
8/6（日） 大ホール　開演 14：00（開場13：00）
Ｓ席 7,000円 （友の会 6,000円）　Ａ席 6,000円 （友の会 5,000円）
学生席 3,000円　※未就学児入場不可　※学生は大学生以下

久本雅美

WAHAHA本舗全体公演
『シン・ワハハ～NEW WAHAHA～』
夢は終わらない！祭りは終わらない！ワハハは終わらない！はじまる!!

友の会先行予約：4/5（水）   9：00～　
一　般　発　売：4/7（金） 10：00～（電話予約9：00～）発売日

全席
指定

柴田理恵 梅垣義明 佐藤正宏

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
ワ・シ
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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ザ・ヒロサワ・シティ会館 本館

分館

取り扱い中チケット
催  し  物 取扱

映画『荒野に希望の灯をともす』上映会
発売中3/24

金
主催：（有）茨城映画センター
ザ・ヒロサワ・シティ会館・小ホール
10：30/14：00開演

前売1,100円

映画『嘘八百 京町ロワイヤル』上映会 3/21
（火・祝）

発売
4/ 25

火
主催：（有）茨城映画センター
ザ・ヒロサワ・シティ会館・小ホール
10：30/14：00開演

前売1,100円

映画『テレビで会えない芸人』上映会
発売中5/ 7

日
主催：（有）茨城映画センター
ザ・ヒロサワ・シティ会館・小ホール
14：30開演

前売1,100円

塙美里 フェデリコ・コカ・ガルシア デュオリサイタル
発売中5/ 27

土
主催：塙 雅文
ひたちなか市文化会館・小ホール
14：00開演

一般3,500円

純烈コンサート2023 なんてったってスーパー銭湯アイドル！
発売中6/ 2

金
主催：（株）アイエス
ザ・ヒロサワ・シティ会館・大ホール
14：00/18：00開演

一般7,000円
（友の会 6,300円）

松山千春コンサート・ツアー2023 4/14（金）
友の会先行
4/15（土）

発売
6/ 20

火
主催：（株）ネクストロード・プロダクション
ザ・ヒロサワ・シティ会館・大ホール
18：30開演

8,800円
※お一人様2枚まで

石川さゆり プレミアム・アコースティックライブ2023 3/22
（水）
発売

6/ 28
水

主催：（株）ベルワールドミュージック
ザ・ヒロサワ・シティ会館・大ホール
13：30/17：30開演

S席7,000円
（友の会 6,500円）

美川憲一&コロッケ スペシャルジョイントコンサート2023
発売中9/ 1

金
主催：（株）アイエス
ザ・ヒロサワ・シティ会館・大ホール
14：00/18：00開演

一般7,000円
（友の会 6,300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

全席
自由

全席
自由

全席
指定

全席
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全席
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全席
指定

お申し込みは、右記QR（ザ・ヒロサワ・シティ会館
HP）から、または当館窓口までお越しください。
※年会費 2,000円 【3月の年度更新】
　入会時期により初年度の会費のみ異なります。
　（4～9月ご入会…2,000円　10～3月ご入会…1,000円）

１．チケット先行電話予約（指定する公演に限ります）
２．チケット割引（指定する公演に限ります。1会員様2枚まで）
３．催し物ご案内等のご送付
４． 友の会主催の旅行及び観劇会への参加 

（応募多数の場合は抽選）
５． アクアワールド茨城県大洗水族館の入館料割引 

（会員を含め4名まで）（水族館の窓口で会員証を提示）
 大 人　 通常 2,300円→ 1,900円
 小 中 学 生　 通常 1,100円→   900円
 幼児（3才以上）　  通常　 400円→   300円

会員特典

県民文化センター友の会入会のご案内

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/

ザ・ヒロサワ・シティ会館

催し物ご案内催し物ご案内
Event Guidance 2023Event Guidance 2023

4

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。

飯森範親×東京佼成ウインドオーケストラ
国内外の数々のオーケストラを指揮している人気指揮者「飯森範親」と60年以上の歴史
を誇る名門吹奏楽団が融合した精彩かつ豪華な音色

5/27土  15：00開演（14：00開場）
一般 4,500円（友の会 4,000円）
高校生以下 2,800円  
※未就学児入場不可

【演奏予定曲】
風紋／保科　洋
2023年度全日本吹奏楽コンクール課題曲
アルメニアン・ダンス パート１／
アルフレッド・リード　他

民音創立60周年記念

ウクライナ国立民族舞踊団 スピリット・オブ・ウクライナ
　　　　    開演①13：00②17：00 

（各回60分前開場）
Ｓ席 8,000円（友の会 7,600円）
※未就学児入場不可

友の会先行予約 4/25（火）9：00〜
発売 4/26（水）10：00〜

　　　　    16：30開演 
（16：00開場）

9,900円
※未就学児入場不可

友の会先行予約 3/27（月）9：00〜
発売 4/2（日）10：00〜

オーストラリア発!見て、学んで、楽しめる
リアル恐竜ショー　恐竜パーク
　　　　    開演①12：00②15：00 

（各回45分前開場）
3,500円（友の会 3,300円）
※ ３歳以上有料。 

２歳以下膝上観賞無料。
発売 4/15（土）10：00〜

森山直太朗 20thアニバーサリーツアー 
『素晴らしい世界』〈後篇〉

8/19土  18：00開演（17：00開場）
7,700円 ※お一人様４枚まで 
※３歳以下入場不可、４歳以上有料

友の会先行予約 4/6（木）9：00〜
チケット発券は、公演日の2週間前になります。

2023/3/2現在

大ホール

好評発売中 !

