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日立シビックセンター
TEL：0294-24-7711

〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1

●JR常磐線「日立駅」中央口下車・徒歩3分
●常磐自動車道「日立中央IC」から車8分
●地下駐車場／255台（1時間無料、以降30分100円）
●チケット取扱い／10：00～18：00
●休館日／毎月最終月曜日、年末年始

日立市民会館 多賀市民会館
TEL：0294-34-1727

〒316-0013 茨城県日立市千石町2-4-20

●JR常磐線「常陸多賀駅」下車・徒歩10分
●常磐自動車道「日立南太田IC」から車20分
●有料駐車場／99台（30分100円）
●チケット取扱い／9：00～17：00
●休館日／毎週火曜日、年末年始
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第27回 ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

布袋寅泰 HOTEI Live In Japan 2017～Paradox Tour～

Hitachi Starlight Illumination 2017
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地域社会の発展と心豊かなまちづくりに寄与する財団です　公益財団法人日立市民科学文化財団平成29年9月1日発行　指定管理者 公益財団法人日立市民科学文化財団が主催する事業情報です。 掲載内容は8月31日現在の情報です。 都合により変更する場合がございます。

Hitachi Starlight Illumination 2017
布袋寅泰 HOTEI Live In Japan 2017
～Paradox Tour～

第27回 ひたち秋祭り～郷土芸能大祭天球劇場秋の新番組レコメン!! Vol.4 Gentle Forest Jazz Band

TEL：0294-22-6481
〒317-0063 茨城県日立市若葉町1-5-8

●JR常磐線「日立駅」中央口下車・徒歩15分
●常磐自動車道「日立中央IC」から車6分
●満車の場合は日立市役所駐車場、近隣有料駐車場をご

利用ください。カスミへの駐車は固くお断りいたします。
●チケット取扱い／9：00～17：00
●休館日／毎週火曜日、年末年始

PiCK UP お す す め 情 報

Hitachi Starlight Illumination 2017
日立市の冬を彩る「Hitachi Starlight Illumination」。今年は「ひたちらしい光」をテーマに輝く、様々な光をお楽しみください。
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今年で創立25年目となる、日立シビックセンターを拠点に
活動する弦楽オーケストラの定期演奏会です。子どもたちに
よる息の合った演奏をお楽しみください。

［お問合せ：日立シビックセンター］

11/12㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［出　演］ ひたちジュニア弦楽合奏団
　　　　  指揮：蒲生克郷

［曲　目］ ヘンデル：組曲変ロ長調、
　　　　  シベリウス：アンダンテフェスティーボ ほか

ひたちジュニア弦楽合奏団 第25回定期演奏会

入場無料

今年も国際交流の輪を広げるために、日立市内の国際交流
団体が集まり、おまつりを開催します。

【主なコーナー】 
アジア文化紹介、日本文化体験、外国人の皆さんによる意見
発表会、国際屋台村 ほか

【展示コーナー】
絵画展、写真展 ほか
期間 11/8（水）～11/12（日）9:00～17:00（最終日は15:00まで）

［お問合せ：日立シビックセンター］

11/11㊏ 10：00～16：00
［会　場］ 多賀市民プラザ
［入場料］ 無料※一部のコーナーは有料です。

第15回ひたち国際文化まつり

入場無料

9/16発売

アロマで愉しむプラネタリウム～紅葉の香り～

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。紅葉をイメージした香りの中、秋の夜空に
描かれる星座たちを中心にご紹介します。

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

10/20㊎ 19：00開演
10/21㊏ 18：00開演

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 500円
　　　　  ※年間パスポートでご入場いただけます。

全席自由

9/16発売 10/15 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

最新の科学が描き出す現代的な宇宙像と最新の観測から明らかになった「暗黒物質」や「暗黒エネ
ルギー」について詳しくお話します。また、日本が主導する「すばる望遠鏡 SuMIRe 計画」がどのよ
うな役割を果たすと期待されているのか、ビッグデータサイエンスの裏側にも焦点を当てます。

