
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。

…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

第２回 第２回 えどがわ BOXART展えどがわ BOXART展
箱の中に自分を表現してみよう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箱の中にある他者の気持ちを受け入れてみよう

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
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11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

 2022  2023
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関連イベントについては
中面へ！11.19【土】～12.18【日】 8：30〜22：00  入場無料中央ロビー

江戸川区総合文化センター SDGｓ関連企画

昨年好評を博した
ボックスアートの展覧会を今年も開催！
アーティストの日比野克彦氏が企画・監修するこの
展覧会では一般公募で選ばれたたくさんのボックス
アートが並びます。作品を見ながら、作者の世界を
感じてみましょう。もし、気に入った作品があれば後
日受け取ることができます。

“この世界に自分以外の他者がいること”をこの展覧
会をきっかけに考えてみませんか？

昨年の作品（一部)

企画・監修

日比野克彦
（アーティスト）



日比野克彦さんと一緒に、ボックスアートを作ってみませんか？
できあがった作品は、当日行われる表彰式の会場を彩ります。

日比野克彦 ワークショップ 
～ボックスアートで
　表彰式の会場づくり！～

〈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 関連イベント

■講師　日比野克彦（アーティスト）

12.11 【日】会議室
  12：30〜14：00
■料金　1,000円（要予約）（当日、会場にて現金でお支払いください）
■定員　30名　 　■予約　Web 及び 電話
•材料は各自ご持参ください。•作品は表彰式後に返却します。
•詳細は江戸川区総合文化センターのホームページをご覧ください。

予約受付中 ！

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」が金打14重奏
で登場！個性豊かなメンバーが華やかに演
奏します。アドベンチャー感満載！大迫力
のプログラムをぜひお楽しみください。

音楽の絵本 
ブラスアドベンチャー

ⒸMino Inoue

■曲目　
　歌劇「トゥーランドット」より
　　　 誰も寝てはならぬ
　夢をかなえてドラえもん
　「白雪姫」よりいつか王子様が　ほか
■出演　
　ズーラシアンブラス

見て・聴いて・体験する
参加型コンサート
プロコフィエフが作曲した
音楽劇『ピーターとおおか
み』は、森の牧場に住んでい
る元気な男の子ピーターと
動物たちの物語。5つの木
管楽器が織りなす色彩豊か
な音色とともに、音楽と物
語の世界を体験しよう！

東京文化会館
ミュージック・ワークショップ in 江戸川
はじめましてクラシック
～木管五重奏『ピーターとおおかみ』～

■曲目 セルゲイ・プロコフィエフ作曲『ピーターとおおかみ』
■出演 磯野恵美（東京文化会館ワークショップ・リーダー)
 瀧本実里（フルート／第17回東京音楽コンクール木管部門第1位)　ほか

ズーラシアンブラス ⒸSUPERKIDS

第２回 えどがわBOXART展 表彰式

2023.1.28 【土】大ホール
  14：00開演

•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。
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 ！

2023.2.18 【土】小ホール
  14：00開演（約50分）
全席指定  550円　【対象】6ケ月〜6歳（未就学児）と保護者および家族
•大人だけの入場および6ケ月未満のお子様の
ご入場はご遠慮ください。

•対象年齢は開催日当日の年齢とします。

•ご購入時または公演当日に年齢を確認する場
合がございます。

•チケットは1人1枚ずつお求めください。

絶賛発売中 ！

この展覧会では、観覧者が展覧会の作品を希望した場合、
会期後に受け取ることができます。展覧会のテーマにもある

「他者の気持ちを受け入れてみよう」をぜひ実践してみませんか。
※希望が多い場合は、抽選になりますのでご了承ください。

❶受け取りたい作品番号を提出 【提出期間】 11/19（土）～12/18（日）
展覧会場に設置してある用紙に、希望する作品番号と連絡先をご記入の上、
管理事務所に提出してください。

❷作品の受取先が決定 【事務局からの連絡】12/20（火）～
事務局で作品の受取を決定し、当選者のみ順次ご連絡いたします。

❸作品を受け取りに来館 【受取期間】 12/21（水）～2023.1/15（日）
江戸川区総合文化センターの窓口までお越しください。郵送はいたしません。

12 .11【日】小ホール 15：00〜

作品受取
について

どなたでもご覧いただけます

よしもとお笑いライブ 
～新春到来初笑い！～ in 江戸川2023

狂言師・野村萬斎ならではの手法を取り入れた
『ハムレット』を、萬斎・裕基親子、村田雄浩、
若村麻由美ら注目の顔合せで上演。萬斎×シェ
イクスピアの最新作にご期待ください。

