
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

お申込み
お問合せ ☎ 0295-53-7200

S席 6,000円 A席 5,000円
※未就学児入場不可

2023年 2月26日(日)

9時～17時

（月曜休館、月曜が祝日の場合翌日休館）

「夢みる小学校」上映会 &
木村泰子さんと考える
「これからの学校」

チケット 大告知！
演歌ショー
開催!!

三山ひろし
コンサート2023

開演 14時 （開場 13時30分）

歌う門には夢来たる！

2022年 11月27日(日)

映画上映 13時～ 講演会 14時50分～

開場 12時30分

前売 / 1,000円 高校生以下 500円
当日 / 1,200円 高校生以下 600円

✧チケットの販売は来年1月から開始する
予定です。詳細につきましては、市の
「お知らせ版」やポスター、チラシなど
をご覧ください。

チケット発売日 / 10月８日㈯
〈電話、インターネット〉

✧インターネット先行販売
９月28日㈬17時～30日㈮

近日発売！

ロゼホールだより 2022.10

お申込み お問合せ

10月の休館日 3日 月 ・11日 火 ・17日 月 ・24日 月 ・31日 月（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

Presented by TATSUYA BUSSAN

☎ 0295-53-7200



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

吟詠発表会 小ホール 13:00 関係者

日本舞踊稽古 リハーサル室2 9:00 関係者

バレエレッスン リハーサル室2 13:00 関係者 17 月

バレエレッスン リハーサル室2 17:00 関係者

3 月 就職支援セミナー 会議室1 13:30 関係者

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

補聴器相談会 リハーサル室1 9:00 関係者

就職支援セミナー 会議室1 13:30 関係者

小ホール 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 バレエレッスン リハーサル室2 13:00 関係者

何でも鑑定会 リハーサル室1 9:00 一般

セブン-イレブン従業員接客研修 会議室1・2 9:30 関係者 映画会「ある町の高い煙突」 小ホール 一般

何でも鑑定会 リハーサル室1 9:00 一般

日本舞踊稽古 リハーサル室2 9:00 関係者 24 月

バレエレッスン リハーサル室2 13:00 関係者 会議室1・2 10:00 一般

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

11 火

会議室1・2 10:00 関係者

フラワーアレンジメント 会議室2 13:00 関係者

31 月 休　　　　　　　　　　館　　　　　　　　　　日
15 土

金12

13
常陸大宮市文化センター

●ロゼホール
大ホール

27 木

木

茨城県森林組合連合会

29 土

休　　　　　　　　　　館　　　　　　　　　　日

水 28

日

10

月

・

祝

30

日

フラワーサークルすずらん

主　　　催

株式会社 飛馬
水19

木

休　　　　　　　　　　館　　　　　　　　　　日

22 土

21 金

26 水

23

㈱関東補聴器

休　　　　　　　　　　館　　　　　　　　　　日

2 日

フラワーサークルすずらん
20

高木文子バレエスクール

16 日

高木文子バレエスクール
18 火

1 土

10月　催し物ご案内

主　　　催

買い取り専門店 将軍 

高木文子バレエスクール

木

7 金

2022年9月22日

買い取り専門店 将軍 

5 水

4

茨城県珂北吟詠協議会

高木文子バレエスクール

火

常陸大宮市商工会

フラワーサークルすずらん

株式会社 飛馬

㈱セブン-イレブン・ジャパン

6

休　　　　　　　　　　館　　　　　　　　　　日

9

8 土

高木文子バレエスクール

25 火
㈱ユキ

高木文子バレエスクール

※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。

フラワーサークルすずらん

14 金

㈲茨城映画センター

日

森林組合幹部職員等（クレーム・
ハラスメント対策）研修会

①10:30
②14:00
③18:30

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

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

開演
17:00

（開場16:00）

CRAZY KEN BAND
TOUR2022-2023 樹影
Presented by TATSUYA BUSSAN

全席指定

前売 8,800円
当日 9,350円

第30回商工会塾（山田真由 氏）

ウィッグ（かつら）展示即売会


