
公演日 催し物 開演時間 料金 主催 取扱 公演日 催し物 開演時間 料金 主催 取扱

4/5
（火）

宝塚歌劇月組全国ツアー公演
（ひたちなか市文化会館）

13:30
18:00

全席指定
7,200円

（公財）いばらき
文化振興財団

取扱分終了

4/9
（土）

ミッフィーの音楽会
12:00
15:00

全席指定
大人　 2,500円
子ども 1,500円

（公財）いばらき
文化振興財団

発売中

4/10
（日）

宗次郎オカリナ生活40周年記念コンサート 17:00
全席指定
4,000円

（公財）いばらき
文化振興財団

発売中

4/11
（月）

諏訪内晶子ヴァイオリン・リサイタル2016 18:30

Ｓ席　 6,000円
Ａ席　 4,500円
学生席 1,500円
（高校生以下）

（公財）いばらき
文化振興財団

発売中

4/20
（水）

美川憲一＆コロッケ　
スペシャルジョイントコンサート

14:00
18:00

全席指定
7,560円

（株）アイエス 発売中

4/26
（火）

氷川きよしコンサート2016
～日本全国歌の渡り鳥～

14:30
18:30

全席指定
7,500円

（昼の部取扱分終了）
（株）エイ・アンド・エイ 残席わずか

4/28
（木）

映画「あん」アンコール上映会（小ホール）
10:00
14:00

全席自由
1,000円

（有）茨城映画センター 発売中

5/2
（月）

三山ひろし爆笑歌謡劇場 13:30 Ｓ席　5,000円
（株）ＭＡＳ

エンターテイメント
発売中

5/8
（日）

茨城交響楽団 第112回定期演奏会 14:00
大人　 1,300円　
小中高生 700円

茨城交響楽団 発売中

5/15
（日）

音楽のおくりもの　わいわいコンサート
　　　　　　　　　アフタヌーンコンサート
（常陸大宮市文化センターロゼホール）
※県民文化センターでの取扱は若干枚数の為、予めご了承ください

わいわい
コンサート
11:00
アフタヌーン
コンサート
14:00

大人 1,500円
こども 700円

（株）ディックス
プロモーション

3/19（土）
発売

10:00～

5/24
（火）

フォレスタコンサート in 水戸 14:00
全席指定
5,500円

（公財）いばらき
文化振興財団

発売中

5/29
（日）

T.M.R.LIVE REVOLUTION＇16
－Route20－

17:00
全席指定
7,800円

（公財）いばらき
文化振興財団

4/16（土）
発売

10:00～

6/2
（木）

ユンディ・リ　オール・ショパン・リサイタル 18:30

Ｓ席　 9,000円
Ａ席　 6,000円
学生席 1,500円
（高校生以下）

（公財）いばらき
文化振興財団

発売中

6/26
（日）

森山良子コンサートツアー2016～2017
～Touch Me ！～

16:00
全席指定
6,500円

（株）エスデー
プランニング

発売中

6/28
（火）

天童よしみコンサート2016
14:00
18:00

全席指定
7,560円

（株）アイエス 発売中

6/29
（水）

AI THE BEST TOUR 19:00
全席指定
7,000円

（公財）いばらき
文化振興財団

取扱分終了

7/2
（土）

松竹大歌舞伎
12:30
17:00

Ｓ席　 7,000円
Ａ席　 5,500円
学生席 1,000円
（大学生以下）

（公財）いばらき
文化振興財団

発売中

7/9
（土）

イ・ソリスティ・イバラキ結成30周年記念
特別演奏会（ひたちなか市文化会館）

18:30
全席自由
3,000円

イ・ソリスティ・
イバラキ室内合奏団

発売中

展覧会情報

チケットインフォメーション

今月発売の主催公演

PICK UP!

T.M.R.LIVE 
REVOLUTION’16
－Route20－

発売日 4/16（土） 10:00～
4/13（水） 8:30～友の会先行予約

5/29（日）
17:00 ※3歳未満入場不可

7,800円
全席指定

■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
大　　人
小中学生
幼児（3歳以上）

1,670円
830円
280円

（通常料金1,850円）
（通常料金   930円）
（通常料金   310円）

　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。

※文化センター案内所で発売しております。

ローズポークのソティ
グレービーソース

1,300円

4月の特選メニュー

県民文化センター
友の会入会のご案内
TEL.029-241-1166

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。

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

茨城県立県民文化センター

催し物ご案内

4
2016

　男体山は私がマラソン大会によく参加していた頃、トレー
ニングの一環としてよく登った山である。健脚コースと大円地
越の一般コースがあり、健脚コースは鎖場もあるかなりの急
斜面を登ったりする楽しいコースである。古分屋敷駐車場に
車を止め、健脚コースから654ｍの頂上に登るのである。頂
上には小さな神社があり西側は断崖絶壁。天気が良ければ
最高に気持がいい。
　このスケッチは長福山の麓長福寺境内から男体山を描い
たものである。モクレンの香り漂う春の日差しは柔らかく心
地いい。