ハムレット

若村麻由美村田雄浩

野村裕基野村萬斎

開催決定！

LINDBERG 
EXTRA FLIGHT
～ひとつだけのMerry Christmas～

■出演 リンドバーグ

リンドバーグ

2014年より活動を再開したリンドバーグが
江戸川に初登場！クリスマス・スペシャルLIVE
を開催します！ ※タイトルを変更しました。

12.18 【日】大ホール
  18：00開演

•未就学児の入場はご遠慮ください。

各プレイガイド等にて発売中

※江戸川区総合文
化センターでの
取り扱いなし

全席自由（整理番号順）  7,000円

絶賛発売中 ！

■作　Ｗ.シェイクスピア　 
■翻訳 河合祥一郎　　■演出　野村萬斎
■出演 野村萬斎　野村裕基　
 村田雄浩　若村麻由美　ほか

2023.3.25【土】
•詳細は決まり次第、当館ホームページにて
お知らせいたします。

公演予定

■出演　パンクブーブー　ジャルジャル
　　　　銀シャリ　尼神インター　
　　　　すゑひろがりず　ミキ　ほか

2023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！

パンクブーブー ジャルジャル

銀シャリ 尼神インター

すゑひろがりず ミキ

2023.1.22 【日】大ホール
   時間未定

•5歳以上有料、4歳
以下膝上無料。

　ただしお席が必要
な場合有料。11月発売予定

〈詳細はホームページをご確認ください〉

全席指定  前売4,000円  当日4,500円



江戸川区総合文化センターの公式アカウントができました！
主催公演情報や公演の舞台裏情報など、様々な内容を投稿しております♪

【公式】江戸川区総合文化センター
Twitter 始めました！

◀ツイッターQRコード 

ぜひご覧くださ
い！

@edogawa_bunce

レストランのご案内

豚生姜焼きおすすめメニュー

グランドメニューより豚生姜焼きを御紹介致します。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。

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。

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。

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。

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

【公演情報】
■ 12/16（金）「第151回江戸川落語会」はおかげさまで完売となりました。
 当日券の販売はございません。何卒ご了承ください。

【休館情報】
■ 12/28（水）～1/4（水）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。

お知らせ

日本ギター界を代表するスター４名が江戸川に
集結！それぞれがデュオを組み、色とりどりの
音楽をお届けします。ギターだからこそ創り出
せる繊細で豊かな音色。全6組の〈デュオ〉そ
れぞれの味わいでお楽しみください。

DUO×DUO〈ギターデュオの世界〉

■曲目　モリコーネ（鈴木大介編）：
　 　　　　　ニュー・シネマ・パラダイス
 ビゼー（カネンガイザー編）：
　　　　　　「カルメン組曲」より　ほか
■出演　荘村清志　福田進一　
 鈴木大介　大萩康司

団体の枠を超えて四派が勢ぞろい！落語芸術
協会から「笑点」の司会でもおなじみ春風亭昇
太、落語協会から新作落語の奇才・三遊亭白
鳥、五代目円楽一門会のエースの一人・三遊亭
萬橘、上方落語協会から人気急上昇の桂二葉。
それぞれの個性をお楽しみください！

第152回 江戸川落語会

■出演　
　春風亭昇太　三遊亭白鳥
　三遊亭萬橘　桂二葉

•未就学児の入場はご遠慮ください。
全席指定  3,700円

2023.3.7 【火】小ホール
18：30開演

サポーターズ 12. 3発売
 一　  般   12.10発売

大萩康司鈴木大介

福田進一荘村清志

2023.3.19 【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  4,000円

絶賛発売中 ！

2023.2.16 【木】小ホール
  14：00開演（13：15開演）

•未就学児の入場はご遠慮ください。
全席自由 500円（当日、会場にて現金でお支払いください）

予約不要

季節のお便りコンサート・春
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。

■曲目（予定） さくら さくら　早春賦（そうしゅんふ)  ほか
■出演　合唱 東混カルテット　ピアノ 北野悠美

東混カルテット
Ⓒ中村紋子

ピアノ 北野悠美

桂二葉三遊亭萬橘

三遊亭白鳥春風亭昇太
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12-1江戸川区総合文化センター
イベントスケジュール

