
2023/2/20（月）開演18:00（開場17:15）大ホール
全席指定 6,800円※未就学児入場不可       好評発売中！

高嶋ちさ子、12人のヴァイオリニスト
近藤亜紀（ピアノ）

“観ても、聴いても、美しく、楽しいヴァイオリンアンサンブル”
美麗な演奏とステージを味わう贅沢な時間。

コンサートツアー
2022～2023

有名ピアニストたちが弾いた
世界最高峰のスタインウェイ
を大ホールで演奏してみま
せんか？ホール全体が貸切
となりますので、ご家族や
ご友人に向けたコンサート
や本番を想定し
たご自身の練習
などにご活用い
ただけます。

詳細はこちら！

スタインウェイ体感 -2022 2023のご案内

NEW TOPIC

〒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
MAIL：bunkacenter@ibarakiken-bunkacenter.com
U R L：https://icf4717.or.jp/bunkacenter/

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、当館までは徒歩数分かかりますのでご注意ください。

※千波公園・ザ・ヒロサワ・シティ会館前駐車場は、2019年10月1日（火）より消費税改定
　に伴い、駐車料金の値上げをしております。

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

ザ・ヒ
ロ
サ
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テ
ィ
会
館

北関東自動車道 茨城町東IC

高速バスをご利用の場合
〈TMライナーつくばセンター〉➡ 水戸駅 ➡徒歩又はバス・タクシーで会館へ

各種交通機関でのアクセス方法

駐車場について
入庫、出庫時間　 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・中型車15台
駐車料金 （単位：円、税込）

車両の種類 1車両1日1回の料金

大型乗合型自動車 1,570

乗合型自動車 840

普通車
軽自動車 420

　ザ・ヒロサワ・シティ会館には専用駐車場
はございません。お車をご利用のお客様は、
千波公園・ザ・ヒロサワ・シティ会館前駐車
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。

茨城県立県民文化センターは2019年４月１日よりネーミングライツを導入し、通称
「ザ・ヒロサワ・シティ会館」で運用を行っております。
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注目の主催公演
※友の会先行予約は9：00〜電話・WEBで受付。
※友の会割引は、指定する公演に限り1会員様2枚までとなります。

日本が誇る名歌手とオーケストラによる魅惑の名曲コンサート
シンフォニックコンサート「THE OPERA」

12/8木   18：30開演（17：45開場） 好評発売中!
 S席 6,000円 （友の会  5,000円）  A席 4,500円 （友の会  4,000円）
学生席 1,000円 ※学生は大学生以下。

ソリスト／
森  麻季（ソプラノ）　小林  沙羅（ソプラノ）
錦織  健（テノール）　大山  大輔（バリトン）

プログラム
プッチーニ／歌劇「トゥーランドット」より
誰も寝てはならぬ
ショスタコービッチ／交響曲第5番二短調
op.46「革命」　　ほか

民話と各界を代表するアーティスト達の融合による新感覚ミュージカル
いばらき民話ミュージカルVol.2
1/14土    開演①11：00 ②14：00  

（各回45分前開場）
一般 2,000円　（友の会  1,500円）
高校生以下 1,000円  好評発売中!

元劇団四季俳優や日本レコード大賞受賞の作曲家など各界を代表
するアーティストによって茨城民話がミュージカル化！公演満足度100％を達成したシリーズ第2弾！

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル
ソドー島のたからもの
1/29日   開演①12：30 ②15：00 

（各回30分前開場）
一般 3,300円　（友の会3,100円）
※2歳以上有料。2歳未満でも空席が必要な場合は有料。
　膝上鑑賞は保護者1名につき1名無料。
好評発売中!
茨城県新人演奏会歴代受賞者コンサート
100年ブラス・ミュージック！ 
〜次世代につなぐ輝く名曲集〜

2/12日  14：00開演（13：15開場） 
一般 2,000円　（友の会1,800円）
大学生以下 1,000円 ※未就学児入場不可

ドリーム・ブラス・クインテット※　他　
〈プログラム〉ニニ・ロッソ：夜空のトランペット　ストレイホーン：A列車で行こう　他
「これから100年先も残り、愛される名曲」をテーマに、未来につなぎたい作品を金管五
重奏＋パーカッションの華やかなサウンドでお届け。
発売日 11/25（金）10：00〜（電話・WEB予約は9：00〜）

藤井フミヤ 
CONCERT TOUR 2023
3/11土  16：30開演（15：45開場） 

一般 8,800円　※未就学児入場不可　
※お一人様4枚まで

友の会先行予約 1/26（木）10：00〜（電話9：00〜）
一 般 発 売 1/28（土）10：00〜

2022/10/31現在

大ホール
シンフォニックコンサート
「THE OPERA」

日本が誇る名歌手とオーケストラによる魅惑の名曲コンサート

指揮 /佐々木新平　管弦楽 / 東京室内管弦楽団Symphonic Concert-THE OPERA

12/8（木）
大ホール
18︓30開演（17︓45開場）

好評発売中!

