
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

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　2023年1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
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3.25 【土】大ホール	 	 17：00開演 全席指定  SS席8,000円  S席6,500円  A席4,500円
サポーターズ 1.15発売
 江戸川区民 1.15発売
 一　  般  1.22発売◦未就学児の入場はご遠慮ください。

ハムレット

本作では、萬斎・裕基親子、釆澤靖起、河原崎國太郎、
村田雄浩、若村麻由美ら注目の出演者に加え、
岡本圭人、藤間爽子ら次代を担う、
今まさに旬な若き演劇人たちが集結します。
萬斎×シェイクスピアの最新作にご期待ください！

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』を上演！

■作　W.シェイクスピア
■翻訳　河合祥一郎
■構成・演出　野村萬斎
■出演 
 野村裕基　岡本圭人　藤間爽子　
 釆澤靖起　松浦海之介　森永友基　月崎晴夫
 神保良介　浦野真介　遠山悠介
 村田雄浩　河原崎國太郎　若村麻由美　野村萬斎



7.2【日】大ホール サポーターズ 3.  4発売
 江戸川区民 3.  4発売
 一　  般  3. 11発売

◦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。

第153回 江戸川落語会
～新作も古典もウキウキの会～

☆合唱と吹奏楽の祭典☆
大井剛史が振る東京混声合唱団
山田和樹が振る東京佼成ウインドオーケストラ

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

大萩康司鈴木大介

福田進一荘村清志

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 ！

2.16 【木】小ホール	 14：00開演（13：15開場）

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

予約不要

季節のお便りコンサート・春

季節のお便りコンサート
2023・夏

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。

季節ごとに様々な歌をお届けする「ワン
コインコンサート」。“2023・夏”では、
江戸川初登場となる、新国立劇場のオペ
ラ公演の核を担う「新国立劇場合唱団」
のメンバーによるカルテットをお楽しみ
いただきます。テーマは「ようこそオペラ
の世界へ」。聴きなじみのある名曲を楽
しいトークを交えながらお贈りします。

■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

■曲目　魔笛から「パパパ」  
　　　　カルメンから「ハバネラ」  
　　　　ハナミズキ　ほか
■出演　合唱 新国立劇場合唱団　ピアノ 江上菜々子

東混カルテット Ⓒ中村紋子

ピアノ 北野悠美

春風亭昇々古今亭文菊柳家喬太郎

舞台「B
バ ッ ク ビ ー ト

ACKBEAT」 
世界的ロックバンド“ビートルズ”はもともと５人編成だった─
アートとロック、青春の光と影を20曲以上もの生演奏で綴る待望の再演決定！！！

■出演 戸塚祥太（A.B.C-Z） 加藤和樹　辰巳雄大（ふぉ～ゆ～）
 JUON（FUZZY CONTROL） 上口耕平 ／ 愛加あゆ・尾藤イサオ　ほか

4.23 【日】大ホール	 	 18：30開演
◦未就学児の入場はご遠慮ください。全席指定  S席10,500円  A席7,500円

一 般 2.25発売

江戸川落語会恒例！
柳家喬太 郎が 新作
と古典の２席を務め
ます。脇を固めるの
は、独特の佇まいで
客席を魅了する古今
亭文菊と、日常の出
来事を爆発的な笑い
に昇華させる春風亭
昇々。お見逃しなく！

二人の指揮者が、自身が率
いる合唱団と吹奏楽団をま
るっと交換したらどうなっ
ちゃう！？
多くの国内オーケストラか
ら引く手あまたの大井剛史
と、斬新なアイデアを軽や
かに体現する山田和樹。2
本のタクトが、国内第一線
で活躍する合唱団と吹奏楽
団を融合させ、クラシック
音楽の新たな切り口を創造
します。日本が誇るサクソ
フォン奏者・須川展也も登
場し、彩りを加えます！

