ
第96回定期演奏会

14:00

小

自

1,000円

ステージマネージャー
080-4439-5881

19:00

小

自

前売：2,500円／当日：3,000円
シニア65才以上：2,000円
中学生以下：2,000円

リトルオータム

18:00

小

自

無

昭和女子大学マンドリン・ギタークラブ
070-6987-3195 尾髙

18（土） 江戸川区在住芸人大集合
26（日）

昭和女子大学マンドリン・ギタークラブ
第59回定期演奏会

1月

公演日

公演名

料

開演時間 場所

入場料

お問い合わせ先

10:30
14:00

大

16（日）

江戸川区少年少女オーケストラ
第12回定期演奏会

14:00

小

自

21（金）

共催

よしもとお笑いライブ
～笑いで福来たる！～
in 江戸川2022

19:30

大

指 ※5歳以上有料、4歳以下膝上無料、

22（土）

主催

シネマ歌舞伎

14:00

小

指

一般：2,200円
学生：1,500円

27（木）

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

展示

会期

12/5（日）

江戸川区総合文化センター
03-3652-1106

ロ

無

料

江戸川区総合文化センター
03-3652-1106

15:00頃〜

ロ

無

料

江戸川区総合文化センター
03-3652-1106

11:00～18:00

展

無

料

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
03-3675-4760

9:30～17:30

展

無

料

牧本

ギャ

無

料

すくすくスクール 03-5662-8132

9:00～16:30（最終日～11:30） 展

無

料

江戸川区立小学校教育研究会図画工作部
03-3653-5348（第三松江小学校）

12/17（金）～12/24（金） 牧本隆展～油彩・木炭画～雪訪い

8:30～22:00（最終日～12:00）

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コード︎

抽選

8:30～22:00

第1回 えどがわBOXART展
表彰式

耳寄り情報 更新中！

※当選ハガキをお持ちください

場所

箱の中にある他者の気持ちを受け入れてみよう～

江戸川の子ども図工作品展

料

江戸川区総合文化センター
03-3652-1106

開始〜終了時間

12/11（土）～12/12（日） 第50回 建築家展

1/28（金）～2/1（火）

FANYチケット問い合わせダイヤル
0570-550-110（10:00～19:00）

お席が必要な場合は有料

第1回 えどがわBOXART展

12/17（金）～12/27（月） すくすくスクールフェスタ展

江戸川区健全育成課青少年係
03-5662-1629

前売：4,000円／当日：4,500円

主催 ～箱の中に自分を表現してみよう

主催

（10:30～17:00／土日祝休）

500円

催事内容

11/18（木）～12/19（日）

プリキュアドリームステージ♪
上演委員会（劇団飛行船内）
03-4500-6810

【Ｓ席】前売：3,800円
当日：4,000円
指
【A席】前売：3,500円
当日：3,700円

トロピカル～ジュ！プリキュア
ドリームステージ♪

8（土）

090-1545-2870

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。

入場料

お問い合わせ先

03-3659-9725

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

TwitterやFacebookで
シェアも出来ます！

◀えどぶんチャンネルQRコード︎

江⼾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！

