
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/

〈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

ロゼホールの主催公演を１年
間同じ席（★）でご鑑賞できる
会員です。座席のご指定は、先
着順で承ります。

①人気の公演でもチ
ケット購入で並ん
だり電話をかけた
りする必要があり
ません。

③1年間、希望した
同じ席（★）で観覧
できます。

★新型コロナウイルス感染症感染
防止対策のため、座席の配置を
変更する公演では、他のお席か
らお選びいただく場合がありま
す。何卒ご了承ください。

④公演ごとに予約する
手間がなくなります。
チケットのご用意を
完了し次第、当館よ
りご連絡を差し上げ
ます。

②対象以外の公演
（☆印表）も優先的
に予約ができます。

募集席数／ 70席

申込期間／ 令和3年 8月1日㈰～9月15日㈬ ※ただし定数になり次第締め切り

お申込み方法／ お電話または申込用紙をFAXで。窓口でも受け付けております。

お問合わせ・お申し込み先／ 常陸大宮市文化センター●ロゼホール

公演日 公 演 名（仮） 入場料（予定）

令和3年 10月 3日㈰ 東京室内管弦楽団 with秋川雅史 3,000円

10月30日㈯ DRUM TAO 2021「光」 6,000円

12月24日㈮ 野村萬斎 狂言の夕べ 4,800円

令和4年 1月28日㈮ 第26回大宮寄席（柳家花緑、林家たい平、林家三平） 3,000円

2月 5日㈯ 八神純子 Live キミの街へ 4,800円

公演日 公 演 名（仮） 入場料（予定）

令和3年 9月12日㈰ 映画上映映画ドラえもんのび太の新恐竜 500円

10月16日㈯ 映画上映劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 900円（小学生以下500円）

令和4年 1月15日㈯ 津軽三味線と原田直之民謡ショー 2,200円

2月26日㈯ ファミリー向け企画 2,500円

3月6日㈰ 島津亜矢コンサート 歌怪獣襲来 2022 6,800円

8月の休館日 2日 月 ・10日 火 ・16日 月 ・23日 月 ・30日 月（ ） （ ） （ ） （ ）

2021.8

東京室内管弦楽団

with

秋川雅史

☎ 0295-53-7200
https://www.roze-hall.net

（ ）

10月3日㊐
開演 14時（開場 13時 30分）

入場料 3,000円〈全席指定〉
※未就学児入場不可

8月21日㊏ 9時から
（電話・インターネット）

8月11日㊌ 17時～
13日㊎ 23時59分

チケット
発売

インターネット
先行販売

お申込み・お問合わせ
常陸大宮市文化センター●ロゼホール

会場大ホール

指揮 / 橘直貴

〈曲目〉

・パッヘルベル カノン

・ベートーヴェン

交響曲第7番イ長調より第4楽章

・スタイナー映画

「風と共に去りぬ」よりタラのテーマ

・千の風になって (with 秋川雅史)



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

ヴァイオリン発表会 リハーサル室2 14:00 関係者

2 月

バレエレッスン リハーサル室2 17:00 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

日本舞踊稽古 小ホール 9:00 関係者

就職支援セミナー 会議室2 13:30 関係者

バレエレッスン リハーサル室2 13:00 関係者

23 月

10 火 小ホール 14:00 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

日本舞踊稽古 小ホール 9:00 関係者

バレエレッスン リハーサル室2 13:00 関係者

歴史勉強会 会議室1 13:00 関係者

バレエレッスン リハーサル室2 13:00 関係者 薬糧開発販売会 会議室2
①10:00

②13:00
関係者

30 月

バレエレッスン リハーサル室2 17:00 関係者

16 月

※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。
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令和3年度 常陸大宮市高齢者学級
「さくら大学」第2回学習会

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

常陸大宮市教育委員会
生涯学習課 大宮公民館

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


