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催し物ご案内 Event Guidance

茨城県立県民文化センター
〒310-0851 茨城県水戸市千波町東久保697番地
TEL.029-241-1166 FAX.029-244-4747 
http://www.ibarakiken-bunkacenter.com
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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

茨
城
県
立 

県
民
文
化
セ
ン
タ
ー

北関東自動車道 茨城町東IC

　高戸小浜は高萩に住んでいた頃に行った記憶がある。こ
じんまりした小さな入り江で訪れる人はあまりなかったが、
歴史を感じさせる海岸だった。今はコンクリートで整備さ
れ、小さな観光地という感がある。
　この日は波が荒く太平洋の荒波が海岸の岩肌を強く打ち
つけ、大きな白波が高く飛び散っていた。この浜は両岸の
高い岩壁とその中にいくつかの小島が絶妙に調和し素晴ら
しい海岸美を呈している。ここから万葉の道を通りささき
の浜を散策するのもお薦めだ。

高戸小浜（高萩市） 絵と文／渡辺 正則

2016/8/2 現在

展　覧　会　情　報
 第42回 「茨城写真サロン2016」写真展

主催／全日本写真連盟　会期／8/31（水）～9/4（日）　入場方法／無料
場所／一般展示室　観覧時間／9：00～17：00（初日は13時から）（最終日は16時まで）

 フォトパソコンクラブ写真展
主催／フォトパソコンクラブ　会期／9/5（月）～9/14（水）　入場方法／無料
場所／一般展示室　観覧時間／9：00～17：00（初日は13時から）（最終日は15時まで）

 第48回 茨城医家美術展
主催／（一社）茨城県医師会　会期／9/6（火）～9/11（日）　入場方法／無料
場所／県民ギャラリー　観覧時間／9：00～17：00

 第44回 茨朋会書展
主催／茨朋会　会期／9/15（木）～9/19（月・祝）　入場方法／無料
場所／県民ギャラリー　観覧時間／9：00～17：00（最終日は15時まで）

 21世紀新美会メンバーズ展
主催／21世紀新美会　会期／9/16（金）～9/21（水）　入場方法／無料
場所／一般展示室　観覧時間／9：00～17：00（最終日は15時まで)

 甦る着物展
主催／NPO法人 きもの文化を大切にする会　会期／9/20（火）～9/22（木・祝）　入場方法／無料
場所／県民ギャラリー　観覧時間／10：00～17：00（初日は13時30分から）（最終日は15時30分まで）

 第30回記念 ノン・ブラック女流展
主催／ノン・ブラック運営委員会　会期／9/23（金）～9/29（木）　入場方法／無料
場所／県民ギャラリー　観覧時間／9：00～17：00（初日は13時から）（最終日は16時まで）

 第33回 水桜会展（水墨画）
主催／水桜会　会期／9/24（土）～9/29（木）　入場方法／無料
場所／一般展示室　観覧時間／10：00～17：00（初日は13時から）（最終日は15時まで）

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（460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

