
 122017

車をご利用の場合

電車をご利用の場合

バスをご利用の場合

タクシーをご利用の場合
《JR水戸駅南口〈ロータリー〉タクシー乗り場より》

《JR水戸駅北口8番乗り場より》
　関東鉄道……［行き先］ 文化センター・本郷方面
　　　　　　　［下車バス停］ 文化センター
　茨城交通……［行き先］ 千波・笠原メディカルセンター前
　　　　　　　［下車バス停］ 文化センター前
※文化センター入口で下車してしまうと、当センターまでは徒歩数分かかりますのでご注意ください。

常磐自動車道 水戸IC 大洗・日立方面（国道50号線バイパス）

約30分

東京駅 上野駅 水戸駅

水戸市内方面

約15分

徒歩 約20分

バス・タクシー
約10分

JR山手線内回り
JR京浜東北線

約7分

JR常磐線（各駅）
JR特急ひたち
JR特急ときわ

各駅 約2時間20分
特急 約1時間15～30分
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北関東自動車道 茨城町東IC

年会費2,500円で、指定した公演の優先
電話予約及び（公財）いばらき文化振興財
団指定公演の入場料金の割引（5〜20％
相当）等がございます。あなたも特典いっ
ぱいの友の会に入会しませんか。
入会の詳細につきましては、友の会事務
局までお尋ねください。

　大ホール（1,514席）・小ホール（386席）や一般展示室・県民ギャラリーをはじ
め、10名〜 150名収容の集会室（9部屋）等を各種大会や分科会、講習会、会議
等にご利用ください。
　施設利用申し込みは、文化センターサービス課までお問い合わせください。
　また、ホームページで大・小ホールの空き状況を掲載しておりますのでご覧く
ださい。
　なお、グリル・モンマルシェは、お食事・お弁当・パーティー等、ご予算に応じ
て承りますので是非ご利用ください。

大　　人� 1,670円
（通常料金1,850円）

小中学生� 830円
（通常料金　930円）

幼　　児（3歳以上）� 280円
（通常料金　310円）

※文化センター案内所で発売しております。

県民文化センター
友の会入会のご案内

TEL.029-241-1166

県民文化センター 施設のご利用案内 アクアワールド・大洗
入場券発売中

前売り料金

チケットインフォメーション

展　覧　会　情　報
 茨城県小中学校芸術祭 小中学校美術展覧会
主催／茨城県教育委員会　会期／11/29（水）～12/3（日）
入場方法／無料　場所／一般展示室、県民ギャラリー
観覧時間／9：00～17：00

 ナイスハートふれあいフェスティバル2017
 ナイスハート美術展（一般の部）
主催／茨城県障害者スポーツ・文化協会　
会期／12/7（木）～12/11（月）
入場方法／無料　場所／集会室
観覧時間／9：30～16：30（最終日は12：00まで）

 ナイスハートふれあいフェスティバル2017
 （学校教育の部）美術展
主催／茨城県教育庁学校教育部特別支援教育課　
会期／12/8（金）～12/11（月）
入場方法／無料　場所／一般展示室、県民ギャラリー
観覧時間／9：00～16：30（最終日は12：00まで）

 第7回 県北地区JA組合員文化趣味展
主催／県北地区農業協同組合協議会　会期／12/13（水）～12/18（月）
入場方法／無料　場所／一般展示室
観覧時間／9：30～17：00（初日は10：00から）（最終日は16：00まで）

各種交通機関でのアクセス方法

駐車場について

受付時間

入車、出車時間　8時から20時まで（※催し物により時間帯が変更になる場合あり）

駐車料金の納入　前払い
駐　車　台　数　普通車 422台、大型車17台
駐車料金 （単位：円、税込）

サービス課総合案内所　平日 8：30〜19：00　TEL：029-241-1166（代表）
（チケット窓口）　　 土日祝 8：30〜17：00

　県民文化センターには専用駐車場
はございません。お車をご利用のお
客様は、千波公園・県民文化センター
前駐車場をご利用ください。なお駐
車台数には限りがございますので、で
きるだけ公共交通機関の利用または
乗り合いでのご来館をお願いします。