10/29㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］
 一般1,000円、学生500円、親子ペア1,200円

［講　師］ 西道啓博
　　　　  （カブリ数物連携宇宙研究機構（Kavli IPMU）特任助教）

全席指定

天文講演会
「すばる望遠鏡 ビッグデータから迫る宇宙の暗黒成分」

迫力のサウンドとテクニックで世界中を魅了してやまない布
袋寅泰の全国ツアーが日立で開催決定！全世代を虜にする
名曲の数々をお楽しみください。
※3歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。
※お子様の会場における安全責任は、同行保護者に負っていただきます。

9/9発売 ［お問合せ：日立市民会館］

11/5㊐ 17：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 8,000円全席指定

布袋寅泰 HOTEI Live In Japan 2017 ～Paradox Tour～

踊れるスウィングジャズに“今”の要素を盛り込んだ劇場型ビッグバンド、Gentle 
Forest Jazz Band！！リーダーのジェントル久保田を中心とした、総勢21名から成
る現在進行形オリジナル スィング ジャズ オーケストラによるエンターテイメント溢
れるライヴは、見る人の鼓動を打ち、ウキウキ心を燃え上がらせる！！
※ドリンクなどのサービス（有料）を予定しています。

12/1㊎ 19：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール　［入場料］ 3,000円全席自由

レコメン!! Vol.4 Gentle Forest Jazz Band

発売中 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］11/17

障がいのある方の「心の表現」を発表する、文化活動の祭典です。
①ニコニコオンステージ：障がい者福祉施設利用者やグループの
パワフルな楽器演奏、歌、ダンス発表を行います。
②ニコニコミュージアム：創造性・独創性に富んだ絵画などの作品
展示、心を込めて手作りしたお菓子・陶器・アクセサリーなどのオリ
ジナル商品が集まる販売コーナーをお楽しみください。

［お問合せ：日立シビックセンター］

12/2㊏、12/3㊐ 10：00～16：00（予定）
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール、ギャラリー
［内　容］ ①ニコニコオンステージ（楽器演奏、ダンス発表など）
　　　　  ②ニコニコミュージアム（展示、販売コーナーなど）

ニコ・カーニバル～笑顔でつなごう幸せの輪

入場無料

9/23発売

日本の不条理劇のパイオニア別役実の名作戯曲を上演します。
とある街にセールスに来た男がバスを待つ間に出会う奇妙な女たち。
それぞれに夫を亡くしたと言い、男はその思い出話に振り回されていきます。
作：別役実、演出：河原将子（演劇事務所'99）

［お問合せ：多賀市民会館］

12/2㊏14：00／18：00、12/3㊐ 11：00／15：00
［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］ 一　般 1,300円（当日1,500円）
 高校生 500円、中学生以下 無料

［出　演］ 演劇事務所'99

全席自由

ひたち街角小劇場 第36弾 「場所と思い出」

前回公演より（演劇事務所'99）

10/11発売

2017年アカデミー賞最多6部門受賞作品。
観るもの全てが恋に落ちる、極上のミュージカル・エンターテ
イメントを大スクリーンでお楽しみください。

［お問合せ：日立市民会館］

12/3㊐ 10：00／14：00
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 1,000円 全席自由

映画「ラ・ラ・ランド」上映会

初音家左橋

2018.1/20㊏ 13：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 2,000円
［出　演］ 初音家左橋（落語）、小泉ポロン（マジック）、
　　　　  三遊亭吉窓（落語）

実力派真打による落語会。一年の始まりを粋な笑いでお楽しみ
ください。お楽しみ抽選会、しびっく寄席茶屋をご用意してお待
ちしています。

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

全席指定

初春落語会

10/21発売 1/12

2018.1/21㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 大人 1,000円、こども 500円
 ペア 1,300円

