
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
 第52回 平成29年度 茨城県芸術祭いけばな展

主催／茨城県華道連合会　会期／11/3（金・祝）～11/6（月）
入場方法／300円、高校生以下無料　場所／一般展示室、県民ギャラリー
観覧時間／10：00～17：00（最終日は16：30まで）

 平成29年度 茨城県高等学校総合文化祭 美術展覧会
主催／茨城県高等学校文化連盟　会期／11/9（木）～11/13（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／9：00～17：00

 スズケン医療機器展示会2017 in 茨城
主催／（株）スズケン茨城営業部　会期／11/19（日）
入場方法／招待　場所／一般展示室
観覧時間／11：00～16：00

 第45回 茨朋会書展
主催／茨朋会　会期／11/23（木・祝）～11/27（月）
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15：00まで）

 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

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

県民文化センターグリル

〜 Mon Marché 〜

11月　特選メニュー

数量
限定

【内容】味噌汁・小付・御新香付

1,300円
カキフライ定食

2017/10/11 現在

月日 催し物 開演時間 料金 主催 取扱

11/5
（日）

「ソ満国境　15歳の夏」上映会
（小ホール）

14：30
17：30

全席自由
一般 1,000円

茨城県
日中友好協会 発売中

11/26
（日） 茨城交響楽団第115回定期演奏会 14：00

全席自由
大人 1,300円
（当日1,500円）
小中高生 700円

（当日900円）

茨城交響楽団 発売中

11/29
（水）

演歌新時代 
山内惠介熱唱ライブ2017 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

残席わずか

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

12/16
（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

12/17
（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

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

10/27（金）
窓口発売
10：00〜
電話予約
13：00〜

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

3/10
（土）

茨城県新人演奏会
歴代受賞者コンサート

（小ホール）
14：00

全席自由
一般 2,000円
学生 1,000円

（大学生以下）

（公財）いばらき
文化振興財団

11/10
（金）
発売

3/24
（土）

第14回
茨城国際音楽アカデミーinかさま
ザハール・ブロン&
かさま祝祭合奏団コンサート

（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

11/17
（金）
発売

絵と文／宇野 彰

■紫のピエロ人形

　古いピアノの上から、いつも同じポーズで、私を
見下ろしている。
　そういえば、２０年くらい前も、店の背の高い
絵具棚の上に、金と紫の衣装で座っていた。・・
　あの頃の、先代の画材店主の笑顔が懐かしく思い
出される。

（　　　　　 ）
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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

11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11月
日 曜 大ホール催し物 開演時間 入場方法 駐車場

1 水 第18回 みんなで教育を考える「いばらき教育の日」推進大会 10：00 無料 満車予定

2 木 水戸市立緑岡中学校 合唱コンクール
  9：45
10：55
12：50

無料 満車予定

3 金 祝 平成29年度 茨城県芸術祭 三曲演奏会 12：00 無料 満車予定

5 日 茨城県芸術祭 第38回 洋舞フェスティバル 14：00 全席自由
3,000円 満車予定

7 火 平成29年度 茨城県高等学校総合文化祭
第52回 高等学校音楽会   9：30 無料

9 木 第56回 茨城県更生保護大会 11：55 関係者

10 金 第25回 千波中学校 合唱祭 12：30 無料

12 日 平成29年度 茨城県郷土民俗芸能の集い 13：30 無料

19 日 第50回 茨城県芸術祭 吟詠剣詩舞道大会   8：30 無料

20 月 第13回 関東管区内交通安全教育コンクール 12：45 関係者 満車予定

21 火 茨城県小中学校芸術祭 中学校合唱合奏大会   9：25
13：10 無料 満車予定

22 水 茨城県小中学校芸術祭 小学校合唱合奏大会   9：20
13：10 無料 満車予定

23 木 祝（※）市川海老蔵 古典への誘い 12：30
16：00

全席指定
S席 10,000円
A席 8,500円

満車予定

26 日 茨城交響楽団 第115回 定期演奏会 14：00
全席自由

大人 1,500円
小中高生 900円

29 水 山内惠介熱唱ライブ2017 
〜新たなる歌の道･あなたと共に〜 14：00 全席指定

5,800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 金 祝 ジュニアオリジナルコンサート2017 かわまたコンサート 15：00 無料 満車予定

4 土 2017茨城県芸術祭 映像コンクール発表会 13：00 無料 満車予定

6 月 いばらき中小企業経営革新フォーラム2017 
〜改めて「経営者に必要なものとは？」を考える〜 13：30 無料 満車予定

8 水 茨城県高等学校放送コンテスト新人大会   9：30 関係者

10 金 アダチケンゴ茨城ホールワンマンライブ〜集結の刻〜 18：00 全席自由
3,500円

12 日 第62回 文部科学大臣杯全国青年弁論大会   8：30 無料

18 土 平成29年度 茨城県芸術祭授賞式 13：30 関係者

19 日 秋山音楽教室発表会 10：30 関係者

20 月 安全運転管理者等講習会 10：00 関係者

23 木 祝 ドレミピアノエレクトーンコンサート 13：00 無料 満車予定

25 土 淡交会 茨城支部 研究会   9：30 関係者

26 日 淡交会 茨城支部 研究会   9：30 関係者

30 木 安全運転管理者等講習会 10：00 関係者


