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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

2022年5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」でご確認ください。

Illustration：Satoru Makimura

東京バレエ団

子どものためのバレエ

ドン・キホーテの夢

日本最高峰のバレエ団が贈る、
小さなお子様から楽しめるバレエ！

ⒸKiyonori Hasegawa

スペインを舞台に繰り広げられる愛と冒険の物語を
エネルギッシュなダンスとコミカルな演技でお届けします。
■演目

東京バレエ団 子どものためのバレエ「ドン・キホーテの夢」

8.25

【木】大ホール 16：00開演

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。

東京バレエ団

全席指定 大人4,500円 子ども2,000円

◦4歳未満のお子様はご入場いただけません。◦子ども料金は、4歳から中学生までのお子様が対象です。
◦膝上での鑑賞はご遠慮ください。◦演奏は特別録音による音源を使用いたします。

チケットのお申込み・お問合せ

■ 電 話（9:00〜21:30）

■出演

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）

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
https://t.pia.jp
ローソンチケット
https://l-tike.com
イープラス
https://eplus.jp

絶 賛 発 売 中！

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

令和四年度

松竹歌舞伎舞踊公演

格式高い成駒屋の芸を継ぐ、
中村芝翫親子四名の共演で描く華麗なる歌舞伎舞踊の世界！

「連獅子」中村芝翫

人形に扮して五穀豊穣を祈る「操り三番叟」と、親獅子が仔獅子を
たくましく育てる姿を描いた「連獅子」。クライマックスの毛振りは
必見です！人気の歌舞伎舞踊二題をお楽しみください。