男体山（大子町） 絵と文／渡辺  正則

数量
限定

平成28年3月18日現在

松竹大歌舞伎

7/2（土）
昼の部12:30
夜の部17:00

■第23回 わんぱく展
主催／アトリエキッズダム
会期／3月28日（月）～4月3日（日）　入場方法／無料
場所／県民ギャラリー　観覧時間／10時～17時（最終日は16時まで)

■第11回 翠芳会 水墨画展
主催／翠芳会
会期／4月2日（土）～4月6日（水）　入場方法／無料
場所／一般展示室　観覧時間／9時30分～17時（最終日は15時まで)

■第43回 日本の書展茨城展
主催／茨城書道美術振興会
会期／4月16日（土）～4月21日（木）　入場方法／無料
場所／一般展示室、県民ギャラリー、集会室　観覧時間／9時～17時（最終日は14時まで)

■日本画展 第３回 「華」
主催／水戸「華の会」絵画研究会
会期／4月22日（金）～4月25日（月）　入場方法／無料
場所／県民ギャラリー　観覧時間／9時～17時（初日は13時から）（最終日は16時まで)

■第32回 茨城水墨画協会展
主催／茨城水墨画協会
会期／4月23日（土）～4月28日（木）　入場方法／無料
場所／一般展示室　観覧時間／9時～17時（最終日は15時まで)

歌舞伎界だけではなくテレビや現代劇にも活躍の場を広げる市川染五郎
をはじめ、華やかな面子が勢揃い！
忠臣蔵外伝物の人気作「松浦の太鼓」、ひらりひらりと宙を泳ぐ晒しが美し
い「晒三番叟」や江戸で評判の粟餅売りの姿を舞踊化した「粟餅」など、見
どころ目白押しの注目公演をお見逃しなく。