［出　演］ 第一部 日立市少年少女合唱団、
　　　　  　　　 ひたち童謡を歌う会 ほか
　　　　  第二部 井上あずみ&ゆーゆ、佐藤弘道

11/11発売

第一部は市内の幼稚園とコーラスグループによる合唱コンサート。第二部はとなり
のトトロでお馴染みの井上あずみさんとゆーゆさん親子、体操のお兄さんとしてテ
レビで活躍中の佐藤弘道さんをゲストにお迎えしてのファミリーコンサートです。ど
うぞお楽しみに！

［お問合せ：日立市民会館］

全席指定

第30回ひたち童謡のつどい

井上あずみ＆ゆーゆ 佐藤弘道

10/14発売

型破りな楽しさと底抜けの明るさに満ちた作品は、今なお世界中で愛されている名
作です。劇団飛行船のマスクプレイミュージカルでお楽しみください。

［お問合せ：日立市民会館］

12/13㊌・12/14㊍ 10：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ S席 2,000円
 A席 1,500円
 B席 1,200円

［出　演］ 劇団飛行船

劇団飛行船マスクプレイミュージカル「オズの魔法使い」

全席指定

9/16発売

参加者の意見を取り入れたオリジナルのバーチャル宇宙の作成を実演し、最新の観
測データと照らし合わせた統計分析を行います。

［お問合せ：日立シビックセンターチケットカウンター］

10/29㊐ 16：00～17：30
［会　場］ 日立シビックセンター科学館
［入場料］ 1,000円
［定　員］ 30人
［対　象］ 18歳以上
［講　師］ 西道啓博（カブリ数物連携宇宙研究機構（Kavli IPMU）特任助教）

全席自由

サイエンスカフェ「コンピューターで創る宇宙と統計」

発売中

カティア・カルデナルコンサート
中米ニカラグアの歌姫とスーパー・クンビアバンド「ラ・クネータ」

中米ニカラグアの国民的シンガー・ソングライター、カティア・カルデナルの初来日
公演。北米、アジア、ヨーロッパなど世界３０ヵ国以上で大人気を博すカティアとと
もに、2016年ラテン・グラミー賞にノミネートされたスーパー・クンビアバンド「ラ・
クネータ」をバックにした豪華なステージ。優雅で贅沢な中米ニカラグアの風を感
じてください。

［お問合せ：日立市民会館］

10/25㊌ 18：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ S席 5,700円
 A席 5,200円

［曲　目］ 傷ついた蝶（Mariposa De Alas Rotas）
　　　　  何処へ？（A Donde Van？）
　　　　  開かれた家（Casa Abierta） ほか

全席指定

渡辺美里 M・Generation Tour 2017

「Ｍｙ Revolution」「サマータイム ブルース」「恋したっていいじゃない」など、多くの
ヒット曲を生み出した渡辺美里の全国ツアー日立公演がついに実現。彼女のファンの
みならず、ポップスファンの皆様が楽しめる珠玉の名曲の数々をお楽しみください。
※未就学児のご入場はご遠慮ください。

発売中 ［お問合せ：日立市民会館］

10/15㊐ 17：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  7,300円(当日7,800円）全席指定

日立シビックセンター TEL：0294-24-7711
日立シビックセンター チケットカウンター  TEL：0294-24-7720
日立市民会館 TEL：0294-22-6481
多賀市民会館 TEL：0294-34-1727

【お問合せ先について】

【表記について】
申込不要ですので、
当日お越しください ○/○ ベビーシッターサービス

表記の日付までにお申込みください
（料金：お子様一人につき1,000円）

○日立シビックセンター チケットカウンター
　発売日当日10:00～窓口発売開始
　残席があった場合のみ、翌日10:00～電話予約開始

○日立市民会館／多賀市民会館
　発売日当日9:00～窓口発売開始
　残席があった場合のみ、当日13:30～電話予約開始

【チケット発売について】

第27回 ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

全国各地の郷土芸能や、市内中学生の芸能競演を堪
能できる、日立市の秋の一大風物詩。今回は、北は北
海道、南は沖縄から名高い芸能をお招きします。全国
にも類のない特設大ステージでの演舞は圧巻です。
また、１０/８（日）には、街中での芸能パレードもお楽し
みいただけます。

