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●指　揮　飯森範親 　　●ピアノ　牛田智大　　●管弦楽　山形交響楽団
●入場料　全席指定　一般 4,000円、学生（高校生以下） 2,000円、車椅子席 2,000円
　　　　　【みゅーあい郡山会員価格　一般 3,000円】
　　　　　※未就学児入場不可　※学生席及び車椅子席はけんしん郡山文化センターのみ販売
●プレイガイド　けんしん郡山文化センター　うすい百貨店
　　　　　　　　ローソンチケット（Lコード：22636）　CNプレイガイド

 info@eiki-s.co.jp

安心・安全をお届けします。

★内容が一部変更になる場合がございます。

郡山文化センター前店
〒963-8878 福島県郡山市堤下町 2-2 TEL 024-925-5071

ご予約承ります
お弁当・おにぎり

サンドイッチお飲み物
その他

承ります

けんしん郡山文化センター

〒963ー8878　福島県郡山市堤下町1番2号
TEL.024ー934ー2288  FAX.024ー934ー2326
　　kc-center@bunka-manabi.or.jp
　　https://bunka-manabi.or.jp/kc-center/
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けんしん郡山文化センター 検 索

公 益 財 団 法 人 郡 山 市 文 化 ・ 学 び 振 興 公 社
ネーミングライツ・スポンサー：福島県商工信用組合（けんしん）

（ 郡 山 市 民 文 化 セ ン タ ー ）

2021年12月１日発行

お知らせ

■ 敷地内禁煙のお願い
郡山市では公共施設の「敷地内禁煙」を実施しています。受動喫煙防止と健康増進
のため、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
敷地外での喫煙であっても、マナーやモラルを守り、周囲の方々への受動喫煙に
ならないようご配慮をお願いします。

■ 新型コロナウイルス・インフルエンザ等の感染症拡大予防のお願い
施設の利用にあたっては、「新しい生活様式（＊）」を踏まえ、感染拡大予防のご協力を
お願いいたします。
（1） 人との間隔を空け、身体的距離の確保をお願いいたします。
（2） マスクの着用を含む「せきエチケット」にご協力ください。
（3） こまめな「手洗い」や「手指消毒」をお願いいたします。
（4） 当日は検温し、ワクチン接種後であっても次の症状があるお客様のご来場はご

遠慮ください。
　•当日を含め、過去2週間以内に発熱（受診や服薬等により解熱している状態を含む）
　•呼吸器症状（せき、くしゃみ等）がある方・具合の悪い方・感染拡大している地域
や国への訪問歴が14日以内にある方。

「新しい生活様式（＊）」:令和2年5月4日新型コロナウイルス専門家会議からの提言に基づく感染拡大
　　　　　　　　　　を防止するための生活スタイル

■ 郡山駅からのアクセス
徒歩約15分・タクシーで約5分。
バスは郡山駅前バス乗り場「郡山駅前11番ポール」より「池の台」経由の各路線で
「市民文化センター」下車となります。

■ 駐車場のお願い
けんしん郡山文化センターには駐車場がありませんので、バス・タクシー等の交
通機関をご利用ください。
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けんしん郡山
文化センター再オープン

揮●指指 親飯森範親 ●ピアノ 牛田智大 ●管弦楽 山形交響楽団

山形交響楽団郡山公演
食と温泉の国のオーケストラ「山形交響楽団」の
魅力あふれるコンサート

発売中発売中

発売中発売中

※けんしん郡山文化センターでの販売は、電話予約のみとなります。
詳細は裏面のお知らせ参照。

ン

●出　演　春風亭柳若　笑福亭茶光　桂伸ぴん　三遊亭こと馬
●入場料　全席指定　一般 1,000円、学生（高校生以下） 500円
　　　　　車椅子席 500円　※未就学児入場不可
　　　　　※学生席及び車椅子席はけんしん郡山文化センターのみ販売
●プレイガイド　けんしん郡山文化センター　うすい百貨店

若手落語まつり
～出張落語会～

郡山市労働福祉会館

12/19 日

売

郡山市労働福郡山

12/19 日 売中売中売売発売発売
福祉会館館

日

14：00【開演】

●プレイガイド けんしん郡山文化センター　うすい百貨店

※けんしん郡山文化センターでの販売は、電話予約のみとなります。
　詳細は裏面のお知らせ参照。

春風亭柳若春風亭柳若 笑福亭茶光笑福亭茶光

桂伸ぴん桂伸ぴん 三遊亭こと馬三遊亭こと馬

●出　演 春風亭柳若　笑福亭茶光　桂伸ぴん　三遊亭こと馬
●入場料 全席指定 般 1 000円 学生（高校生以下）500円

若手落語家のエネルギッシュな噺をお楽しみください。

1/８土1/８土

2022年

15：00【開演】
大ホール

　毎回好評を得ている落語会をより楽しんでいただくため、「落語友の会」
が誕生しました。
　けんしん郡山文化センター主催の「落語会」の入場券割引や、落語の情報
をお届けする会報などを発行します。この機会にぜひ、ご入会ください。

