
どの席からも俳優の細かい表情 
までわかるように設計された劇場。
実力のある演出家、著名な俳優に
よる名作、ミュージカルから伝統 
芸能まで多彩な演目を上演してい
ます。また、茨城ゆかりのアーティ
ストを支援する事業や、子どもから
シニアまで参加できる教育プログ 
ラムも実施しています。

ACM 劇場

大きさや光の状態が異なる9つの 
展示室からなるギャラリー。現代 
美術の発信基地として国内外から
注目を集めています。ギャラリー
トークやワークショップなどの教育
プログラムも行っています。高校生 
以下・70歳以上・障害者手帳を 
お持ちの方は入場無料です。

現代美術ギャラリー

クラシック音楽の演奏に理想的な
響きを持つホール。専属楽団「水戸
室内管弦楽団」の演奏会をはじめ、
国内外の一流アーティストや、茨城
で活躍する音楽家による演奏会、
学生を対象とした教育プログラム 
など、親しみやすく音楽の魅力に 
あふれた企画を実施しています。

コンサートホールATM

開放的な緑の芝生の中で行う
市民参加の音楽会やお祭り 
など、街に賑わいをもたらす 
各種イベントのほか、夜はシン 
ボルタワーを季節によって変
化するライトアップで彩るな
ど、四季を通じて市民の憩い
の場となっています。

広場

水戸芸術館の活動を支援しています

ふれあいとゆとりある地域づくりに貢献します

（公財）げんでん ふれあい茨城財団

水戸芸術館（公益財団法人 水戸市芸術振興財団）

［開館時間］	 9:30～18:00
	 ＊催事によって延長いたします。

［休館日］	 毎週月曜日、年末年始
	 ＊月曜日が祝日の場合は火曜日

［チケット予約］

予約受付時間 9:30～18:00（月曜休）
・コンサート TEL. 029-231-8000
・演劇 TEL. 029-225-3555

〒310-0063
茨城県水戸市五軒町1-6-8
TE L. 029-227-8111
FAX. 029-227-8110

最新情報はホームページ& SNSで！
・https://www.arttowermito.or.jp/
・ facebook：@arttowermito
・Twitter：@art_tower_mito 

（50音順）

2020.4▶ 2021.3
年 間 スケジュール

株式会社
ビジネスコンサルタント
㈱ビジコンネクストへ商号変更いたします。

令和2年6月1日から



市：水戸市との共催事業　芸：水戸市芸術祭	関連事業

日比野克彦「HIBINO CUP」 花の絵コンクール作品展

広場とエントランスホールの催事

6月 17→28日 水戸の梅まつり写真コンテスト入賞作品展

7月 28日
→8月10日 小中学校美術展覧会 芸

10月 6→18日 花の絵コンクール作品展

─ 「家庭の日」絵画・ポスターと作文展

─ 水戸黄門まつりフォトコンテスト入賞作品展
2021年
1月 21→24日 水戸・高松親善都市児童生徒美術展覧会 市

エントランスホール展示

5 ･ 6 ･ 9 ･10月の
第4金曜日 茨城県警察音楽隊「金曜コンサート」

5 ･ 6･10 ･11月 
の第4土曜日 アートタワーマーケット（フリーマーケット）

5→8月の月1回 ARTTOWER NIGHT YOGA

5月 2・3日 あおぞらクラフトいち Spring in 水戸

31日 アカペラ フェスティバル in 水戸

→11月 日比野克彦「明後日朝顔プロジェクト2020水戸」

7月 4日 五軒サマーナイトコンサート&ふれあいまつり

11日 100万人のキャンドルナイト in 水戸

8月 22日 eスポーツイベント

9月 5日 水戸野外映画上映会

19・20日 あおぞらクラフトいち Autumn in 水戸

10月 3日 日比野克彦「HIBINO CUP」 

11月 8日 水戸市商店会感謝フェスティバル

12月 13日 水戸の街に響け！ 300人の《第九》2020

広場

Photo by Shintaro Shiratori

       ［料金］ 30分まで無料
  1時間まで200円
  以降30分ごとに100円
 ［営業時間］ 7:00～23:00
 ［お問合せ］ TEL.029-224-2294