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

11/19（土）～12/18（日） 主催 	第2回えどがわBOXART展 8:30～22:00 ロ 無　料 江戸川区総合文化センター　
03-3652-1106

12/7（水）～12/10（土） 第28回江戸川区退職教職員の会作品展 10:00～17:00
（初日13:00～/最終日～15:00） 展 無　料 江戸川区退職教職員の会　

03-3651-3153

1/27（金）～1/31（火） 小学校教職員美術展 9:00～16:30（最終日～11:30） 会 無　料 江戸川区立小学校教育研究会図工部	
03-3657-0257

1/27（金）～1/31（火） 江戸川の子ども図工作品展 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工部	
03-3654-6030

1月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

22（日） 共催 		よしもとお笑いライブ		 ～新春到来初笑い！～	in	江戸川2023 未定 大 指
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

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

28（土） 主催 	音楽の絵本　ブラスアドベンチャー 14:00 大 指 大人：2,500円
子ども（3歳～中学生）：1,000円

江戸川区総合文化センター　
03-3652-1106

29（日） 楽夢音2023ウィンターコンサート 14:00 小 自 無　料 楽夢音　080-5003-8586　鈴木

2022年10月10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。

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 研 研修室
全

窓口にてチケット取扱い

12月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先
3（土） ファイナルコンサート　シニア音楽祭inえどがわ 13:30 小 自 1,000円 ユビキタス　星野則昭　090-2495-2641

4（日） 東京大学運動会応援部吹奏楽団・チアリーダーズ	第48回定期演奏会 17:30 大 自 無　料 東京大学運動会応援部　第48回定期演奏会	
todai.ouen.48en@gmail.com

8（木） 映画「われ弱ければ　矢嶋楫子伝」上映会 10:30	
13:30 小 自

当日券：1,500円
前売・お取り置き：1,200円
チラシ持参：1,300円

現代ぷろだくしょん　03-5332-3991

9（金）
第74回人権週間行事	講演と映画のつどい
スマイリーキクチ講演会『インターネットと人との
かかわり合い』～突然、僕は殺人犯にされた～
映画「弟の夫」上映会

13:30 小 自 無　料 株式会社		明日葉　070-8702-2798

11（日） 第43回江戸川区音楽祭 13:00 大 自 無　料 江戸川区音楽協議会　03-3610-5154

11（日） 主催 	日比野克彦ワークショップ		 ～ボックスアートで表彰式の会場づくり！～ 12:30 会 自 1,000円 江戸川区総合文化センター　
03-3652-1106

11（日） 主催 	第2回えどがわBOXART展　表彰式 15:00 小 自 無　料 江戸川区総合文化センター　
03-3652-1106

12（月） 早稲田大学応援部吹奏楽団　第59回定期演奏会 18:00 大 自 無　料 早稲田大学応援部吹奏楽団	
wouen.teien@gmail.com

16（金） 主催 	第151回江戸川落語会	 ～白酒・三三・宮治たっぷり三人会～ 18:30 小 指 3,700円		完売 江戸川区総合文化センター　
03-3652-1106

18（日） 共催 		LINDBERG	EXTRA	FLIGHT　	 ～ひとつだけのMerry	Christmas～ 18:00 大 自 7,000円（整理番号順） DISK	GARAGE（ディスクガレージ）
050-5533-0888（平日12：00～15：00）

18（日） 江戸川区鶴岡市友好　第9回北岡ひろしコンサート 12:30 小 指 5,000円 有限会社オフィス・キタオカ　
03-3369-2688

23（金） 第六十回立教大学体育会応援団団祭「十字の下に」 17:00 大 指 1,500円 立教大学体育会応援団	
rikkiodansai60th@gmail.com

24（土） 第51回リコーダーコンテスト 未定 小 自 無　料 東京リコーダー教育研究会	
mail@tokyorecorderseminar.com

えどぶんチャンネルでは、公演の舞台裏やお客様か
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 公式ブログ  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！

江戸川落語会150回を記念して
謎解き☆江戸川落語会展を開催しました！
また、第150回江戸川落語会を記念して当日の出演者の
春風亭一之輔さん・三遊亭兼好さん・蝶花楼桃花さん  より
江戸川落語会の思い出をたっぷり盛り込んだお祝いメッセージをいただきました！
思わず笑ってしまうマル秘エピソードも…！？是非ご覧ください！

イベントレポート

YouTube QRコード▶︎

えどぶんチャンネルでも公開中！