［会　場］ 日立シビックセンター新都市広場 ほか
［出　演］ 【招待芸能】10/7
　　　　  ○アイヌ古式舞踊（北海道釧路市）
　　　　  ○エイサー（沖縄県沖縄市）
　　　　  ○御陣乗太鼓（石川県輪島市）
　　　　  ○龍舞（兵庫県神戸市）
　　　　  ○秩父屋台囃子（埼玉県秩父市）
　　　　  【青少年フェスティバル】10/8
　　　　  日立市内中学校３校（十王、河原子、久慈）
　　　　  ＊時間と内容は全て予定
　　　　  ＊両日ともに雨天中止

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

10/7㊏ 13:00～14:30 日立荒馬踊り
 18:00～19:45 全国の芸能「夢」の競演
10/8㊐ 11:00～13:00 芸能パレード、地元団体芸能披露
 15:00～16:00 青少年フェスティバル

10月

10/8発売

伊勢正三とイルカのスペシャルコンサートが実現！！二人の物語が皆さんの心に沁み
わたることでしょう。

「なごり雪」「海岸通」「雨の物語」「22才の別れ」「サラダの国から来た娘」など時を
経て今もなお心に残る名曲の数々をお届けします。

［お問合せ：日立市民会館］

2018.2/10㊏ 17：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ S席 6,500円
 A席 6,000円

全席指定

伊勢正三＆イルカコンサート～二人の物語～

伊勢正三 イルカ

前 売 情 報

12月

11月

2 3



今年で創立25年目となる、日立シビックセンターを拠点に
活動する弦楽オーケストラの定期演奏会です。子どもたちに
よる息の合った演奏をお楽しみください。

［お問合せ：日立シビックセンター］

11/12㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［出　演］ ひたちジュニア弦楽合奏団
　　　　  指揮：蒲生克郷

［曲　目］ ヘンデル：組曲変ロ長調、
　　　　  シベリウス：アンダンテフェスティーボ ほか

ひたちジュニア弦楽合奏団 第25回定期演奏会

入場無料

今年も国際交流の輪を広げるために、日立市内の国際交流
団体が集まり、おまつりを開催します。

【主なコーナー】 
アジア文化紹介、日本文化体験、外国人の皆さんによる意見
発表会、国際屋台村 ほか

【展示コーナー】
絵画展、写真展 ほか
期間 11/8（水）～11/12（日）9:00～17:00（最終日は15:00まで）

［お問合せ：日立シビックセンター］

11/11㊏ 10：00～16：00
［会　場］ 多賀市民プラザ
［入場料］ 無料※一部のコーナーは有料です。

第15回ひたち国際文化まつり

入場無料

9/16発売

アロマで愉しむプラネタリウム～紅葉の香り～

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。紅葉をイメージした香りの中、秋の夜空に
描かれる星座たちを中心にご紹介します。

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

10/20㊎ 19：00開演
10/21㊏ 18：00開演

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 500円
　　　　  ※年間パスポートでご入場いただけます。

全席自由

9/16発売 10/15 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

最新の科学が描き出す現代的な宇宙像と最新の観測から明らかになった「暗黒物質」や「暗黒エネ
ルギー」について詳しくお話します。また、日本が主導する「すばる望遠鏡 SuMIRe 計画」がどのよ
うな役割を果たすと期待されているのか、ビッグデータサイエンスの裏側にも焦点を当てます。

10/29㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］
 一般1,000円、学生500円、親子ペア1,200円

