
公益財団法人とちぎ未来づくり財団  主催文化事業のご案内 
                                 ２０２２年３月１日現在 

3 月5 日(土)   【栃木県総合文化センター開館 30 周年記念事業】 

栃木県総合文化センター狂言シリーズ第25 弾 『狂言 万作の会』 

13:00 開演 

14:45 終演予定 

ﾒｲﾝﾎｰﾙ 特設能舞台 

人間国宝 野村万作と萬斎ら出演の狂言をご堪能ください！ 

狂言が初めての方でもお楽しみいただけます。 

【出演】野村万作（人間国宝） 野村萬斎 野村裕基 

【演目】狂言鑑賞講座 小舞「芦刈（あしかり）」 狂言「咲嘩（さっか）」 狂言「宗論（しゅうろん）」 

完売いたしました 

全席指定 Ｓ席5,000 円 

Ａ席4,000 円  

Ｂ席 3,000 円 

Ｂ席(学生) 2,000 円 

3 月11 日(金)   平日の贈り物♪ランチタイムコンサートVol.40 浜まゆみマリンバ・リサイタル 

12:00 開演 

サブホール 

マリンバの温かく豊かな音色に包まれるひととき 

【出演】浜まゆみ（マリンバ） 新居由佳梨（ピアノ） 

【プログラム】A.ローゼンブラッド arr.浜まゆみ＆新居由佳梨：カルメンファンタジー 

       安倍圭子：祭りの太鼓    黒人霊歌 arr.野口道子：アメイジング・グレイス ほか 

好評発売中！ 

全席自由 1,000 円 

3 月26 日(土)～28(月) 第９回ミュージカル・ワークショップ in とちぎ海浜自然の家 

とちぎ海浜自然の家 歌･ダンス･演技を組み合わせたプログラムをマスターしてステージに立とう！ 

2022 年4 月に行われるミュージカル･フェスティバルで発表の場を体験できる人気のワークショップ！ 

 

申込みは終了しました 

4 月17 日(日)    第 15 回ミュージカルフェスティバル in 宇都宮 

13:00 開演 

メインホール 

県内で活躍する子どもたちを中心にしたミュージカル団体のオリジナル作品が集結！ 

子どもたちにしかできない生き生きとした演技・ダンス・歌をお楽しみください。 

 

3 月1 日（火）発売開始 

全席指定 2,500 円 

４月３０日(土)   【いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会文化プログラム事業】古典芸能三人会 ～栃木県文化功労者の舞台～ 

14:00 開演 

メインホール 

古典芸能の継承と発展を未来につなぐ、栃木県文化功労者による至極の舞台をお楽しみください。 

【出演】安久都和夫（能楽 謡曲） 鈴木凱山（吟詠剣詩舞） 和久文子（邦楽 筝曲） 

【第一部】 芸の継承（文化功労者と門下生による舞台）  

【第二部】文化功労者の芸（文化功労者による舞台） 

好評発売中！ 

全席自由 一般 2,000 円 

     学生 1,000 円 

５月１５日(日)   【いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会文化プログラム事業】【とちぎ舞台芸術アカデミー2022《音楽部門》】 

第2 回 栃木県新人音楽家演奏会－未来にはばたけとちぎの音楽人 

14:00 開演 

メインホール 

 

栃木県ゆかりの新人音楽家による演奏会。 

県内及び首都圏の音楽大学等と連携し、栃木県ゆかりの新人音楽家に演奏発表の機会を提供し、本県音楽文化の担

い手の育成を図るとともに、演奏者の栃木県における音楽活動を支援することにより、ひいては栃木県音楽文化の

振興・発展に寄与することを目的として開催します。 

 

3 月18 日（金）発売開始 

 

全席自由 一般 1,000 円 

学生・生徒・児童 無料 

（※要無料券） 

５月２２日(日)   小椋佳ファイナル・コンサート・ツアー 「余生、もういいかい」 

17:30 開演 

メインホール 

 

１ｓｔアルバム『青春～砂漠の少年～』発表から50 年。2014 年『生前葬コンサート』以降、第二の人生「余生」

を生きる小椋佳が、遂に2022 年、シンガーとしての活動に終止符を打ちます！ 

【出演】小椋佳 

好評発売中！ 

全席指定 一般 7,500 円 

※当日 500 円増し 

６月１５日(水)   【いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会文化プログラム事業】 

平日の贈り物♪ランチタイムコンサート Vol.41 下司愉宇起 ～童謡からオペラまで、癒しと希望の歌コンサート～ 

12:00 開演 

サブホール 

 