7.2

【土】大ホール
14：00開演

なかむらまつ え

Ⓒ松竹

中村松江

■演目

なかむらうた の すけ

なかむらふく の すけ

中村歌之助

一、御挨拶

中村福之助

二、操り三番叟

なかむらはし の すけ

中村橋之助

三、連獅子

全席指定 SS席6,500円 S席5,500円 A席3,500円

なかむら し かん

中村芝翫

■出演

絶 賛 発 売 中！

◦未就学児の入場はご遠慮ください。

中村芝翫 中村橋之助 中村福之助 中村歌之助 中村松江

家族で楽しめる夏休みコンサート

GAME MUSIC on BRASS 栗コーダーカルテットの
in 江戸川区総合文化センター
なつやすみコンサート2022

〈吹奏楽で楽しむ珠玉のゲーム音楽〉

「ドラゴンクエスト」や「ファイナルファンタジー」など日本を代表する人気ゲームから
珠玉の名曲を吹奏楽でお届けします。

■曲目 ドラゴンクエストⅠ・Ⅱ・Ⅲ ロト三部作より
ファイナルファンタジーより ほか
■出演 指揮 津堅直弘
吹奏楽 ブラス エクシード トウキョウ

7.18

【月・祝】大ホール
15：00開演

ブラス エクシード トウキョウ

絶 賛 発 売 中！
◦未就学児の入場はご遠慮ください。

全席指定 S席4,000円 A席2,500円 子ども（小中学生／S席・A席共）1,000円

第150回 江戸川落語会

■出演
春風亭一之輔

Ⓒキッチンミノル

三遊亭兼好

9.9

サポーターズ 6.18発売
一 般 6.25発売

春風亭ぴっかり☆改メ

蝶花楼桃花

謎解き☆江戸川落語会展

9月9日【金】展示室〈入場無料〉

出演者の色紙、八代目橘家圓蔵の思い出、
落語にまつわる謎解きコーナーなど。

舘野泉 ピアノ・リサイタル
―左手が紡ぐ音の輝き。その人生のすべて―

右半身不随から奇跡の復活を遂げ〈左手のピアニスト〉と呼ばれる舘野泉。
音楽に人生を捧げた伝説のアーティストが、指先から命を吹き込みます。

バッハ＝ブラームス：シャコンヌ
山田耕筰（梶谷修編）：赤とんぼ
久保禎：左手の祈り（舘野泉に捧ぐ） ほか
■出演 ピアノ 舘野 泉

全席指定
大人3,000円 子ども（小中学生）1,000円

◦未就学児の入場はご遠慮ください。

般 6.11発売

■出演

H ZETTRIO

H ZETT M（ピアノ/青鼻）
H ZETT NIRE（ベース/赤鼻）
H ZETT KOU（ドラム/銀鼻）

9.23

【金・祝】大ホール
17：00開演

絶 賛 発 売 中！

上妻宏光×LEO concert
進化する音楽のカタチ

ⒸAkira Muto

上妻宏光

LEO

藤原道山

上妻宏光（三味線） LEO（筝） スペシャルゲスト：藤原道山（尺八）

11.13

【日】大ホール
16：30開演

舘野泉

H ZETTRIO

全席指定 前売 5,000円（ 当日 5,500円 ） ◦4歳未満の入場はご遠慮ください。

■出演

◦未就学児の入場はご遠慮ください。
※シニア料金は2022年に65歳になる方（1957年12月31日以前の
生まれ）より対 象。公演当日に年齢を確認できる証明書をお持ち
ください。

栗コーダーカルテット

ジャズのみならずポップス領域でも活
躍し、リオ大会閉会式にも採用され
た注目のピアノトリオ「H ZETTRIO」
が、遂に江戸川初登場！心も体も踊り
だす、お洒落で楽しい音楽を是非お
見逃しなく！

日本を代表する三味線奏者 上妻宏光と、
和 楽 器 界 の新星として注目を集める箏
アーティスト LEOによるコンサート！江戸
川区出身の尺八演奏家 藤原道山もスペ
シャルゲストに登場し、日本伝統の邦楽
に現代の感性を掛け合わせ、ジャンルを
超えた新しい音楽空間を創造する！！

【日】大ホール サポーターズ 6. 4 発売
江戸川区民 6. 4 発売
14：00開演
一

絶 賛 発 売 中！

～Special Guest 藤原道山～

■曲目

全席指定 一般 3 ,000円
シニア（65歳以上）2,500円 ※

【土】小ホール
14：00開演

同時開催！

◦未就学児の入場は
ご遠慮ください。

10.16

8.13

Kazemachizuki Tour 2022

春風亭ぴっかり☆改メ 蝶花楼桃花

【金】小ホール
18：30開演

全席指定 3,700円

小組曲「ピタゴラスイッチ」
帝国のマーチ（ダース・ベイダーのテーマ） ほか
■出演 栗コーダーカルテット

－レソラピック－

三遊亭兼好

春風亭一之輔

■曲目

H ZETTRIO

～おかげさまで150回記念～

おかげ さまで 江 戸川 落 語
会は150回を迎えます！節
目の回を人 気の 落 語 家が
華やかに彩ります。トリの
一之輔は二席たっぷりと！
「 謎 解き ☆ 江 戸川 落 語 会
展」も同時開催！

リコーダーや鍵盤ハーモニカを使って独特の世界を生み出す〈栗コーダーカルテッ
ト〉。夏休みにゆったりと心を浸してみてください。

全席指定 S席5,000円 A席4,000円

サポーターズ 6.18発売
江戸川区民 6.18発売
◦未就学児の入場は
一 般 6.25発売
ご遠慮ください。

小林研一郎
×日本フィルハーモニー交響楽団
江戸川公演
日本フィルハーモニー交響楽団×炎のマエストロ
小林研一郎による5年ぶりの江戸川公演！不朽の
名曲２作をダイナミックにお届けします。
マエストロによるトーク・コーナーも必見です。