車輛の種類 1車輛1日1回の料金

大型乗合型自動車 1,540

乗合型自動車 820

普通車
軽自動車 410

県民文化センターグリル

〜 Mon Marché 〜

12月　特選メニュー

数量
限定

【内容】ライスまたはパン・
　　　サラダ・スープ付

1,300円
ビーフシチュー

2017/11/8 現在

月日 催し物 開演時間 料金 主催 取扱

12/2
（土）

劇団鳥獣戯画
狂言ミュージカル

「柿山伏　併演　ぶす」
（小ホール）

14：00

全席指定
一般 2,500円
学生 1,000円

（学生は大学生以下）

（公財）いばらき
文化振興財団 発売中

12/3
（日）

第39回　日本の歌　声楽演奏会
唱歌のあけぼの
〜明治より　浅草オペラへ〜

13：30

全席自由
一般 2,000円
（当日2,500円）
学生 1,000円
（当日1,500円）

（学生は高校生以下）

日本の歌
声楽演奏会 発売中

12/6
（水）

映画「明日へ−戦争は罪悪である−」
上映会

（小ホール）

13：30
18：30

全席自由
1,100円

当日 1,400円
シニア 1,200円

（有）茨城映画
センター 発売中

12/11
（月）

第26回 悠悠映画塾
映画「歓喜の歌」上映会

（小ホール）

10：00
14：00

全席自由
1,000円

（当日1,300円）

（有）茨城映画
センター 発売中

12/16
（土）

五木田綾＆見澤淑恵
Christmas　Concert
クリスマスに贈る華麗なるショパン

（小ホール）

14：00

全席自由
一般 2,000円
学生 1,000円

（学生は大学生以下）

（公財）いばらき
文化振興財団 発売中

12/16
（土）

茨城大学管弦楽団
第43回 定期演奏会 14：00

全席自由
600円

（当日800円）

茨城大学
管弦楽団 発売中

12/17
（日）

ブラス・フェスティバル2017
ウィーン＝ベルリン・
ブラス・クインテット

14：00

全席自由
一般 4,000円
学生 1,500円

（学生は大学生以下）

（公財）いばらき
文化振興財団 発売中

月日 催し物 開演時間 料金 主催 取扱

1/24
（水） チョ・ソンジン ピアノリサイタル 18：30

全席指定
S席 5,500円
A席 4,000円
A席（学生） 1,500円

（学生は大学生以下）

（公財）いばらき
文化振興財団 発売中

2/10
（土）

伊勢正三＆イルカ
〜二人の物語〜

（日立市民会館ホール）
17：30

全席指定
S席 6,500円
A席 6,000円

当センターでの
取扱はS席のみ

（株）茨城放送 発売中

2/14
（水）

ゆかり・ミエ・まり
3人娘メモリアルコンサート

14：00
18：00

全席指定
6,480円 （株）アイエス 発売中

2/17
（土）

50周年記念
和田アキ子コンサート 17：30

全席指定
SS席 8,000円
S席 6,500円
A席 6,000円

（株）茨城放送 発売中

2/24
（土）

狂言鑑賞会
（大洗文化センター） 14：00 全席自由

3,000円 （株）茨城新聞社 12/1（金）
発売

3/10
（土）

茨城県新人演奏会
歴代受賞者コンサート
中島裕康 箏コンサート

（小ホール）

14：00

全席自由
一般 2,000円
学生 1,000円

（学生は大学生以下）

（公財）いばらき
文化振興財団 発売中

3/24
（土）

第14回
茨城国際音楽アカデミーinかさま
水戸特別公演
ヴィヴァルディ「四季」&バッハ
スペシャル・コンサート

（小ホール）

14：00 全席自由
1,500円

（公財）いばらき
文化振興財団 発売中

絵と文／宇野 彰
■薔薇 一輪　白いテーブルの上に置いた。

赤い薔薇には、人を引き付ける弱さと妖しさがある。

（　　　　　）

（　　　　　）
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１/２４２０１８年 [ 水 ]１８:３０

チョ ・ ソンジン
ショパン国際ピアノ ・ コンクール覇者、 文化センター初登場！

ベートーヴェン : ピアノ ・ ソナタ第８番 ハ短調 Ｏｐ.１３ 「悲愴」

ショパン : ピアノ ・ ソナタ第３番 ロ短調Ｏｐ.５８　　ほか

※未就学児入場不可、 託児サービスあり

大学生以下入場料割引 Ａ席１,５００円 （県民文化センターのみ取り扱い）

Ａ席４,０００円Ｓ席５,５００円 ・

１２/１７ [ 日 ]１４:００

ウィーン＝ベルリン ・ ブラス ・ クインテット

水戸市民吹奏楽団／常総学院高等学校吹奏楽部

学生１,５００円一般４,０００円 ・全席自由

ウィーン＝ベルリン ・
ブラス ・ クインテット

※未就学児入場不可、 託児サービスあり ※学生は大学生以下

劇団鳥獣戯画

小ホール１２/２［土 ]１４:００

大学生以下 １,０００円一般２,５００円・全席指定
※４歳以上有料、３歳以下膝上鑑賞無料（座席が必要な場合は有料）、託児サービスあり

脚本 ・ 演出 ・ 振付 ： 知念正文

狂言ミュージカル 「柿山伏 併演 ぶす」

伝統芸能とミュージカルが融合した抱腹絶倒舞台

ピアノリサイタル

©Harald Hoffmann/DG©Harald Hoffmann/DG

JFTDのフラワーギフト全国配送システム

Flower Shop

〒310-0022 水戸市梅香1-2-59
E-mail info@87-abeille.com

TEL.029-221-5564（株式会社 花辰） FAX.029-221-5567
TEL.029-221-0005（フルール・アベイユ Fleurs Abeille）
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hanatatsu/

～花と共に半世紀、喜んで頂ける花を年中無休でお届けします。～

花のことなら

花辰へ
ご予約承ります

講演会、大会、総会等の演壇用生花、盆栽

発表会の花束、アレンジメント

スタンド生花、鉢物

茨城県立県民文化センター・大ホールステージ上で、ピアノ（スタインウェイD型-274）
を弾ける機会を一般の愛好者に提供するため、参加者を募集します。なお、応募多数の
場合は、抽選となります。

“スタインウェイ”を体感しよう!