全席
指定

大ホール

7/2日

全席
指定

大ホール

7/9日

全席
指定

大ホール

7/16日

全席
指定

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
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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

休館日：月曜日
　　　  ただし5/1は開館

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

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。 

2023/3/2現在

展 覧 会 情 報
2023/3/2現在

第16回翠芳会水墨画展
主催／翠芳会　　入場方法／無料
場所／一般展示室
会期／4/1（土）～4/5（水）
観覧時間／9：30～17：00（最終日は15：00まで）

第50回　日本の書展 茨城展
主催／茨城書道美術振興会　　入場方法／無料
場所／一般展示室・県民ギャラリー・集会室
会期／4/8（土）～4/13（木）
観覧時間／9：00～17：00（最終日は14：00まで）

第39回茨城水墨画協会展
主催／茨城水墨画協会　　入場方法／無料
場所／県民ギャラリー
会期／４/22（土）～4/27（木）
観覧時間／9：00～17：00（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

2
　日　

第７回社会課題解決セミナー 
ゲスト 堀江貴文 他 10：00 無料

7
　金　 学校法人　八文字学園　合同入学式 10：30 関係者 満車

予定

9
　日　 水戸バレエ研究所合同発表会 15：30 無料

29
　土・祝　 橋幸夫コンサート 13：00 申込当選者 満車

予定

30
　日　

第８回　
茨城高等学校・中学校　
大成女子高等学校　
ジョイントコンサート

13：00 無料

日 小ホール催し物 開演時間 入場方法 駐車場

7
　金　

水戸日建工科専門学校
令和５年度　入学式

10：00
14：00 関係者

8
　土　 第50回日本の書展　茨城展 14：00 無料

15
　土　 淡交会　茨城支部　研究会 9：30 関係者

16
　日　 淡交会　茨城支部　研究会 9：30 関係者

17
　月　

清水建設関東茨城地区
取引業者災害防止協議会 
特別安全協議会

13：30 関係者

25
　火　

映画『嘘八百　京町ロワイヤル』
上映会

10：30
14：00

全席自由
前売 1,100円
当日 1,400円

〇 友の会会員継続のご案内
　令和５年度分（令和５年４月～令和６年３月まで）に係る会員期間の更
新につきまして、ご案内３月号を送付の際に、継続手続きの用紙（払込取扱
票）を同封させていただきました（口座自動引落の方を除きます）。お手数
をおかけいたしますが、払込取扱票に会員番号、お名前を記入のうえ、当館
窓口又は最寄りの郵便局窓口で年会費2,000円をお支払いください。なお、
ご住所や電話番号等に変更がある場合は、通信欄にその旨を記入願います。

〇 友の会会員割引対象公演等 （一般）　　（友の会）
5/27（土）飯森範親×東京佼成ウィンドオーケストラ
 全指4,500円→4,000円
6/ 2（金）純烈コンサート2023 全指7,000円→6,300円
6/10（土）チャイコフスキー＆ラフマニノフ Ｓ席5,000円→4,500円
 Ａ席4,000円→3,500円
7/ 2（日）ウクライナ国立民族舞踊団 スピリット・オブ・ウクライナ
 Ｓ席8,000円→7,600円
8/ 6（日）WAHAHA本舗全体公演 シン・ワハハ Ｓ席7,000円→6,000円
 Ａ席6,000円→5,000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 2,300円→1,900円　小中学生 1,100円→900円
　幼児（３歳以上） 400円→300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。

☆県民文化センター友の会☆
   ＜TEL：029-241-1166 ㈹＞
　　Webからの入会はこちらから！⇒

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☆

ザ・ヒロサワ・シティ会館からお知らせ

令和５年４月より自動音声応答システムの導入を予定しております。
日程や操作方法については、決まり次第当館HPにてご案内いたし
ます。
お手数をおかけいたしますが、円滑なご案内のためご理解・ご協力
の程お願い申し上げます。
https://icf4717.or.jp/bunkacenter/

売店からお知らせ

令和５年４月１日から売店が㈱カスミのオフィススマートショッ
プに変わります。
売店ご利用時にはスマートフォン決済アプリ『Scan＆Go』が必要
になります。売店をご利用するお客様は事前にアプリのダウンロー
ド・ご登録をお願いいたします。
アプリのご登録や使い方は『Scan＆Go』のホームページをご覧く
ださい。

Scan＆Goアプリのご紹介⇒
https://ignica.com/apps/　

about/index.html　