［講　師］ 西道啓博
　　　　  （カブリ数物連携宇宙研究機構（Kavli IPMU）特任助教）

全席指定

天文講演会
「すばる望遠鏡 ビッグデータから迫る宇宙の暗黒成分」

迫力のサウンドとテクニックで世界中を魅了してやまない布
袋寅泰の全国ツアーが日立で開催決定！全世代を虜にする
名曲の数々をお楽しみください。
※3歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。
※お子様の会場における安全責任は、同行保護者に負っていただきます。

9/9発売 ［お問合せ：日立市民会館］

11/5㊐ 17：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 8,000円全席指定

布袋寅泰 HOTEI Live In Japan 2017 ～Paradox Tour～

踊れるスウィングジャズに“今”の要素を盛り込んだ劇場型ビッグバンド、Gentle 
Forest Jazz Band！！リーダーのジェントル久保田を中心とした、総勢21名から成
る現在進行形オリジナル スィング ジャズ オーケストラによるエンターテイメント溢
れるライヴは、見る人の鼓動を打ち、ウキウキ心を燃え上がらせる！！
※ドリンクなどのサービス（有料）を予定しています。

12/1㊎ 19：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール　［入場料］ 3,000円全席自由

レコメン!! Vol.4 Gentle Forest Jazz Band

発売中 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］11/17

障がいのある方の「心の表現」を発表する、文化活動の祭典です。
①ニコニコオンステージ：障がい者福祉施設利用者やグループの
パワフルな楽器演奏、歌、ダンス発表を行います。
②ニコニコミュージアム：創造性・独創性に富んだ絵画などの作品
展示、心を込めて手作りしたお菓子・陶器・アクセサリーなどのオリ
ジナル商品が集まる販売コーナーをお楽しみください。

［お問合せ：日立シビックセンター］

12/2㊏、12/3㊐ 10：00～16：00（予定）
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール、ギャラリー
［内　容］ ①ニコニコオンステージ（楽器演奏、ダンス発表など）
　　　　  ②ニコニコミュージアム（展示、販売コーナーなど）

ニコ・カーニバル～笑顔でつなごう幸せの輪

入場無料

9/23発売

日本の不条理劇のパイオニア別役実の名作戯曲を上演します。
とある街にセールスに来た男がバスを待つ間に出会う奇妙な女たち。
それぞれに夫を亡くしたと言い、男はその思い出話に振り回されていきます。
作：別役実、演出：河原将子（演劇事務所'99）

［お問合せ：多賀市民会館］

12/2㊏14：00／18：00、12/3㊐ 11：00／15：00
［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］ 一　般 1,300円（当日1,500円）
 高校生 500円、中学生以下 無料

［出　演］ 演劇事務所'99

全席自由

ひたち街角小劇場 第36弾 「場所と思い出」

前回公演より（演劇事務所'99）

10/11発売

2017年アカデミー賞最多6部門受賞作品。
観るもの全てが恋に落ちる、極上のミュージカル・エンターテ
イメントを大スクリーンでお楽しみください。

［お問合せ：日立市民会館］

12/3㊐ 10：00／14：00
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 1,000円 全席自由

映画「ラ・ラ・ランド」上映会

初音家左橋

2018.1/20㊏ 13：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 2,000円
［出　演］ 初音家左橋（落語）、小泉ポロン（マジック）、
　　　　  三遊亭吉窓（落語）

実力派真打による落語会。一年の始まりを粋な笑いでお楽しみ
ください。お楽しみ抽選会、しびっく寄席茶屋をご用意してお待
ちしています。

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

全席指定

初春落語会

10/21発売 1/12

2018.1/21㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 大人 1,000円、こども 500円
 ペア 1,300円

［出　演］ 第一部 日立市少年少女合唱団、
　　　　  　　　 ひたち童謡を歌う会 ほか
　　　　  第二部 井上あずみ&ゆーゆ、佐藤弘道

11/11発売

第一部は市内の幼稚園とコーラスグループによる合唱コンサート。第二部はとなり
のトトロでお馴染みの井上あずみさんとゆーゆさん親子、体操のお兄さんとしてテ
レビで活躍中の佐藤弘道さんをゲストにお迎えしてのファミリーコンサートです。ど
うぞお楽しみに！

