
ロゼホールだより 2020.12

12月6日㈰ 申込受付開始！

2020年の締めくくりに、毎回人気のバギーコンサートをバージョン
アップして素敵な催し物を開催することになりました。バルーンアート
やピエロのコミックショーも楽しめるファミリーコンサート。クリスマ
ス気分いっぱいの会場で楽しい時間を一緒に過ごしてみませんか。

開催日

12月19日
（土）

午前の部

11時～
11時40分

（開場10時30分）

午後の部

13時30分～
14時10分

（開場13時）

入場無料
（事前申込制）

会 場

ロゼホール

（小ホール）

申込方法

12月6日㈰ 9時から
電話でロゼホールへ

※電話受付のみ

☎0295-53-7200

9時～17時 月曜休

（各回先着50名様）

＊バギーのまま
鑑賞できます。

＊授乳室、オムツ
替えコーナー
あります。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策についてのお願い

＊座席は、ご家族ごとにあらかじめ指定させていただきます。
＊当日、体調のすぐれない方、または体温が37.5度以上の方
は参加をご遠慮ください。

＊入場前の検温、手指の消毒にご協力をお願いします。
＊館内では、必ずマスクを着用してください。
（乳幼児は「保護者様のご判断」とさせていただきます。）

12月の休館日 7日(月)・14日(月)・21日(月)・28日(月)～31日(木) 

チケットに関するお問い合わせは、ロゼホールまで。
（開館時間9時～17時／月曜休館）

ロゼホールのＨＰからもチケットの購入が可能です。
催し物の詳細も見ることができます。

🖥 www.roze-hall.net/

編集後記

〈発行〉常陸大宮市文化センター
常陸大宮市中富町3135-6

Tel 0295-53-7200 Fax 0295-53-7201

バックステージツアーを開催しました！

11月15日㈰、午前・午後の2部制でバックステージツアーを開催しました。新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため少人数での実施となりましたが、参加された方々
は「照明の色で舞台に季節などの表情を作れたのが面白かった♪」「吊り物機構があ
る5階まで上がって初めて舞台を上から見ました。あんなに高いと思わなかった！」
と感激の様子でした。好評の声の中で終了した当日の様子を写真でご紹介します。

◀▲客席上4階にあるピンス
ポットライトの操作に挑戦！

▲客席後方にある調光室
では、スタッフが舞台に合わせ
た照明の作り方をレクチャー。

▲一番好評だったムービング
ライト体験。様々な色と形の照明
を作って動かすことができます。

▶照明に色を加
えるカラーフィル
ターをセット！

▲マイクを通した声を
様々にアレンジすること
も可能な音響室。

▲ステージ上からツアーをス
タート。約1000人を収容する
客席を前に、皆さん少し緊張
の面持ちです。

✽次回開催の際はロゼホールのHP等でお知らせしますので、舞台裏の世界をぜひ体験してみてください！

▲客席上4階から舞台を
見下ろす参加者の皆さん。

親しい人と会えず、いつも出かけていた場所を訪れることができない日々が続いた2020年。ロゼホールで
は、予定していた公演を止む無く中止・延期の判断をしました。たくさんの方が訪れ、笑顔で帰っていただ
く光景を見ることが出来なくなってしまった1年でしたが、新年を迎える前にファミリーコンサートを開催
することになりました。やっと皆さんと再会できます。笑顔と歌声で溢れる会場でお会いしましょう。



現在

日 曜 催　　事　　名 会場 利用開始時間 入場方法等 日 曜 催　　事　　名 会場 利用開始時間 入場方法等

金融学習会 会議室1 18:00 関係者

補聴器相談会 リハーサル室 1 9:00 一般

歎異抄講座 会議室 1 一般

フラワーアレンジメント 会議室 2 13:00 関係者 フラワーアレンジメント 会議室 2 13:00 関係者

手話奉仕員養成講座 会議室 １ 18:15 関係者

クリスマス発表会 小ホール 関係者

補聴器無料点検 リハーサル室 1 9:00 一般 小ホール 一般

手話奉仕員養成講座 会議室 １ 18:15 関係者

日本舞踊稽古 小ホール 13:00 関係者 日本舞踊稽古 小ホール 13:00 関係者

バレエレッスン リハーサル室 2 13:00 関係者

日本舞踊稽古 小ホール 13:00 関係者 21 月

7 月

歎異抄講座 会議室 １ 一般 手芸教室 会議室 2 9:00 関係者

バレエレッスン リハーサル室 2 17:00 関係者 ギター練習 リハーサル室 2 19:00 関係者

ギター練習 リハーサル室 2 19:00 関係者 フラワーアレンジメント 会議室 2 13:00 関係者

フラワーアレンジメント 会議室 2 13:00 関係者

青色防犯パトロール出張講習会 会議室 1・2 14:00 関係者 バレエレッスン リハーサル室 2 13:00 関係者

手話奉仕員養成講座 会議室 １ 18:15 関係者

日本舞踊稽古 小ホール 13:00 関係者 こども発表会 大ホール 開演13:00 関係者

小ホール 開演15:00 チケット完売 28 月

船舶免許更新講習 会議室 2 18:00 関係者 29 火

14 月 30 水

31 木

23 水
マザーズクラブ

常陸大宮ギタークラブ

フラワーサークルすずらん

歎異抄に学ぶ会

休　　　　　　　　　　館　　　　　　　　　　日

18

㈱あかまつ補聴器センター

常陸大宮市役所社会福祉課

高木文子バレエスクール

火

金

高木文子バレエスクール

25

24 木
フラワーサークルすずらん

22

主　　　催

常陸大宮市役所社会福祉課

㈱関東補聴器

日

16 水

歎異抄に学ぶ会

19 土
常陸大宮市文化センター

フラワーサークルすずらん

17 木

20

金

12月　催し物ご案内

主　　　催

11

13 日

10 木

1 火
ひよっこ未来の金融塾

6

木3

5

2020年11月20日

フラワーサークルすずらん

2 水

休　　　　　　　　　　館　　　　　　　　　　日

まどか海事事務所

常陸大宮市役所社会福祉課
金

※催事案内公開不可の申し出がありました団体につきましては、掲載を差し控えております。

27

26 土
高木文子バレエスクール

日

15

12 土

火

休　　　　　　　　　　館　　　　　　　　　　日

日々かりめろ

休　　　　　　　　　　館　　　　　　　　　　日

9 水
常陸大宮ギタークラブ

8 火

土

日

大宮聖愛保育園

4 金

学校法人リリー文化学園
リリーこども&スポーツ専門学校

①9:30
②11:00

茨城県各流日本舞踊会伝統文化
日本舞踊子ども教室常陸大宮支部

茨城県各流日本舞踊会伝統文化
日本舞踊子ども教室常陸大宮支部

茨城県各流日本舞踊会伝統文化
日本舞踊子ども教室常陸大宮支部

日々かりめろ単独コンサート
「バラエティ大作戦最終指令」

親子で楽しむ
ファミリーコンサート

①11:00
②13:30

茨城県各流日本舞踊会伝統文化
日本舞踊子ども教室常陸大宮支部

①10:00
②13:30

①10:00
②13:30

常陸大宮市役所
安全まちづくり推進課


