
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

☎ 0295-53-7200
9時～17時（月曜休館）

お申込み・お問合せ

令和４年度 年間シート会員 募集
常陸大宮市文化センター●ロゼホールでは、主催公演を 年間同じ席で

ご鑑賞いただける『年間シート会員』を募集します。座席のご指定は、
先着順で承ります。

●募集席数 …… 70席（定数になり次第、締め切り）

●対象公演

●注意事項

◌上記４公演全てのご購入が条件です。

◌申込み後は、年度途中の取り消しはできません。

◌チケット代は、公演ごとにお支払いいただきます。

◌公演によっては、新型コロナウイルス感染症防止対策等の理由でご希望の座席になら

ない場合があります。

●下記公演は、ご希望に応じて同じお席をご購入頂けます。

（年間シートのお席とは異なるお席になる場合があります。）

●募集期間…… 4月30日㈯ ～ 6月21日㈫ （定数になり次第締め切り）

●お申込方法

電話、または申込用紙に必要事項を記入して直接窓口かFAXで。

※申込用紙：①当館の窓口・南北玄関ラック（3月末設置）

②当館HPからダウンロード

公演日 公 演 名（仮） 入場料（予定）

令和４年 9月 日㈰

9月24日㈯

2月26日㈰

令和５年 月2 日㈯

三浦一馬withＮ響メンバーによる室内合奏団コンサート 3,500円

全国ツアー中女性トップシンガーコンサート 6,300円

3,000円

6,000円

第26回大宮寄席（落語と講談）
柳家花緑、林家たい平、神田松鯉

NHK紅白歌合戦 7年連続出場の男性歌手コンサート

公演日 公 演 名（仮） 入場料（予定）

ケロポンズファミリーコンサート 一般2,000円小学生以下500円令和５年 3月 日㈯

ロゼホールだより 2022.4

0295 - 53 - 7200

お申込・お問合せ

4 月の休館日 4日 月 ・11日 月 ・18日 月 ・25日 月（ ） （ ） （ ） （ ）

S席 5,500円 / ペア券 10,000円

A席 4,500円 / ペア券 8,000円

※未就学児入場不可

チケット販売
3月26日㊏ 9:00～

（電話・インターネット）
https：//www.roze-hall.net

ロゼホールHP

チケット購入

SATURDAY

独特の歌声で魅力を放ち続ける
シンガーソングライター

世界で活躍する
日立市出身の津軽三味線演奏者

開演17:30
（開場17:00）



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

入社式 会議室1・2 11:00 関係者 買取専門店 諭吉 会議室1 9:30 一般

ピアノ発表会 小ホール 10:00 関係者

小ホール 13:30 関係者 18 月

バレエレッスン リハーサル室2 17:00 関係者

4 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

バレエレッスン リハーサル室2 13:00 関係者

ピアノ発表会 小ホール 関係者

バレエレッスン リハーサル室2 13:00 関係者

25 月

バレエレッスン リハーサル室2 17:00 関係者

11 月

バレエレッスン リハーサル室2 17:00 関係者

買取専門店 諭吉 会議室1 9:30 一般 フラワーアレンジメント 会議室2 13:00 関係者

買取専門店 諭吉 会議室1 9:30 一般

フラワーアレンジメント 会議室2 13:00 関係者

買取専門店 諭吉 会議室1 9:30 一般 公演及び総会 会議室1・2 13:00 関係者

28 木
フラワーサークルすずらん

22 金

21 木
フラワーサークルすずらん

7 木
フラワーサークルすずらん

休　　　　　　　　　　館　　　　　　　　　　日

㈱マーキュリー

㈱マーキュリー

フラワーサークルすずらん

16 土

13 水

高木文子バレエスクール

9 土
高木文子バレエスクール

10

17 日

27 水

8 金

本田範子

大宮平和の会

23 土

24 日

休　　　　　　　　　　館　　　　　　　　　　日

29 金

30 土15 金
㈱マーキュリー

26 火
高木文子バレエスクール

㈱マーキュリー

※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。

14 木

高木文子バレエスクール

日

高木文子バレエスクール

主　　　催

高木文子バレエスクール
火19

水20

山田陽子

休　　　　　　　　　　館　　　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　館　　　　　　　　　　日

4月　催し物ご案内

主　　　催

12 火

日3

2022年3月23日

雪村顕彰会

6 水

5 火

1 金
有限会社 瑞穂農場

2 土

雪村顕彰会シンポジウム2022
～伝承の屋敷跡を求めて～

①11:00
②14:30