■曲目

■出演

【小ホール】502 席

【リハーサル室】

メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲

（ソロ：木野雅之
  ＊日本フィル・ソロ・コンサートマスター）

チャイコフスキー：交響曲第4番
指揮 小林研一郎
演奏 日本フィルハーモニー交響楽団

日本フィルハーモニー交響楽団

Ⓒ山口敦

【日】大ホール
15：00開演

【会議室】

◦未就学児の入場はご遠慮ください。

一

般 6.11発売

本番に向けて曲の完成度を高めてゆく、緊張感あるリハーサル
の様子をご覧いただけます。普段は見ることが出来ない貴重な
ひと時をぜひお楽しみください。

■出演 指揮 山田和樹 演奏 日本フィルハーモニー交響楽団

9.1

■申込期間

全席指定 無料

【和室】

レストランのご案内

小林研一郎 Ⓒ山本倫子

日本フィルハーモニー交響楽団
公開リハーサル 要申込
【木】大ホール
13：00開演

【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。

全席指定
S席5,000円 A席4,000円 サポーターズ 6. 4発売
学生2,000円（ S席/A席とも ） 江戸川区民 6. 4発売

おすすめメニュー

野菜たっぷり塩タンメン
グランドメニューより、野菜たっぷり塩タンメンをご紹
介致します。ボリューム満点、野菜が豊富に摂れる一品
です。野菜の旨味が溶け出したコク深いスープを、是非
お楽しみくださいませ。

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。
山田和樹 ⒸYoshinori Tsuru

◦未就学児の入場はご遠慮ください。

■定員 350名

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）

営業時間は日によって変更する場合がございます。

抽選 【一次】web 6/20（月）
～7/20（水） ※7/25（月）当落通知
先着 【二次】電 話 8/1
（月）10：00～ ※50席限定

❶季節のお便りコンサート・夏
■曲目 かわいい魚屋さん からたちの花 岬めぐり ほか

❷季節のお便りコンサート・秋
■曲目（予定） もみじ、銀色の道 ほか

東 混カルテット（東 京
混 声合唱 団4 名）が 季
節ごとに様々な歌をお
届けします。ワンコイン
で気軽にコンサートを
お楽しみください。

❶

【大ホール】1497席

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）

9.18

■出演

施 設のご 紹介

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。

お知らせ

合唱 東混カルテット

ピアノ 北野悠美

東混カルテット ピアノ：北野悠美
Ⓒ中村紋子

6.8 /❷ 9.15
【水】

予約不要

【木】

■ 6/28（火）
「第149回江戸川落語会」はご好評につき完売となりました。
当日券の販売もございません。何卒ご了承ください。

交通のご案内

小ホール 14：00開演
（13：30 開場） ◦未就学児の入場はご遠慮ください。

全席自由 各回500円（当日、会場にて現金でお支払いください）

らくごワークショップ2022

参加者募集

7/3（日）、9（土）、16（土）、23（土）、8/6（土）

練習日 【全5回】
発表会
■場
■時

8/7（日）小ホール

所
間

■募集人数
■対象年齢
■申込期間

和室
❶11：00～13：00の回
❷14：00～16：00の回
各回10名
小学校3年生以上
6/12（日）
まで

■参 加 費
■申込方法
■講
師

2,000円

高座扇子代は実費
（2,000円程度）※税込

窓口または電話
橘家仲蔵

（落語協会所属・真打）

◦ホームページの受付はございません。◦応募多数の場合は、初参加の方を優先とし、抽選になります。
◦6/19（日）頃までに参加の可否をお知らせします。◦発表会は全員ご参加ください。