レストラングリル

〜 Mon Marché 〜

9月 季節のメニュー

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

　催し物により、駐車場が満車に
なる場合がございます。公共交通
機関の利用、または乗り合わせが
可能な場合には、それら交通手段
のご利用をご検討ください。

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

前売り料金

数量
限定

【内容】味噌汁・小付・御新香付

1,300円
かつお定食

チケットインフォメーション
公演日 催し物 開演時間 料金 主催 取扱

9/3
（土）

高野公男没後60周年祭演奏会
高野公男・船村徹「友情無限」

14：00
18：00

S席 7,500円
A席 6,500円

（公財）いばらき
文化振興財団

発売中
昼の部Ｓ席
取扱分終了

9/17
（土）

20周年記念 フラメンコスタジオ
「カサ・デ・アルテ」フラメンコの夜 17：30 全席自由

4,000円 カサ・デ・アルテ 発売中

9/17（土）

〜

11/20（日）

KENPOKU ART 2016
茨城県北芸術祭

（茨城県北6市町村）

前売券
一般 2,000円
学生・高齢者 1,000円

（65歳以上） 

茨城県北芸術祭
実行委員会 発売中

9/18
（日） 第42回茨城県新人演奏会 13：00

全席自由
一般 １,000円
学生 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

9/21
（水）

梅沢富美男＆瀬川瑛子
豪華絢爛「夢芝居」

14：00
18：00

全席指定
7,000円 （株）アイエス 発売中

9/21
（水）

中国映画 幸せの絆 上映会
（小ホール）

14：30
18：00

全席自由
1,000円

茨城県
日中友好協会 発売中

9/23
（金）

映画「校庭に東風吹いて」上映会
（小ホール）

10：00
14：00
19：00

全席自由
1,000円

（有）茨城
映画センター 発売中

9/25
（日） 千住明コンサート Calendar 15：00

Ｓ席 5,000円
Ａ席 3,500円
学生席 1,500円

（学生は高校生以下）

（公財）いばらき
文化振興財団 発売中

9/30
（金） 吉幾三コンサート2016 14：30

18：00
SS席

7,000円
（株）ベルワールド

ミュージック 発売中

10/1
（土）

STARDUST REVUE
35th Anniversary Tour

「スタ☆レビ」
17：30 全席指定

6,700円 （株）アリノワ. 発売中

10/2
（日） ３M音楽祭（小ホール） 14：00

全席自由
一般 ３,000円
学生 1,500円

（学生は高校生以下）

３M音楽祭
実行委員会 発売中

公演日 催し物 開演時間 料金 主催 取扱
10/3
（月） 山内惠介熱唱ライブ2016 14：00 全席指定

5,800円
（株）アイエムオー

プロモーション 発売中

10/11
（火） 浅野祥 津軽三味線 新時代 18：30 S席 5,000円

A席 4,500円
（公財）いばらき

文化振興財団 発売中

10/15
（土）

第7回牧野英一フルートリサイタル
（ひたちなか市文化会館） 14：00

全席自由
一般 1,000円
学生 500円
（学生は中高生）

牧野音楽事務所 発売中

10/19
（水）

エディタ・グルベローヴァ＆
プラハ国立歌劇場管弦楽団

「オペラ名曲を歌う」
18：30

Ｓ席 10,000円
Ａ席 8,000円
Ｂ席 6,000円
学生席 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

10/30
（日）

茨城県芸術祭参加・結成30周年・
第47回演奏会 I SOLISTI IBARAKI 
イバラキ室内管弦楽団

（ひたちなか市文化会館）

14：00

全席自由
一般 ３,000円
学生 1,000円
（学生は小中高生）

イ・ソリステイ・
イバラキ

室内合奏団
発売中

11/３
（木・祝）

劇団かわせみ座
「ことばのないおもちゃ箱」
（小ホール）

15：30 全席指定
1,800円

（公財）いばらき
文化振興財団 発売中

11/12
（土）

クリス・ハート 47都道府県ツアー
〜my hometown〜
・電話予約8/4（木）8：30〜

17：00 全席指定
6,800円

（公財）いばらき
文化振興財団

９/３（土）
発売

11/13
（日）

ブラスフェスティバル2016
「カナディアン・ブラス」 15：00

Ｓ席 5,000円
Ａ席 3,500円
学生席 1,500円

（学生は高校生以下）

（公財）いばらき
文化振興財団 発売中

11/24
(木）

五木ひろし＆八代亜紀
スペシャルコンサート〜世紀の競演〜

14：00
17：30

全席指定
8,640円 （株）アイエス 発売中

11/30
（水）

葉加瀬太郎コンサートツアー2016
「JOY OF LIFE」 18：30 全席指定

7,800円
（公財）いばらき

文化振興財団 発売中

1/28
（土）

大野雄二&ルパンティックシックス
「ルパンジャズライブ」
・電話予約9/7（水）8：30〜

17：00 Ｓ席 4,000円
Ａ席 3,000円

（公財）いばらき
文化振興財団

9/10（土）
発売

（　　　　 ）



26

主催公演

－音楽と映像のコラボレーションで奏でる12ヵ月－「ルパンジャズライブ」
千住 明 コンサート Calendar大野雄二&ルパンティックシックス

※学生は高校生以下･未就学児入場不可･託児サービスあり
S席 5,000円 ／ A席 3,500円 ／ 学生席 1,500円

※4歳以上有料･3歳以下膝上鑑賞無料･託児サービスあり

かわせみ座 「ことばのないおもちゃ箱」
小ホール　全席指定 1,800円

※学生は高校生以下･未就学児入場不可･託児サービスあり

※未就学児入場不可･託児サービスあり ブラスフェスティバル2016 「カナディアン・ブラス」
11/ 3

﹇
木･

祝

﹈
開演
時間15：30

11/13﹇日﹈
開演
時間15：00 S席 5,000円 ／ A席 3,500円 ／ 学生席 1,500円

S席 4,000円 ／ A席 3,000円

9/25﹇日﹈
開演
時間15：00

オペラ名曲を歌う～２つの狂乱の場～
エディタ･グルベローヴァ＆プラハ国立歌劇場管弦楽団

※学生は大学生以下･ 未就学児入場不可･託児サービスあり
S席 10,000円 ／ A席 8,000円 ／ B席 6,000円 ／ 学生席 1,000円10/19﹇水﹈

開演
時間18：30

2017.1/28﹇土﹈
開演
時間17：00

発売日：9/10土電話予約：9/7水 8：30～ 茨城県近代美術館
開館時間 9：30～17：00（入場は16：30まで） http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/
休館日：月曜日（祝日の場合開館、翌日休館）

乙女デザイン―大正イマジュリィの世界
一般980（850）円　高大生720（600）円　小中生360（240）円
所蔵作品展／一般 310（240）円　高大生240（170）円　小中生170（110）円