童謡からオペラ、ポップスまで。多彩な音楽をお届け！歌手・指揮者・作詞家として多方面で活躍する音楽家。 

音楽のジャンルを越え、心の琴線に触れる歌をお届けします。 

【出演】下司愉宇起 

【プログラム】(予定) 中田喜直：夏の思い出 村松崇継：いのちの歌 プッチーニ：誰も寝てはならぬ ほか 

４月１５日（金）発売開始 

 

全席自由 1,000 円 

   

   

   

チケットのお求めは、栃木県総合文化センターまで！ ご来場お待ちしております ♪ 



 

 

 

 

 

 

 

6 月25 日（土）  劇団四季ミュージカル「ロボット・イン・ザ・ガーデン」 

17:30 開演 

メインホール 

世界各国で多くのファンに愛されている小説を、劇団四季がオリジナルミュージカルとして舞台化。心に傷を抱え

た男と壊れかけのロボットによる、トラブルだらけの旅。大切なものに気づき、成長していく物語を、オリジナル

の楽曲と華やかな演出で彩ります。 

4 月16 日（土）発売開始 

全席指定 S 席 9,900 円 

A 席 8,800 円 

B 席 6,600 円 

    C 席 4,400 円 

7 月2 日(土)   創立40 周年ツアー 鼓童ワン・アース・ツアー2022～童 

17:00 開演 

メインホール 

 

佐渡を拠点に活動し、伝統的な音楽芸能を現代へ再創造する太鼓芸能集団「鼓童（こどう）」。 52 の国と地域で

6,500 回を超える公演を行なってきました。なかでも、多様な文化や生き方が響き合う「ひとつの地球」をテーマ

とした「ワン・アース・ツアー」は、世界各地で4,000 回を数えています。 

魂が動き出す、いのちのリズムをどうぞ生でご体感ください！ 

【演目】三宅、大太鼓、屋台囃子 ほか 

4 月29 日（金祝） 

発売開始 

全席指定 一般 6,000 円 

U25(25 歳以下)3,000 円 

お問い合わせ 

栃木県総合文化センタープレイガイド 028-643-1013 (10：00～19：00)  

インターネット予約：https://www.e-get.jp/tochigi/pt/（24H） 

※公演によってチケットの販売方法が異なります。詳しくはホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。 

※上記は 2022 年 3 月 1 日現在の情報です。各公演の最新情報は、栃木県総合文化センターホームページをご覧ください。 

ネット予約はこちら！ 

栃木県文化功労者による至極の舞台！！ 
栃木県文化功労者・・・毎年栃木県が表彰する県の文化振興に著しく貢献した方々です。 

出 演 

安久都 和夫【平成21年度受賞】 能楽 謡曲  

鈴木 凱山 【平成25年度受賞】 吟詠剣詩舞  

和久 文子 【平成29年度受賞】 邦楽 筝曲  

4/30（土）古典芸能三人会 

マリンバって？ 

温かく深みのある木の音色が特徴の鍵盤打楽器です。ピアノのように並べられた 

木の鍵盤をマレットとよばれるばちでたたくと、豊かな音が響きます。 

さまざまな素材と形のマレットにもご注目ください！ 

平日の贈り物 ランチタイムコンサートVol.40 

3/11（金）浜まゆみ マリンバ・リサイタル チケット好評発売中！ 

5/15（日）第2回 新人音楽家演奏会 

各音楽大学等の学長より推薦された、栃木県ゆかりの新人音楽家たちによる熱意あふれる演奏会！ 

★出演者名・演奏曲目は決定次第、栃木県総合文化センターHP にて発表いたします。 

 

 

 

【学生・生徒・児童のお客さまの入場について】  

事前に栃木県総合文化センタープレイガイド／インターネットにて「無料入場チケット」をお申込みください！ 

※高校生以上の方はご入場時、学生証が必要です。 

※セブンイレブン受取の手数料はお客さまご負担となります。〔支払手数料 165 円/件＋発券手数料 110 円/枚〕 

※栃木県総合文化センター窓口受取は手数料無料です。 

チケット好評発売中！ 

3/18（金）10:00～ 

発売開始！ 

－未来にはばたけとちぎの音楽人－ 

公演情報  

時間/会場：14:00 開演 栃木県総合文化センター メインホール 

チケット：一般：1,000 円 学生・生徒・児童：無料（※要無料券） 

〈いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会文化プログラム事業〉 

〈いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会文化プログラム事業〉 