■出演 
　柳家喬太郎　
　古今亭文菊　
　春風亭昇々

■出演 
　指揮 大井剛史　山田和樹　　
　吹奏楽 東京佼成ウインドオーケストラ　 合唱 東京混声合唱団
　サクソフォン 須川展也

令和５年度 全国公立文化施設協会主催

松竹大歌舞伎

■出演 尾上松緑　ほか 尾上松緑  Ⓒ松竹

5.26 【金】小ホール	 14：00開演（13：15開場）
◦未就学児の入場はご遠慮ください。全席自由 500円 （当日、会場にてお支払いください）

予約不要

新国立劇場合唱団カルテット

東京混声合唱団
 Ⓒ中村紋子

東京佼成ウインドオーケストラ
 ⒸAtsushi Yokota

山田和樹
 ⒸYoshinori Tsuru

大井剛史
 ⒸK.Miura

須川展也

8.20 【日】大ホール	 15：00開演

◦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。
◦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3,000円  学生2,000円

サポーターズ 3.  5発売
 江戸川区民 3.  5発売
 一　  般  3. 12発売

6.16 【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 2.25発売
 一　  般  3.   4発売

いよいよ「松竹大歌舞伎」が再開します！
2019年以来の開催となる「松竹大歌舞伎」には、豪快な荒事や
スケールの大きな時代物、世話物でも存在感を放つ尾上松緑が
出演し、魅力溢れる舞台を勤めます。どうぞご期待ください！



レストランのご案内

和風おろしハンバーグおすすめメニュー

グランドメニューより和風おろしハンバーグをご紹
介致します。ジューシーでふっくらとしたハンバーグ
は老若男女問わず人気の一品です。お好みで和風お
ろしソースかデミグラスソースをお選びください。

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。

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。

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】
■ 2/18（土）「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』」は予定枚数終了となりました。
■ 3/7（火）「第152回江戸川落語会」は残席僅少です。完売の際は何卒ご容赦く

ださい。
【休館情報】
■ 2/14（火）・2/15（水）は全館保守点検日の為、レストラン「百花百兆」を休業いた

します。

お知らせ

日比野克彦・講演会
「日比野克彦のかけらを拾う（仮題）」

「イベントガイド」の広告掲載・大募集

【サイズ】１枠：天地60mm×左右97.5mm ／２枠：天地60mm×左右200mm
【色】全面 4C（カラー）
【料金】完全データ入稿の場合：1枠60,000円（税抜）／２枠120,000円（税抜）

デザイン制作依頼の場合：1枠65,000円（税抜）／２枠130,000円（税抜）
【発行部数】180,000部（奇数月の20日発行、隔月刊）
【配布場所】 
●江戸川区総合文化センター館内 ●「サポーターズ・クラブ」会員希望者へ送付
●江戸川区公共施設（区民館、コミュニティ会館、 スポーツ施設など）の館内ラック 
●江戸川区内の私鉄・地下鉄駅内ラック ●江戸川区内町内会、自治会に配布
●東京、神奈川、千葉、埼玉の主要ホールの情報ラック ●江戸川区内ポスティング  など

お申込み・お問合せ　江戸川区総合文化センター		03-3652-1106

「イベントガイド」に広告を掲載してみませんか？
コンサートの告知や教室の生徒募集などにご利用ください。

江戸川区施設予約システム
えどねっとリニューアルに伴うお知らせ

令和5年2月1日申込から
抽選・空き予約申し込み開始日が変わります

詳細は総合文化センターにお問合せください。

申込集中を減らし、スムーズに申し込めるように、
次のとおり変更させていただきます
抽選申込

抽選結果発表
抽選後空き予約開始

毎月 5日9時〜14日22時
毎月 15日12時
25日12時〜

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。

広告

豪華競演！

人気の落語家が江戸川の高座に登場し
ます。渾身の話芸でどんどん噺の世界に引き
込まれます。極上の1日をお過ごしください。
2023年
5月3日（水祝）開演14：00  
江戸川区総合文化センター 大ホール
■全席指定：S席4,500円 A席3,500円　■発売日：1月28日（土）10：00～

［ プレイガイド ］ 江戸川区総合文化センター		https://edogawa-bunkacenter.jp			
	 	 	 03-3652-1106
［ 主催 ］ エイフル企画株式会社		03-6240-1052