TEL：029-243-5111

所蔵作品展 日本の近代美術と茨城の作家たち　夏から秋へ
戦後美術と茨城Ⅱ　1970年代－1990年代

９月25日（日）まで
９月25日（日）まで

入館料
※（ ）内は20名以上の
　団体割引料金

県立美術館共通年間パスポート発売中（購入日から１年間有効）

＊詳しくはお問い合わせください。

【企画展】
乙女デザイン―大正イマジュリィの世界
会期：９月25日（日）まで開催
概要：橋口五葉、杉浦非水、竹久夢二など大正期に絶大な人気を集め

た「かわいい」商業デザイン・イラストレーションを紹介します。

【イベント】担当学芸員によるギャラリートーク
日　時：９月４日（日） 14：00～
定　員：100名（申込不要・要企画展チケット）

【イベント】第２回ミュージアムコンサート
「平成ロマン～ファゴットとピアノによるロビーコンサート」
日　時：９月17日（土） 午前の部11：00～／午後の部14：00～
　　　 （各回30分程度）
定　員：各回150名（申込不要、参加無料）
出演者：ファゴット／皆神陽太氏、ピアノ／横山鳩子氏
曲　目：乙女の願い／ショパン
　　　 映画「ニューシネマパラダイス」よりメドレー、他

竹久夢二「汝が碧き眼を開け」
（セノオ楽譜56番7版表紙）
昭和2年　個人蔵

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

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）

小ホール大ホール 催し物ご案内催し物ご案内 平成28年平成28年

（※）は、（公財）いばらき文化振興財団主催です。
●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

■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。

9月9月
日 曜 大ホール催し物 開演時間 入場方法 駐車場

1 木 小林幸子コンサート 14：00
18：00

全席指定
SS席 8,640円
S席 7,560円

満車予定

3 土 （※）高野公男没後60年祭演奏会 高野公男・船村徹 友情無限 14：00
18：00

全席指定
S席 7,500円
A席 6,500円

満車予定

6 火 藝文友の会会員ふれあい催事「八神純子コンサート」 15：00
19：00 招待 満車予定

7 水 藝文友の会会員ふれあい催事「八神純子コンサート」 14：30
18：30 招待 満車予定

8 木 平成28年度 民生委員児童委員全体研修会 13：00 関係者 満車予定

10 土 第32回 金沢はるみ みんなで歌おうカラオケ交流会 9：00 無料 満車予定

11 日 NEVA GIVE UP ワンマンライブ 2016 〜Action〜 17：00 全席指定
3,000円 満車予定

15 木 第55回 茨城県老人クラブ大会 10：00 関係者

17 土 フラメンコスタジオ「カサ・デ・アルテ」20周年記念「フラメンコの夜」 17：30
全席自由

前売 4,000円
当日 4,500円

満車予定

18 日 （※）第42回 茨城県新人演奏会 13：00
全席自由

一般 1,000円
学生 500円

19 月
祝 KODA KUMI LIVE TOUR 2016 〜Best Single Collection〜 18：00 全席指定

8,400円 満車予定

21 水 梅沢富美男＆瀬川瑛子 豪華絢爛「夢芝居」 14:00
18:00

全席指定
7,000円 満車予定

22 木
祝

水戸女子高等学校吹奏楽部
第13回 定期演奏会オータムコンサート 14：00 無料

24 土 公益財団法人 住友生命健康財団主催
スミセイライフフォーラム 生きる 脳のアンチエイジング 13：00 招待 満車予定

25 日 （※）千住明コンサートCalendar 15：00

全席指定
S席 5,000円
A席 3,500円
学生席 1,500円

満車予定

26 月 茨城高等学校・中学校 芸術鑑賞会 13：30 関係者

28 水 水戸市戦没者追悼式 13：00 無料

30 金 吉幾三コンサート2016 14：30
18：00

全席指定
SS席 7,000円
S席 6,000円
A席 5,000円

満車予定

日 曜 小ホール催し物 開演時間 入場方法 駐車場

3 土 第17回 日本医療マネジメント学会 茨城県支部学術集会 9：30 関係者

4 日 ECCジュニア英語暗誦大会 第19回 茨城県大会 10：00
13：00 無料

5 月 安全運転管理者等講習会 10：00 関係者

10 土 淡交会茨城支部研究会 9：30 関係者 満車予定

11 日 淡交会茨城支部研究会 9：30 関係者

14 水 平成28年度 水戸地区産業安全衛生大会 13：30 関係者

17 土 いけばな池坊巡回講座－Ikenobo2016－ 10：00 関係者

21 水 「幸せの絆」上映会 14：30
18：00

全席自由
前売 1,000円
当日 1,300円

満車予定

23 金 第7回 悠悠映画塾 映画『校庭に東風吹いて』完成記念披露上映会
10：00
14：00
19：00

全席自由
前売 1,000円
当日 1,300円

24 土 千波学区敬老会 9：30 関係者

25 日 ’16いづみ会 箏コンサート 13：30 無料

26 月 食品衛生責任者実務者講習会（水戸中央支部） 14：00 関係者

27 火 TADAO ARAI UP STYLING 2016 “Essence of Beauty” 13：00 全席自由
4,500円

29 木 食品衛生責任者実務者講習会（水戸中央支部） 14：00 関係者

30 金 平成28年度 共済代理店会議 11：30 関係者