［お問合せ：日立市民会館］

全席指定

第30回ひたち童謡のつどい

井上あずみ＆ゆーゆ 佐藤弘道

10/14発売

型破りな楽しさと底抜けの明るさに満ちた作品は、今なお世界中で愛されている名
作です。劇団飛行船のマスクプレイミュージカルでお楽しみください。

［お問合せ：日立市民会館］

12/13㊌・12/14㊍ 10：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ S席 2,000円
 A席 1,500円
 B席 1,200円

［出　演］ 劇団飛行船

劇団飛行船マスクプレイミュージカル「オズの魔法使い」

全席指定

9/16発売

参加者の意見を取り入れたオリジナルのバーチャル宇宙の作成を実演し、最新の観
測データと照らし合わせた統計分析を行います。

［お問合せ：日立シビックセンターチケットカウンター］

10/29㊐ 16：00～17：30
［会　場］ 日立シビックセンター科学館
［入場料］ 1,000円
［定　員］ 30人
［対　象］ 18歳以上
［講　師］ 西道啓博（カブリ数物連携宇宙研究機構（Kavli IPMU）特任助教）

全席自由

サイエンスカフェ「コンピューターで創る宇宙と統計」

発売中

カティア・カルデナルコンサート
中米ニカラグアの歌姫とスーパー・クンビアバンド「ラ・クネータ」

中米ニカラグアの国民的シンガー・ソングライター、カティア・カルデナルの初来日
公演。北米、アジア、ヨーロッパなど世界３０ヵ国以上で大人気を博すカティアとと
もに、2016年ラテン・グラミー賞にノミネートされたスーパー・クンビアバンド「ラ・
クネータ」をバックにした豪華なステージ。優雅で贅沢な中米ニカラグアの風を感
じてください。

［お問合せ：日立市民会館］

10/25㊌ 18：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ S席 5,700円
 A席 5,200円

［曲　目］ 傷ついた蝶（Mariposa De Alas Rotas）
　　　　  何処へ？（A Donde Van？）
　　　　  開かれた家（Casa Abierta） ほか

全席指定

渡辺美里 M・Generation Tour 2017

「Ｍｙ Revolution」「サマータイム ブルース」「恋したっていいじゃない」など、多くの
ヒット曲を生み出した渡辺美里の全国ツアー日立公演がついに実現。彼女のファンの
みならず、ポップスファンの皆様が楽しめる珠玉の名曲の数々をお楽しみください。
※未就学児のご入場はご遠慮ください。

発売中 ［お問合せ：日立市民会館］

10/15㊐ 17：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  7,300円(当日7,800円）全席指定

日立シビックセンター TEL：0294-24-7711
日立シビックセンター チケットカウンター  TEL：0294-24-7720
日立市民会館 TEL：0294-22-6481
多賀市民会館 TEL：0294-34-1727

【お問合せ先について】

【表記について】
申込不要ですので、
当日お越しください ○/○ ベビーシッターサービス

表記の日付までにお申込みください
（料金：お子様一人につき1,000円）

○日立シビックセンター チケットカウンター
　発売日当日10:00～窓口発売開始
　残席があった場合のみ、翌日10:00～電話予約開始

○日立市民会館／多賀市民会館
　発売日当日9:00～窓口発売開始
　残席があった場合のみ、当日13:30～電話予約開始

【チケット発売について】

第27回 ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

全国各地の郷土芸能や、市内中学生の芸能競演を堪
能できる、日立市の秋の一大風物詩。今回は、北は北
海道、南は沖縄から名高い芸能をお招きします。全国
にも類のない特設大ステージでの演舞は圧巻です。
また、１０/８（日）には、街中での芸能パレードもお楽し
みいただけます。