広場とエントランスホールの催事
芸術館の館内をATMフェイスがご案内するツアーです。
［見学コース］  エントランスホール 

▲

 ACM劇場 

▲

   コンサートホールATM 

▲

 塔
 ［料金］ 大人 500円、小人 400円（小・中学生） 
  ＊ラウンジ飲物つき
 ［出発時間］ 11:00、14:00

 ［ご予約・お問合せ］   TEL.029-227-8111（代表）

＊所要時間は約1時間です。
＊公演・リハーサルなどがある時は
中止となります。
＊団体の見学も受付けています。
（要予約）

館内見学ツアー

水戸芸術館館長

小澤征爾

 ［料金］ 大人 200円
  小人 100円（小・中学生）
［入場時間］ 平日  9 :30～18 :00
  ＊土・日・祝日は19:00まで

塔 高さ100m/86.4mに展望室あり

市営五軒町地下駐車場
（水戸芸術館地下）

週末の昼、エントランスホールで
パイプオルガンの無料コンサー
トを行います。

パイプオルガン・
プロムナード・コンサート

水戸芸術館へようこそ

水戸芸術館は1990年に開館し、吉田 

秀和初代館長を中心に充実した活動

を行い、その存在は日本の芸術文化

の歴史に残るものになってきています。 

2020年3月に開館30周年を迎え、

今後も音楽・演劇・美術をますます 

発展させ、芸術を身近で親しまれるも

のになるよう努めてまいりますので、

皆様のご支援をお願いいたします。

ミュージアム・ショップ
“コントルポアン”
［営業時間］  10 :30～18 :30
＊ギャラリー閉場期間中は18:00まで

［お問合せ］  TEL.029-227-0492

［営業時間］  

10 :00～18 :00（17:30L.O）
＊催事によって延長する場合があります。

［お問合せ］  TEL.029-350-8080

ラウンジ
“サザコーヒー 水戸芸術館店”

［営業時間］  

ランチ11:30～14:30（14:00L.O）

ディナー17:30～22:00（21:00L.O）

［お問合せ］  TEL.029-297-3110

レストラン
“チャイナテラス”

SHOP ［休店日］ 芸術館休館日

水戸芸術館メンバーズのご案内
水戸芸術館のさまざまな催し物をより身近に、よりお手軽に楽しん 
でいただけるよう各種特典をご用意しています。この機会にぜひ 
ご入会ください。

水戸市芸術振興財団運営維持会員（ご寄付）のご案内
館の運営をご支援いただく「運営維持会員」も募っております。 
会費（1口5万円）は、当財団への寄付の扱いになります。

＊水戸市芸術振興財団は、音楽・演劇・美術の事業を行う公益財団法人として
茨城県知事の認定を受けており、当財団への寄付については特定公益増進法
人として税制上の優遇措置があります。

［お問合せ］　公益財団法人 水戸市芸術振興財団 事務局
TEL.029-227-8111  https://www.arttowermito.or.jp/

＊昨年6月から「水戸芸術館友の会」の名称が新しく「水戸芸術館メンバーズ」に！
一般会員のほかに、企業や団体向けの「法人会員」（1口1万円）の制度もあり
ます。詳しくはホームページまたはパンフレットをご覧ください。

メール
マガジンの

配信
公演チケット
を一般発売日
の３日前から
先行予約

先行予約

イベント・スケ
ジュールや催
し物のチラシ
を送付

ホットな話題
をいち早く配
信

催し物情報
の送付

現代美術ギャ
ラリーの企画
展へ２回ご招
待

ご招待

・ミュージアムショップ “コントルポアン”でのお買い物が5％割引
・ラウンジ “サザコーヒー 水戸芸術館店”でのご飲食が10％割引
・レストラン “チャイナテラス”でのご飲食が10％割引

お買い物・ご飲食割引

【メンバーズ特典】

会費：一般会員2,000円／年

2020年4月1日現在の情報です。催事が中止・延期になる場合があります
ので、最新情報はホームページ等でご確認をお願いいたします。