Ｓ席　6,000円（友の会5,000円）
Ａ席　4,500円（友の会4,000円）
学生席1,000円 ※学生は大学生以下

（c）Yoshinobu Fukaya（c）Hirotake Ooyagi（Torendou都恋堂）（c）Hirotake Ooyagi（Torendou都恋堂）（c）NIPPON COLUMBIA（c）NIPPON COLUMBIA

プログラム（予定）
ロッシーニ/歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲
ヴェルディ/歌劇『椿姫』より 乾杯の歌
プッチーニ/歌劇『トゥーランドット』より 誰も寝てはならぬ
ショスタコーヴィッチ/交響曲第５番「革命」
ほか

※未就学児入場不可

全席
指定

小ホール

全席
指定

大ホール

小ホール

全席
指定

※ 第22回茨城県新人演奏会で新人賞を受賞した
原進氏が所属する金管五重奏団。

大ホール

全席
指定

24時間受付中
会館WEBチケットはこちら

手指の消毒等 マスクの着用 体調不良時の来館を控える 間隔を空ける
ご来館されるお客様へのお願い

お客様には、ご理解・ご協力をいただけますようお願い申し上げます。

こまめな手指洗いと消毒を
お願いします。

マスクの着用をお願いします。 体調がすぐれない方は来館
をご遠慮願います。

ソファーやベンチのご利用は、
間隔を空けてお願いします。

※その他詳細につきましては、当館ホームページをご覧くださいませ。https：//icf4717.or.jp/bunkacenter/

取り扱い中チケット
催  し  物 取扱

映画『グリーン・ブック』上映会
発売中11/24

木
主催：（有）茨城映画センター
ひたちなか市文化会館・小ホール
10：30/14：00開演

前売1,100円

茨城交響楽団 第125回 定期演奏会
発売中11/27

日
主催：茨城交響楽団
ザ・ヒロサワ・シティ会館・大ホール
14：00開演

一般1,300円
（友の会 1,000円）

学生   100円
オーケストラと心に響くひと時を
東京交響楽団 アートキャラバン 茨城公演

発売中
11/29

火

主催： （公財）東京交響楽団/ 
（公財）日本オーケストラ連盟

ザ・ヒロサワ・シティ会館・大ホール
18：30開演

3,000円
2,000円

茨城県民オペラ協会 ニューイヤーコンサート2023

発売中1/7
土

主催：茨城県民オペラ協会
ザ・ヒロサワ・シティ会館・大ホール
13：30開演

2,500円
（友の会 2,200円）
2,000円

（友の会 1,700円）

映画『われ弱ければ』上映会
発売中1/7

土
主催：現代ぷろだくしょん
ザ・ヒロサワ・シティ会館・小ホール
10：30/13：30開演

前売1,200円

令和4年度 第44回磯節全国大会決戦会
11/9
（水）
発売

2/11
土㊗

主催：磯節全国大会実行委員会
ザ・ヒロサワ・シティ会館・大ホール
10：00開演

2,000円

※電話・Webは9：00～受付。窓口は10：00～受付。
※公演中止の場合を除き、お客様都合による予約変更・払い戻しはできません。

全席
自由

全席
自由

S席全席
指定 A席

A席
全席
自由

B席

全席
自由

全席
自由

全席
自由
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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

茨城県近代美術館
開館時間 9：30～17：00（入場は16：30まで）
https://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/

TEL：029-243-5111
休館日：月曜日

県民文化センター　友の会だよりコーナー

■  新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、催し物が延期・中止等となる場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。

■  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。
■ 皆様からアンケート等でいただきました貴重なご意見は、当館ホームページ上で公開しております。 

2022/10/31現在

展 覧 会 情 報
2022/10/31現在

〇 令和5年3月までの会員入会のご案内＜会費1,000円＞
　令和4年10月1日から令和5年3月31日までに入会された方の会費は
1,000円となります。皆様のご入会をお待ちしております。お手続きは、ザ・
ヒロサワ・シティ会館窓口にて、または、Webからお願いします。

〇 友の会会員割引対象公演等 （一般）　　（友の会）
12/8（木）シンフォニックコンサート「THE OPERA」
 Ｓ席6,000円→5,000円
 Ａ席4,500円→4,000円
12/18（日）世界名作劇場「オツベルと象」 全指2,000円→1,500円
1/14（土）いばらき民話ミュージカルVol.2 全指2,000円→1,500円
1/29（日）きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル 
　　　　  ソドー島のたからもの 全指3,300円→3,100円
2/12（日）100年ブラス・ミュージック! 全指2,000円→1,800円
2/26（日）ブルース・リウ ピアノ・リサイタル Ｓ席6,000円→5,500円
 Ａ席5,000円→4,500円
 ※1会員、各公演2枚まで割引可能です。
アクアワールド茨城県大洗水族館の入場料割引
　大人 2,000円→1,600円　小中学生 900円→700円
　幼児（３歳以上）300円→240円
　※1会員、４枚まで割引可能です。（水族館の窓口で会員証提示）
◆現在取扱い中のチケットのうち、主な友の会会員割引対象公演等は上
記のとおりです。割引の特典を生かしてぜひご鑑賞ください。