応募期間　2018年1月4日（木） 必着

9：00～ 9：50

13：00～13：50

①

⑤

10：00～10：50

14：00～14：50

②

⑥

11：00～11：50

15：00～15：50

③

⑦

12：00～12：50

16：00～16：50

④

⑧

◆開 催 日 2018年1月20日（土）
◆実施時間 各50分

（下記の表から、ご希望の時間帯区分を第三候補までお選びください。）

◆場　　所 茨城県立県民文化センター　大ホール

応募用紙（県民文化センターホームページよりダウンロー
ド可能）に必要事項を記入の上、茨城県立県民文化セン
ター・サービス課までご持参いただくか、郵送・ファックス
でお送りください。

◆応募方法

◆募集対象 小学生以上でピアノを習っている方。
小・中学生につきましては、保護者等の同伴をお願いします。

年7回程度開催中。日程等が決定次第、当センターホームページに掲載しておりますので、詳細は
ホームページをご確認ください。 http://www.ibarakiken-bunkacenter.com託児サービスのご案内（1,000円・公演の５日前までに要予約・県民文化センター）

大ホール 催し物ご案内平成29年

（※）は、（公財）いばらき文化振興財団主催です。チケットのお取扱いが終了している場合がございます。ご了承ください。
●主催公演のお申込み及びお問い合わせは県民文化センターまで　TEL.029−241−1166　FAX.029−244−4747　http://www.ibarakiken-bunkacenter.com

12月

■有料駐車場の満車が予想される催しについては、なるべく公共交通機関をご利用ください。また自家用車でのご来館を予定されている方はお早めにお越しください。
■主催者の都合により公演の内容・曲目等が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

小ホール 催し物ご案内平成29年12月
日 曜 大ホール催し物 開演時間 入場方法 駐車場

2 土 “スタインウェイ”を体感しよう！ 9：00 申込当選者

3 日 第39回 日本の歌 声楽演奏会 13：30

全席自由
前売

一般 2,000円
学生 1,000円

当日
一般 2,500円
学生 1,500円

満車予定

5 火 一般財団法人 茨城県遺族連合会 創立70周年記念大会 10：00 関係者

6 水 平成29年度 茨城県学校保健会養護教諭部会 第3回 研修会 10：00 関係者 満車予定

8 金 ナイスハートふれあいフェスティバル2017
（学校教育の部）学習発表会 9：20 無料

9 土 ナイスハートふれあいフェスティバル2017 10：30 無料 満車予定

10 日 NEVA GIVE UP ミニアルバム発売記念 Oneman LIVE
「Great Dipper 〜welcome to my world〜」 16：00 全席指定

4,000円

15 金 第30回 茨城県公立小中学校事務職員研究大会 9：20 関係者

16 土 茨城大学管弦楽団
第43回 定期演奏会 14：00

全席自由
前売 600円
当日 800円

17 日 （※）ブラス・フェスティバル2017
ウィーン＝ベルリン・ブラス・クインテット 14：00

全席自由
一般 4,000円
学生 1,500円

満車予定

23 土 祝 水戸ユースウィンドオーケストラ 創団25周年記念
第44回 定期演奏会 13：30 無料

24 日 ヤマハエレクトーンフェスティバル2017 
アンサンブル演奏部門 茨城地区ファイナル 14：30 全席自由

2,000円

27 水 茨城高等学校・中学校吹奏楽団
第58回 定期演奏会 14：00 無料

日 曜 小ホール催し物 開演時間 入場方法 駐車場

1 金

平成29年度 
スポーツ庁委託事業 学校における体育活動での
事故防止対策推進事業
学校でのスポーツ事故を防ぐために

13：00 無料 満車予定

2 土
（※）劇団鳥獣戯画
狂言ミュージカル

「柿山伏 併演 ぶす」
14：00

全席指定
一般 2,500円
大学生以下 1,000円

3 日
平成29年度 茨城県医療安全研修会 13：00 無料 満車予定

第34回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 茨城予選 未定 無料

6 水 映画「明日へ−戦争は罪悪である−」上映会 13：30
18：30

全席自由
前売 1,100円

当日
一般 1,400円
シニア 1,200円

満車予定

10 日 アーツダンスアカデミー
ウインターダンスコンサート2017 14：00 無料

11 月 第26回 悠悠映画塾「歓喜の歌」 10：00
14：00

全席自由
前売 1,000円
当日  1,300円

16 土 （※）五木田綾＆見澤淑恵 Christmas Concert
クリスマスに贈る 華麗なるショパン 14：00

全席自由
一般 2,000円
大学生以下 1,000円

小ホールは平成29年12月18日から平成30年2月10日まで照明改修工事等のため、
ご利用頂けません。ご迷惑をおかけいたします。


