
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。

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

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　2022年7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

2022

8-9

■曲目	 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

■出演	 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×
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。

小林研一郎×
日本フィルハーモニー

交響楽団 江戸川公演

9.18 【日】大ホール	 15：00開演

◦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。）

全席指定  S席5,000円  A席4,000円  学生2,000円（S席/A席とも）

絶賛発売中 ！

Ⓒ山本倫子

Ⓒ山口敦



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！！

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・バンド

「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！

名曲には必ずウラがある！ウラを知るから好きになる！クラシックの名曲をピアニス
ト・加藤昌則が演奏＆トークで紹介します。曲へ込められた想いや、意外な裏話など、
知ればだれかに話したくなるエピソード盛りだくさん！

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。

上妻宏光×LEO concert 
進化する音楽のカタチ
～Special Guest 藤原道山～

H ZETTRIO 
Kazemachizuki Tour 2022
－レソラピック－

石井竜也
スペシャルコンサート2022 
IN EDOGAWA

加藤昌則プロデュース JUST 2 HOURS!
クラシック名曲コンサート
～名曲誕生のウラ話～江戸川special

舘野泉 
ピアノ・リサイタル

上妻宏光 藤原道山LEO

■出演　上妻宏光（三味線）	LEO（筝）	スペシャルゲスト：藤原道山（尺八）

石井竜也

9.23 【金・祝】大ホール	 17：00開演
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。

絶賛発売中 ！

■曲目　バッハ（ブラームス編曲）：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

―左手が紡ぐ音の輝き。その人生のすべて―

人気・実力・華、いずれ
も申し分なし！大看板の
道を着実に歩む〈白酒・
三三・宮治 〉が登場。三
者三様の味をたっぷりと
お楽しみください。

第151回 江戸川落語会
～白酒・三三・宮治たっぷり三人会～

栗コーダーカルテットの
なつやすみコンサート2022

■出演　桃月庵白酒　
　　　　柳家三三　
　　　　桂宮治

12.16 【金】小ホール	 	 18：30開演
◦未就学児の入場はご遠慮ください。全席指定  3,700円

サポーターズ 8.27発売
 一　  般   9.  3発売

桃月庵白酒 桂宮治柳家三三

■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） ■曲目　浪漫飛行		ほか（予定）　	 ■出演　石井竜也

舘野泉 ⒸAkira Muto

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。
■曲目　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

8.13 【土】小ホール	 14：00開演
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。

絶賛発売中 ！

栗コーダーカルテット

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
エ公演！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。

Illustration：Satoru Makimura

10.22 【土】大ホール	 17：30開演
全席指定  8,000円 ◦未就学児の入場はご遠慮ください。

サポーターズ 7.30発売
 江戸川区民 7.30発売
 一　  般  8.   6発売

Pick UP 公演

10.16 【日】大ホール	 	 14：00開演

※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。

◦未就学児の入場は
ご遠慮ください。全席指定 一般3,000円  シニア（65歳以上）2,500円※

絶賛発売中 ！

11.13 【日】大ホール	 	 16：30開演

◦未就学児の入場はご遠慮ください。

絶賛発売中 ！

全席指定  S席5,000円  A席4,000円

11.20 【日】小ホール	 	 14：00開演
◦未就学児の入場は
ご遠慮ください。

全席指定 2,500円
サポーターズ 7.31発売
 一　  般   8.  7発売

ⒸKiyonori Hasegawa

■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」
■出演　東京バレエ団

8.25 【木】大ホール	 16：00開演
全席指定  大人4,500円  子ども2,000円
◦子ども料金は、4歳から中学生までのお子様が対象です。
◦4歳未満のお子様はご入場いただけません。
◦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。

絶賛発売中 ！

加藤昌則 笹沼樹
ⒸTaira Tairadate

石上真由子
ⒸTakafumi Ueno

「君がいるだけで」「浪漫飛行」などのヒット曲を交え、デ
ビュー日となる10/21の翌日に、一夜限りのスペシャル編
成でお届けする珠玉のコンサート!!
ソロでは初めての江戸川を舞台に、コンサートツアーとは
また一味も二味も違う景色をお見逃しなく!!H ZETTRIO