年 会 費　600円　　　有 効 期 間　入会から１年間
受 付 方 法　電話・メールで
特　　　典　•会員証の発行　•入場券の割引
　　　　　　•会員優先予約　•会報の発行

「落語友の会」会員募集

■ 2022年１月７日（金）までの入場券販売について

■ みゅーあい郡山（郡山市勤労者互助会）での入場券販売について

地震の影響による災害復旧営繕工事のため臨時休館中となりますので、けんしん
郡山文化センター窓口での直接販売はおこないません。必ず電話で入場券の予約
を行った後、後日窓口までお越しいただき、ご精算ください。
館内が災害復旧営繕工事中であるのと、新型コロナウイルス感染症対策として密
を避けるため、お手数ですがお越しいただく当日に、ご来館のご予約をお願いい
たします。窓口までの経路などをご案内いたします。

公益財団法人郡山市文化・学び振興公社が運営する「みゅーあい郡山」では、けん
しん郡山文化センターの主催事業等のチケットの割引販売を行っております。
詳しくは、みゅーあい郡山　TEL：024-990-0906までお問い合わせください。
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12月の主催事業発売情報

11月の主催事業発売情報

　利用者の皆様に安心して施設
を利用していただけるように、
復旧工事を進めてまいります。

　再オープン後の使用可能日の受付を順次再開します。利用日や利用施設によって受付期間が異なります。
　詳細につきましては、けんしん郡山文化センターのウェブサイトをご覧ください。
【受付方法】　利用日の区分に応じて、順次電子メールで使用申請書を受付け、競合した場合は抽選を行います。
①電子メールに使用申請書を添付し、実施日程により希望日を受付
②競合者については抽選（職員がくじを引いて抽選を実施）
③結果連絡　　④抽選で外れた方の空き日受付　　⑤後日、先着順の電話予約開始（午前9時から）

【ご注意】 発売日初日のけんしん郡山文化センターの電話予約は、席数のみの予約となり、座席指定はお受けできません。予めご了承ください。

　10月16日（土）・17日（日）にミューカルがくと館で、「オーケストラメンバーによる楽器奏法レッスン～金管楽器コー
ス～」、10月19日（火）には「アウトリーチプログラム～文化センター芸術宅配便～山形交響楽団ブラスクインテット演
奏会」を東芳小学校・白岩小学校で開催しました。
　コロナ禍で演奏を鑑賞することや演奏の練習時間が減少してしまった子どもたちが、生の音楽に触れあらためて音楽
の素晴らしさを再確認できる機会になったようです。

災害復旧修繕工事の様子

施設の使用申請について

臨時休館中の、けんしん郡山文化センターの活動

大ホール客席天井 大ホール空調ダクト 中ホール客席天井

外壁タイル 会議室壁クロス 展示室ガラス

14:00開演
中ホール

2022年

1/16 日

14:00開演
大ホール

2022年

3/20 日

落語のほか色物も取り混ぜた恒例の
新春言祝ぎ席。お年玉抽選会も実施！

※けんしん郡山文化センターでの販売は、電話予約のみとなります。詳細は表面のお知らせ欄参照 ※けんしん郡山文化センターでの販売は、電話予約のみとなります。詳細は表面のお知らせ欄参照

※けんしん郡山文化センターでの販売は、電話予約のみとなります。詳細は表面のお知らせ欄参照※けんしん郡山文化センターでの販売は、電話予約のみとなります。詳細は表面のお知らせ欄参照

※けんしん郡山文化センターでの販売は、電話予約のみとなります。詳細は表面のお知らせ欄参照

14:00開演
中ホール

14:00開演
中ホール

2022年

2/11
●出　演／三遊亭小遊三ほか
●入場料／全席指定　特等席 3,200円、一等席 2,700円
　　　　　車椅子席 1,350円　※未就学児入場不可
　　　　　【落語友の会会員価格　特等席 2,700円、一般席 2,200円】
　　　　　【みゅーあい郡山会員価格　特等席 2,700円、一般席 2,200円】
　　　　　※車椅子席はけんしん郡山文化センターのみ販売
●プレイガイド／けんしん郡山文化センター　うすい百貨店

●入場料／全席指定　一般  1,500円、学生（高校生以下） 800円、車椅子席 800円
　　　　　【みゅーあい郡山会員価格　一般 1,000円】  
　　　　　※未就学児入場不可　※学生席及び車椅子席はけんしん郡山文化センターのみ販売
●プレイガイド／けんしん郡山文化センター　うすい百貨店
　　　　　　　　ローソンチケット（Lコード:22773）　CNプレイガイド
　　　　　　　　※プレイガイトによって販売時間は異なります。