【内容】
ライスorパン・サラダ・スープ付

S席 7,000円  A席 5,500円  学生席 1,000円
全席指定

※未就学児入場不可 ※託児サービスあり ※学生は大学生以下

【演目】ご挨拶／晒三番叟／松浦の太鼓／粟餅
さらし さん　ば  そう まつ うら　　　 たい  こ あわ もち

さらし さん　ば  そう

まつ うら　　　 たい  こ

あわ もち



日 曜日 小ホール催し物 開演時間 入場方法 駐車場

4 月 獅子の日・感謝祭 19:00 招待

6 水 平成28年度 茨城大学 入学式（保護者席） 10:00
14:00 関係者 満車予定

7 木 平成28年度 水戸市医師会看護専門学院 入学式 14:00 関係者

9 土

県民文化センター友の会 総会 13:30 関係者 満車予定

県民文化センター 第10回 ワンコインコンサート 15:00 全席自由
500円 満車予定

16 土 第43回 日本の書展茨城展 授賞式 13:00 無料

23 土 淡交会茨城支部 研究会・準備 18:00 関係者

24 日 淡交会茨城支部 研究会 9:30 関係者

25 月 淡交会茨城支部 研究会 9:30 関係者

28 木

「あん」アンコール上映会 10:00
14:00

全席自由
前売 1,000円
当日 1,300円

『地元の人が話す講演会』第1回「とことん自由に生きる覚悟」 19:00 全席自由
3,000円

29 金
（祝）ファンタジー スプリングコンサート 12:00 関係者

30 土 宮城社小泉律子門下 筝曲演奏会 10:30 無料

日 曜日 大ホール催し物 開演時間 入場方法 駐車場

1 金 第56回 かわまた楽器店ヤマハ音楽教室発表会・リハーサル 8:00 関係者

2 土 第56回 かわまた楽器店ヤマハ音楽教室発表会 10:00
14:00 無料

3 日 第56回 かわまた楽器店ヤマハ音楽教室発表会 10:00
14:00 無料

6 水 平成28年度 茨城大学 入学式 10:00
14:00 関係者 満車予定

7 木 学校法人八文字学園 合同入学式 10:30 関係者 満車予定

9 土 （※）ミッフィーの音楽会 12:00
15:00

全席指定
大人　 2,500円
子ども 1,500円

満車予定

10 日 （※）宗次郎 オカリナ生活40周年記念コンサート 17:00 全席指定
4,000円 満車予定

11 月 （※）諏訪内晶子ヴァイオリン・リサイタル2016 18:30

全席指定
Ｓ席　 6,000円
Ａ席　 4,500円
学生席 1,500円

12 火 県民文化センター開館50周年記念事業
“スタインウェイ”を体感しよう！★特別コンサートスタイル★ 9:00 申込当選者

17 日 水戸バレエ研究所 合同発表会 15:30 無料

20 水 「美川憲一 コロッケ スペシャルジョイントコンサート2016」 14:00
18:00

全席指定
7,560円 満車予定

23 土 アーツダンスアカデミー スプリングダンスコンサート・リハーサル／
ウズベキスタン 春の踊り・リハーサル 13:00 関係者

24 日 アーツダンスアカデミー スプリングダンスコンサート／
ウズベキスタン 春の踊り

13:00
15:00 無料

26 火 氷川きよしコンサートツアー2016 ～日本全国 歌の渡り鳥！～ 14:30
18:30

全席指定
7,500円 満車予定

29 金
（祝）日本共産党 演説会 14:00 無料 満車予定

30 土 ナオト・インティライミ HALL TOUR 
～アットホールで、アットホームなキャラバン2016～ 17:30 全席指定

6,000円 満車予定

～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。～

JFTDのフラワーギフト全国配送システム

花のことなら

ご予約承ります

〒310-0022 水戸市梅香1-2-59
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hanatatsu/

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）

E-mail info@87-abeille.com

花辰へ

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

平成28年 催し物ご案内4月 平成28年 催し物ご案内4月

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）

会期：５月29日（日）まで
好評開催中♪

■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。●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

大ホール 小ホール

茨城県近代美術館
http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp

入場料

所蔵作品展

＊詳しくはお問い合わせください。

開館時間9：30～17：00（入場は16：30まで）
休館日：月曜日（祝日の場合開館、翌日休館）　※ただし5月２日（月）は開館

TEL：029－243－5111

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）

あした天気になーぁれ♪／一般600（480）円  高大生360（310）円  小中生240（170）円
所蔵作品展／一般310（240）円  高大生240（170）円  小中生170（110）円
※（ ）内は20名以上の団体割引料金

絶賛発売中の主催公演

（※）は、（公財）いばらき文化振興財団主催です。

【イベント】ワークショップと講演会
「激しさと美しさの一瞬を求めて～ストームチェイサーという仕事～」
期日：４月16日（土）雨天決行　講師：青木豊氏（ストームチェイサー・写真家）
①ワークショップ：館外で空を楽しむ撮影術を学びます（要企画展チケット・デジタルカメラ等）
10：00～11：30／事前申込（４月８日締切）
②講演会：竜巻をはじめとする荒天撮影の苦労話などをお話しいただきます
13：00～14：30／申込不要

概要：四季折々の変化に加え、天気によってその姿
を大きく変える風景の味わいを、所蔵作品か
ら選りすぐって紹介します。

4/11（月）
18:30 ※未就学児入場不可 ※託児サービスあり ※学生は高校生以下

Ｓ席 6,000円  Ａ席 4,500円  学生席 1,500円全席指定

※子ども料金は3歳から小学生まで
※2歳以下膝上無料 ※3歳以上有料

大人 2,500円  子ども 1,500円
全席指定

ミッフィーの音楽会
4/9（土）
1回目 12:00
2回目 15:00

諏訪内晶子
ヴァイオリン・リサイタル2016

フォレスタコンサート in 水戸

【演奏予定曲】
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ イ長調 K.305
グリーグ：ヴァイオリン・ソナタ第3番 ハ短調 op.45 他

小林巣居人「きりはれる」1973年　当館蔵　※４月から展示

【企画展】
あした天気になーぁれ♪
－雨・晴・風の美術－

日本の近代美術と茨城の作家たちⅣ　春へ　　両所蔵作品展とも
ミュージ君とさがそう、美術のステキ　　　　　４月24日（日）まで
次回所蔵作品展　　　　　　　　　　　　　　４月27日（水）から

提供：ＢＳ日テレ

4/10（日）
17:00

NHK特集「大黄河」のテーマ曲をはじめとして、オリジナル作品の代表曲
をこのツアー限りの豪華な編成でお贈りします。

※未就学児入場不可 ※託児サービスあり
4,000円全席指定

5/24（火）
14:00

※未就学児入場不可 ※託児サービスあり
5,500円全席指定 6/2（木）

18:30 ※未就学児入場不可 ※託児サービスあり ※学生は高校生以下
S席 9,000円　A席 6,000円　学生席 1,500円
全席指定

ユンディ・リ 
オール・ショパン・リサイタル

ⓒWing Shya / Mercury Classics

ブーニン以来、ショパン国際コンクール1位優勝を果たした
ピアニストが遂に水戸登場！
【演奏予定曲】・バラード第１番、２番、３番、４番 ・24の前奏曲　

「歌い継ぎ、語り継ぐ、たおやかな日本のこころ」
男女混声合唱団「FORESTA」満を持して水戸公演開催決定！

宗次郎 オカリナ生活40周年記念コンサート