東京藝術大学学長でもあり、2021年度からは江戸川区
総合文化センターが主催する「えどがわBOXART展」の
企画監修を担当するアーティスト日比野克彦。1980年
代に段ボールを素材としたアート作品で美術界に一躍名
を轟かせ、その後も世界的に活躍しながら、現在は社会
と人をアートでつなぐプロジェクトを多数展開。
日比野克彦の目からみた“日比野克彦とは？”“アート
とは？”アートに関心のある方、必聴です！

5月開催予定 ◦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。

★講師　
　日比野克彦
 （アーティスト）

特撰落語会特撰落語会



江戸川区総合文化センター
イベントスケジュール
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3月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先

3（金） 骨髄移植推進キャンペーンミュージカル
「明日への扉」

13:00 
18:00 大 指

一般：8,000円  
卒業生：4,000円  高校生：無　料 
当日券有

東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校
（明日への扉実行委員会） 
0120-532-3044（土） 15:00

5（日） リコリスウィンドアンサンブルコンサート
Vol.2 14:00 大 自 無　料 リコリスウィンドアンサンブル 

lycoriswe@gmail.com
7（火） 主催  第152回江戸川落語会 18:30 小 指 3,700円  残席僅少 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

11（土） 青柳流日本舞踊美乃里会 11:30 小 自 1,000円 美乃里会　03-5698-3035

17（木） 2023年関東学生マンドリン連盟 
卒業生演奏会 17:30 小 自 無　料 関東学生マンドリン連盟 

kanman.sotsuen.2023@gmail.com

18（土） 18世紀音楽研究会ハイドンコレギウム
第24回演奏会 13:30 小 自 1,000円　当日券有 ハイドンコレギウム 

haydncollegium@yahoo.co.jp
19（日） 主催  DUO×DUO　ギターデュオの世界 14:00 小 指 4,000円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

25（土） 主催  ハムレット 17:00 大 指 SS席：8,000円  S席：6,500円   
A席：4,500円 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

29（水） 江戸川区立松江第一中学校　
第2回定期演奏会 未定 小 自 無　料 江戸川区立松江第一中学校 

03-3652-0197　鈴木

30（木） Japan Ballet Competition 東京 2023 未定 大 自
前売：2,000円  当日券：2,500円 
※3歳以下は保護者膝上に限り無料 
　但し、席が必要な場合は有料

Japan Ballet Competition 実行委員会 
0120-4180-55

2022年12月10日現在、掲載を希望された主催者の催事情報です。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

2月
公演日 公演名 開演時間 場所 入場料 お問い合わせ先
8（水）
9（木） 令和4年度　熟年文化祭 10:00 大

小 自 無　料 江戸川区役所福祉部福祉推進課生きがい係
03-5662-0039

12（日） 第23回ソロ・アンサンブルフェスティバル 10:00 大 自 無　料 江戸川区吹奏楽連盟　03-3869-9693

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

18（土） 主催

 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』

14:00 小 指 550円  予定枚数終了 江戸川区総合文化センター　03-3652-1106

24（金） 東京大学ブラスアカデミー
第28回定期演奏会 17:30 大 自 無　料 東京大学ブラスアカデミー 

brassacademy.utokyo@gmail.com

26（日） 東京ウインドハーモニーオーケストラ 
第23回定期演奏会 14:00 大 自 500円  席種無し、前売券・当日券有

東京ウインドハーモニーオーケストラ 
演奏会問合せ担当：高橋 
twho.concert@gmail.com

26（日） 墨田区吹奏楽団　第41回定期演奏会 14:00 小 自 無　料 墨田区吹奏楽団 
https://www.sumisui.jp/contact.html

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

2/8（水）～2/9（木） 令和4年度　熟年文化祭 9:00～16:00 会 展 ギャ 無　料 江戸川区役所福祉部福祉推進課生きがい係
03-5662-0039

2/18（土）～2/19（日） 第55回建築家展 11:00～18:00 展 無　料 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン　
東京東スタジオ　03-3675-4760

3/10（金）～3/13（月） 日本習字教室文化祭 9:00～21:00（初日13:00～） ギャ 無　料 日本習字  本一色教室　03-3653-2198　渡部

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情報発信しています！

◀ツイッターQRコード︎

ぜひご覧くださ
い！

@edogawa_bunce

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！◀えどぶんチャンネルQRコード︎

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

TwitterやFacebookで
シェアも出来ます！