金・祝

テレビでお馴染みの
三遊亭小遊三さんによる独演会

音楽の絵本

午前の部　10：30開演
午後の部　14：00開演
中ホール土

2022年

1/22
●演奏曲／天空の城ラピュタメドレー ほか
●入場料／全席指定　一般 2,000円
　　　　　こども（小学生以下） 500円、車椅子席 各半額
　　　　　【みゅーあい郡山会員価格　一般 1,500円、こども（小学生以下） 300円】 
　　　　　※４歳児未満ひざ上無料（座席希望の場合は有料）
　　　　　※車椅子席はけんしん郡山文化センターのみ販売
●プレイガイド／けんしん郡山文化センター　うすい百貨店

動物たちがクラシックやアニメ音楽・童謡などの
音楽を演奏する親子で楽しめるクラシックコンサート

夏井いつき句会ライブ

2022年

2/23
●出　演／夏井いつき
●入場料／全席指定　一般 3,500円、学生（高校生以下） 1,750円
　　　　　車椅子席 1,750円　※未就学児入場不可
　　　　　【みゅーあい郡山会員価格　一般 3,000円】
　　　　　※学生席及び車椅子席はけんしん郡山文化センターのみ販売
●プレイガイド／けんしん郡山文化センター　うすい百貨店
　　　　　　　　ローソンチケット（Lコード:22678）
　　　　　　　　CNプレイガイド

きっとあなたも俳句が好きになる。
軽快なトークで楽しむ夏井いつきさんの句会ライブ

水・祝

けんしん郡山文化センター災害復旧修繕工事　工程概要
９月 10月 11月 12月

仮設工事
空調設備足場
客席天井足場
舞台機構足場

空調設備工事
電気設備工事
内装補修工事
タイル補修工事
舞台機構設備工事
舞台照明設備工事
舞台音響設備工事

進捗状況

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

発売日
11/20土

発売日
11/27土

発売日
12/４土

発売日
12/18 土

発売日
12/11土

©SUPERKIDS©SUPERKIDS

こおりやま寄席  新春言祝ぎ席

ケロポンズファミリーコンサート

こおりやま寄席  三遊亭小遊三独演会

三井住友海上文化財団 ときめくひととき 第907回
及川浩治ピアノ・リサイタル トーク＆コンサート「名曲の花束」

及川浩治さんのダイナミックな中に繊細さも併せ持った演奏をお楽しみください。

15:00開演
中ホール

●入場料／全席指定　一般 2,500円、中学生・高校生 1,500円
　　　　　小学生1,000円、こども（３歳以上） 500円
　　　　　車椅子席 各半額　※３歳未満入場不可
　　　　　【みゅーあい郡山会員価格　一般 2,000円
　　　　　 中学生・高校生 1,000円、小学生 500円、こども（3歳以上） 300円】
　　　　　※車椅子席はけんしん郡山文化センターのみ販売
●プレイガイド／けんしん郡山文化センター　うすい百貨店
　　　　　　　　※プレイガイトによって販売時間は異なります。

●入場料／全席指定　一般 2,000円、こども（小学生以下） 500円、車椅子席 各半額
　　　　　【みゅーあい郡山会員価格　一般 1,500円、こども（小学生以下） 300円】
　　　　　※４歳児未満ひざ上無料（座席希望の場合は有料）
　　　　　※車椅子席はけんしん郡山文化センターのみ販売
●プレイガイド／けんしん郡山文化センター　うすい百貨店
　　　　　　　　※プレイガイトによって販売時間は異なります。

家族みんなで「エビカニクス」などの
あそび歌で楽しもう！

14:00開演
大ホール

2022年

3/6 日

ジブリの思い出がいっぱい
～オーケストラによるドリームコンサート～

誰もが知っているジブリの
名曲を楽しもう！

※けんしん郡山文化センターでの販売は、電話予約のみとなります。
　 詳細は表面のお知らせ欄参照
※2020年・2021年開催の入場券の払い戻しを行っております。
　詳しくはお問い合わせください。

※けんしん郡山文化センターでの販売は、電話予約のみとなります。
　詳細は表面のお知らせ欄参照

2022年

2/26 土

発売中発売中 発売中発売中

●出　演／神田松鯉ほか
●入場料／全席指定　特等席 3,200円、一等席2,700円
　　　　　車椅子席 1,350円　※未就学児入場不可
　　　　　【落語友の会会員価格　特等席 2,700円、一般席 2,200円】
　　　　　【みゅーあい郡山会員価格　特等席 2,700円、一般席 2,200円】
　　　　　※車椅子席はけんしん郡山文化センターのみ販売
●プレイガイド／けんしん郡山文化センター　うすい百貨店

芸術宅配便（東芳小学校） 芸術宅配便（白岩小学校）楽器奏法レッスン

©Yuji Hori©Yuji Hori