■曲目	 バッハ：G線上のアリア　　モーツァルト：トルコ行進曲
	 メンデルスゾーン：ピアノ・トリオ	第1番		ほか
■出演	 加藤昌則（ピアノ・お話）	石上真由子（ヴァイオリン）	笹沼樹（チェロ）



【公演情報】
■ 9/9（金）「第150回江戸川落語会」は完売となりました。同日開催の特別展示「謎

解き★江戸川落語会」はどなたでもご入場できます。（1階展示室・10：00～19：45）
【休館情報】
■ 8/22（月）～ 8/24（水）は館内設備点検のため、全館休館いたします。レストラン

百花百兆も全日休業いたします。駐車場は第2駐車場のみご利用いただけます。

お知らせ

日本フィルハーモニー交響楽団
公開リハーサル 要申込
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

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。

昨年好評を博した「えどがわBOXART展」（企画・監修 日比野克
彦）を今年も開催！展覧会で展示する〈ボックスアート〉を皆様
から募集します。詳しくは窓口・電話・HPでご確認ください。
【展覧会】	11/19（土）～12/18（日）		中央ロビー

10.15 【土】大ホール	 	 14：00開演

■申込期間 抽選  【一次】Web 8/7（日）〜8/31（水） ※9/7（水） 当落通知
 先着  【二次】電話 9/23（金・祝）10：00〜 ※電話申込は150席限定

■定　　員　1,497名

全席指定  入場無料
◦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 SDGｓ関連企画〉

第２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

日比野克彦

作品
大募集！

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。

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。

冷やしネバとろ長寿そばおすすめメニュー

グランドメニューより、冷やしネバとろ長寿そばをご
紹介致します。おくら、とろろ、納豆のねばねば食材が
のった、夏バテ予防にもぴったりな一品です。栄養満点
のネバとろそばで暑い夏を元気に乗り切りませんか？

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

陸上自衛隊中央音楽隊
秋のスペシャルコンサート 2022 要申込
日本を代表する吹奏楽団の一つである陸上自衛隊中央音楽隊が、今年も江戸川区総
合文化センターにやってきます。大迫力の演奏をお楽しみください！

陸上自衛隊中央音楽隊 隊長 樋口孝博（1等陸佐）

■出演　陸上自衛隊中央音楽隊

9.1 【木】大ホール	 13：00開演
全席指定  無料
◦未就学児の入場はご遠慮ください。

■定　　員  350名　　
■申込期間  先着  電話 8/1（月）10：00〜
　　　　　  　　　※50席限定

◦Web抽選申込は終了しました。

日比野克彦 ワークショップ 
～自分とはなにかを考える～
作品を応募するにあたり、制作のヒントになる
ワークショップを開催します！
■講師　日比野克彦（アーティスト）

関連イベント

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。

ボックスアートとは？

■料金　無料（要予約）　 ■定員　各40名
■受付開始　8/6（土）10：00〜 Web 及び 電話
◦内容はそれぞれ異なる場合がございます。
◦作品の応募をしない方もご参加いただけます。

❶   9.17【土】	13：00～14：30
❷10.18【火】	18：00～19：30

山田和樹 ⒸYoshinori Tsuru

［サイズ］ 高さ・横・奥行　各40cm程度
［素　材］ 段ボール、紙、木など自由  
※表現は箱の中に限ります。		※作品は審査の上、展示されます。

募集に
ついて

●  9/1（木）～10/31（月）  エントリー受付
●11/1（火）～11/10（木）  作品受付　



江戸川区総合文化センター
イベントスケジュール

2022

8-9 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

2022年6月15日現在、掲載を希望された主催者の催事情報です。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

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

8/27（土）～8/28（日） 第52回世界児童画展
東京都（23区・多摩地区）展 9:00～17:00（最終日～15:00） 展 無　料 公益財団法人美育文化協会　樋口

03-5825-4801
9/5（月）～9/30（金） せいぞう・いしね 刺繍アート展 8:30～22:00 ギャ 無　料 せいぞう　info5@seizo-ishine.com

9/9（金） 主催  ～おかげさまで150回記念～
謎解き☆江戸川落語会展 10:00～19:45 展 無　料 江戸川区総合文化センター　

03-3652-1106
9/23（金・祝）～9/25（日） 鶺鴒会水墨画展 10:00～17:00（初日12:00～/最終日～15:00） 展 無　料 須川無舟　03-3674-3935