ナイスハートふれあいフェスティバル2022 
ナイスハート美術展（学校教育の部）
主　　催／茨城県教育庁学校教育部　特別支援教育課 
入場方法／無料
場　　所／一般展示室、県民ギャラリー
会　　期／ 12/2（金）～12/5（月）
観覧時間／9：20～16：30（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2022
主　　催／茨城県障害者スポーツ・文化協会 
入場方法／無料
場　　所／集会室１号～集会室４号
会　　期／ 12/1（木）～12/5（月）
観覧時間／9：00～17：00（最終日は11：00まで）
令和4年度第15回茨城県高等学校定時制通信制芸術展
主　　催／茨城県高等学校定時制通信制教育振興会
入場方法／無料
場　　所／県民ギャラリー
会　　期／ 12/8（木）～12/11（日）　
観覧時間／10：00～17：00（最終日は15：00まで）
第48回全日本高等学校書道教育研究会茨城プレ大会
主　　催／茨城県高等学校教育研究会書道部
入場方法／無料
場　　所／一般展示室、県民ギャラリー、集会室１号～集会室４号
会　　期／ 12/13（火）
観覧時間／10：00～16：00
第10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 
入場方法／無料
場　　所／一般展示室
会　　期／ 12/15（木）～12/20（火）
観覧時間／9：30～16：30（最終日は16：00まで）
茨城県伝統工芸品展示会／中小企業経営者等の作品展示会
主　　催／茨城県中小企業団体中央会 入場方法／無料
場　　所／県民ギャラリー
会　　期／ 12/16（金）～12/22（木）
観覧時間／10：00～16：00
ギャッベ＆ペルシャ絨毯展
主　　催／有限会社　オリエンタルアート
入場方法／無料
場　　所／一般展示室
会　　期／ 12/23（金）～12/25（日）
観覧時間／9：00～17：00（初日は11：00から）（最終日は15：00まで）

日 大ホール催し物 開演時間 入場方法 駐車場

3
　土　

ナイスハートふれあいフェスティバル
2022 9：30 無料

4
　日　

FANTASTICS LIVE TOUR2022
“FAN FAN STEP”

15：00 
19：00

全席指定 
8,250円 

満車 
予定

6
　火　

一般財団法人　茨城県遺族連合会
創立75周年記念大会 10：00 関係者

8
　木　

（※）シンフォニックコンサート
「THE　OPERA」 18：30

全席指定
S席 6,000円
A席 4,500円
学生席 1,000円

満車 
予定

15
　木　 水戸葵陵高等学校　芸術鑑賞会 13：30 関係者

18
　日　

アーツダンスアカデミー
ウィンターダンスコンサート 13：00 無料

19
　月　

2022 日産労連NPOセンター
「ゆうらいふ21」
第46回クリスマスチャリティー公演

14：00 招待者 満車 
予定

25
　日　 茨城大学吹奏楽団　'22　冬の演奏会 14：00 招待者

26
　月　

茨城高等学校・中学校吹奏楽団
第63回　定期演奏会 14：00 無料

（※）は、（公財）いばらき文化振興財団主催です

日 小ホール催し物 開演時間 入場方法 駐車場

4
　日　

第22回すいたんすいこう単独ライブ
～今年もやるよ!　みんな来てね!!～ 14：30 全席自由

1,500円

8
　木　

「TOMAの謎解きタイム」
第十三弾＠水戸 14：00 全席自由

6,000円

15
　木　

水戸市いきいき交流センター
合同発表会 10：30 無料

16
　金　

水戸市いきいき交流センター
合同発表会 10：00 無料

18
　日　 （※）童話劇「オツベルと象」 12：00 

14：30
全席指定

一般席 2,000円
子ども席 1,000円 

19
　月　 特別安全協議会 13：30 関係者

21
　水　

第83回悠悠映画塾　
映画『愛を積むひと』上映会

10：30
14：00

全席自由
前売 1,100円
当日 1,400円
高校生以下 800円

22
　木　

班目加奈講演会＆コンサート
「トランペットと歩む未知なる人生」／
茨城県中小企業団体中央会

14:00 関係者

（※）は、（公財）いばらき文化振興財団主催です

ザ・ヒロサワ・シティ会館からお知らせ
令和4年9月26日からWEB施設予約システムがスタートしました。
お電話等で問い合わせることなく、WEB上でご予約が可能となります。
なお、WEB予約対象の施設は、集会室・和室・練習室です。
ぜひご利用のほど、よろしくお願いいたします。

☆詳細は当館ホームページを 
ご覧くださいませ☆

https://www.ibarakiken-bunkacenter.com/entry/index.html

☆県民文化センター友の会☆
   ＜TEL：029-241-1166 ㈹＞
　　ご入会はこちらから！⇒
　 　◆ R5年3月末までの会費は1,000円です。
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