■ 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

2022年4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。

6月

公演日

公演名

8（水） 主催

開演時間 場所

季節のお便りコンサート・夏

14:00

小

入場料
自 500円

お問い合わせ先
江戸川区総合文化センター

予約不要

03-3652-1106

リヴァーサイド・ブリティッシュ・ブラス
11（土）
第20回定期演奏会

14:00

小

自 無

料

12（日） 江戸川吹奏楽団 第47回定期演奏会

13:30

大

自 無

料

❶11:00
❷14:30

大

自 大人（高校生以上）：1,000円

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

9:45

大

自 無

料

公益社団法人 日本吟道学院 03-5684-0124

15:00

小

自 無

料

合唱団エトワーユ etoadm@hotmail.co.jp

18:30

小

指 3,700円 完売

江戸川フィルハーモニーオーケストラ
19（日） 第26回ファミリーコンサート
「音楽でみんな元気になろう！」

21（火） 第72回日本吟道全国大会
第22回駒澤大学合唱団・合唱団エトワーユ
25（土）
ジョイントコンサート

28（火）

主催

第149回江戸川落語会
～新作も古典もワクワクの会～

7月

公演日

公演名

2（土）

主催

令和四年度

事前登録の可能性がございます

江戸川吹奏楽団 info.edosui@gmail.com

子ども（3歳～中学生）：500円
専用Webサイトから申込

開演時間 場所

松竹歌舞伎舞踊公演

KALANI PE'A & WELDON KEKAUOHA
3（日） JAPAN TOUR 2022
NA HULA SOUL WITH HALAU IAPANA

10（日） KB Ballet Studio 10周年記念発表会

リヴァーサイド・ブリティッシュ・ブラス
riversidebritishbrass@gmail.com

江戸川区総合文化センター

入場料

03-3652-1106

お問い合わせ先

14:00

大

指 SS席：6,500円 S席：5,500円
A席：3,500円

14:00

大

指 7,700円

カイラニインターナショナル合同会社
0467-55-9626（平日10:00～18:00）

未定

大

指 無

KB Ballet Studio 西希美
k.b.ballet@ezweb.ne.jp

料

江戸川区総合文化センター

03-3652-1106

16（土）

スコペルタフィルハーモニー交響楽団
第3回定期演奏会

19:00

大

自 1,500円

スコペルタフィルハーモニー交響楽団
050-7108-5832

17（日）

よしもとお笑いライブin江戸川
〜夏休みだョ！人気芸人大集合SP〜

❶10:45
❷13:30

大

指 前売：4,000円 当日：4,500円

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

15:00

大

指

12:15

小

自 無

12:30

大

指 3,000円（前売・当日同額）

大

指

大

指 無

18（月・祝）

GAME MUSIC on BRASS
in 江戸川区総合文化センター
〈吹奏楽で楽しむ珠玉のゲーム音楽〉

主催

18（月・祝） 第37回発表会 小柏ピアノ教室
21（木） 第35回琴伝流コンサート in東京

子ども参加体験型 夢と魔法の江戸川公演2
❶10:30
24（日） チームウィズ Show-FX エンターテインメント
❷14:30
幻想師 イリュージョン

31（日）

展示

第46回全国高等学校総合文化祭
日本音楽部門大会

会期

9:20

催事内容

S席：4,000円 A席：2,500円
子ども（中学生まで／S・A席ともに）：1,000円

江戸川区総合文化センター

料

小柏典子

070-5077-6946

琴伝流大正琴全国普及会

SS席：前売 4,000円／当日4,500円
S席：前売 3,000円／当日3,500円
A席：前売 2,000円／当日2,500円

03-3652-1106

株式会社キップス

042-645-3721

043-445-1770

第46回全国高等学校総合文化祭
東京都実行委員会 03-3830-1216

料

開始〜終了時間

場所 入場料

お問い合わせ先

6/17（金）～6/18（土） 家庭倫理の会 江戸川東作品展

11:00～17:00（最終日9:00～16:00）

展

無

料

家庭倫理の会 江戸川東 石川 03-3673-3412

6/21（火）～6/26（日） 鈴木静枝個展

10:30～17:00（最終日～16:00） 展

無

料

鈴木静枝

9:30～18:00（最終日～17:00）

展

無

料

江青美

7/16（土）～7/18（月・祝） 「この子と一緒～Vol.1～」&「おとうと～小山このか個展～」 9:00～21:00（最終日～18:00）

展

無

料

小山このか konoka.koyama4@gmail.com

7/6（水）～7/10（日）

創立60周年記念 江青美展（第52回展）

03-3671-2852

須藤

03-3652-2283

広告

ギター生徒募集中

葛西駅 無料お試し
レッスン
あり
徒歩7分
初回限定

14 周 年

キャンペ
ーン

7

入会金

5%OFF
新しい趣味として
!
2500円
ギターを始めてみませんか？
楽譜が読めなくても大丈夫♪
個人のやりたい目標に向け 丁寧に教えます。
入門クラス

月謝

7,500 円

月３回・各40分
（個人レッスン）

初級8100円 フラメンコギター8700円
《お問合せ》宮川明フラメンコギター教室

携帯：090-8491-6364 tel/fax：03-3878-8077
mail：akiramiyakawa@ezweb.ne.jp

P あり, レッスンギターあり

ライブ えどがわ産業ナビ
情 報 http://edogawanavi.jp/shop/100249

9/11
（日）ティアラこうとう・小ホール 14時開演
フラメンコgtr. & クラシックgtr. 前売 2000円