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（月） 第46回全国高等学校総合文化祭 
日本音楽部門大会 9:20 大 指  無　料 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

4（木） 第46回全国高等学校総合文化祭
吟詠剣詩舞部門大会 9:00 大 指  無　料 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
7（日） 主催  らくごワークショップ2022発表会 13:00 小 自  無　料 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

13（土） 主催  栗コーダーカルテットの
なつやすみコンサート2022 14:00 小 指  大人：3,000円

子ども（小中学生）：1,000円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

14（日） 第3回八蔵橋OTOフェスタ 15:00 小 自  大人（18才以上）：1,000円
高校生以下無料　当日券あり

八蔵橋OTOフェスタ実行委員会 
hashionfesta@gmail.com

25（木） 主催  東京バレエ団
子どものためのバレエ「ドン・キホーテの夢」 16:00 大 指

 大人：4,500円  
子ども（4歳～中学生）：2,000円
4歳未満のお子様はご入場いただけません。
ひざ上での鑑賞はご遠慮ください。

江戸川区総合文化センター  03-3652-1106

26（金） 第7回大学太鼓フェスティバル 未定 大 自  無　料 公益財団法人 日本太鼓財団　03-6205-4377

27（土） Aspirare Ballet studio 
第6回Ballet Concert 16:30 小 自  無　料 アスピラーレバレエスタジオ  田中 

03-3659-4702

9月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

1（木） 主催  日本フィルハーモニー交響楽団　
公開リハーサル 13:00 大 指  〈電話のみ〉先着順・50席限定

申込受付：8/1（月）10:00～ 江戸川区総合文化センター  03-3652-1106

3（土） 第33回交通安全江戸川区民の集い 14:00 小 自  無　料 江戸川区役所土木部施設管理課
交通安全推進係　03-5662-1998

9（金） 主催  第150回江戸川落語会
～おかげさまで150回記念～ 18:30 小 指  3,700円 完売 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

10（土） 第11回グランベルグ弦楽団演奏会 14:00 小 自  無　料
インターネットで入場券の申込が必要

グランベルグ弦楽団 
https://granberg-strings.amebaownd.com

11（日） ミュージカル　眠れる森の美女 ❶11:00 
❷14:30 小 指  前売：2,800円  当日：3,300円  

3歳以上有料、3歳未満膝上無料 劇団東少　03-6265-7070

15（木） 主催  季節のお便りコンサート・秋 14:00 小 自  500円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

18（日） 主催  小林研一郎×日本フィルハーモニー交響楽団
江戸川公演 15:00 大 指  S席：5,000円  A席：4,000円

学生（S席・A席とも）：2,000円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

19（月・祝） パークサイドバレエスタジオ
2022オータムパフォーマンス 18:00 大 自  1,000円  3歳以下膝上無料 パークサイドバレエスタジオ

info@blletcast.com
19（月・祝） 笑顔いっぱい長寿の集い 10:00 小 自  無　料 グリーンパレス管理事務所　03-5662-7687

23（金・祝） 主催  H ZETTRIO Kazemachizuki Tour 2022
－レソラピック－ 17:00 大 指  前売：5,000円  当日：5,500円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

24（土） 第27回早慶交歓演奏会 14:00 大 指
 S席：3,000円
A席：2,000円  
B席：1,000円

慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団
　ticket@wagner-society.org
早稲田大学グリークラブ
　waseda.web@gmail.com

25（日） 江戸川区吹奏楽連盟　第50回定期演奏会 12:00 大 自  無　料　要連絡先提出 江戸川区吹奏楽連盟　根本　03-3869-9693

季節のお便りコンサート・秋らくごワークショップ
2022 発表会
小学3年生から大人まで、世代も落語経験も
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！どうぞ応援にいらっしゃってください。

■出演	 らくごワークショップ参加者
■講師	 橘家仲蔵

昨年の発表会より

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。

東混カルテット Ⓒ中村紋子
■曲目（予定）	
もみじ
銀色の道　ほか
■出演　
合唱	東混カルテット
ピアノ	北野悠美

9.15 【木】小ホール	 14：00開演（13：15開場）
予約不要

◦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）

ピアノ
北野悠美

8.7 【日】小ホール	 13：00開演（12：30開場）
全席自由  無料（先着順）