［会　場］ 日立シビックセンター新都市広場 ほか
［出　演］ 【招待芸能】10/7
　　　　  ○アイヌ古式舞踊（北海道釧路市）
　　　　  ○エイサー（沖縄県沖縄市）
　　　　  ○御陣乗太鼓（石川県輪島市）
　　　　  ○龍舞（兵庫県神戸市）
　　　　  ○秩父屋台囃子（埼玉県秩父市）
　　　　  【青少年フェスティバル】10/8
　　　　  日立市内中学校３校（十王、河原子、久慈）
　　　　  ＊時間と内容は全て予定
　　　　  ＊両日ともに雨天中止

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

10/7㊏ 13:00～14:30 日立荒馬踊り
 18:00～19:45 全国の芸能「夢」の競演
10/8㊐ 11:00～13:00 芸能パレード、地元団体芸能披露
 15:00～16:00 青少年フェスティバル

10月

10/8発売

伊勢正三とイルカのスペシャルコンサートが実現！！二人の物語が皆さんの心に沁み
わたることでしょう。

「なごり雪」「海岸通」「雨の物語」「22才の別れ」「サラダの国から来た娘」など時を
経て今もなお心に残る名曲の数々をお届けします。

［お問合せ：日立市民会館］

2018.2/10㊏ 17：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ S席 6,500円
 A席 6,000円

全席指定

伊勢正三＆イルカコンサート～二人の物語～

伊勢正三 イルカ

前 売 情 報

12月

11月

2 3



講座情報（先着順） 募集 （募集人数の表記がある場合は先着順）

能楽文化サロン「能と源氏物語」おとな

『源氏物語』を題材とした能「浮船」「半蔀」についてお話します。源氏物語に登場する
女性の浮船と夕顔についてもお話します。また、解説途中に能の舞の実演もご覧い
ただきます。

12/9㊏ 14：00～16：30
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号
［募集人数］ 70人
［講　師］ 関根利一（茨城県立多賀高等学校教諭）
［受講料］ 100円（資料代として）

申
込 10/21㊏ 10:00～ 0294-24-7755

10/15㊐ 15：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 第２音楽室
［定　員］ 70人
［出　演］ 大浦智弘（お話・ピアノ）、薄井美伽（ソプラノ）
　　　　 中島愛恵（メゾ・ソプラノ）、佐藤千洋（ヴァイオリン）

［曲　目］ 《タイス》より「間奏曲：タイスの瞑想曲」 ほか
［入場料］ 無料

オペラの魅力を伝えるコンサート。今回のテーマは「マエストロは名探偵」。指揮者
の大浦智弘氏が名探偵に扮し、作品の秘密を明らかにしていきます。ソリスト二人
に弦楽器奏者を加えた編成でお贈りする、迫力の演奏をお楽しみに。

うたとお話で綴るオペラコンサートPartⅡ～指揮者編～こども おとな

申
込 定員に達したため受付を終了しました 0294-24-7755

大浦智弘 佐藤千洋

12/17㊐
①10：30～12：30 「すしケーキ」
②13：30～15：30 「サンタクロース」

［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［対　象］ 小学生以上の親子
［募集人数］ 各回12組
［講　師］ 中矢千賀子（絵巻きずしインストラクター）
［受講料］ 1組3,000円

毎年好評の絵巻きずし親子クッキングを今年も開催！午前
は「すしケーキ」、午後は「サンタクロース」に挑戦します。
お好みのコースをお選びください。

シビックサロン
「クリスマス絵巻きずし親子クッキング」おやこ

申
込 10/14㊏ 10:00～ 0294-24-771112/8

５０周年記念定期演奏会「あいあいコンサート」に出演してくれる卒団生及び在籍
経験者を募集します。思い出の曲を現在の団員たちと楽しく歌いながら素敵なひ
とときを過ごしませんか。

2018.3/25㊐ 13：30～15：30
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［対　象］
 昭和４２年設立当初から
 平成２８年度までの卒団生及び在籍経験者

［募集人数］ 30人
［参加料］ 無料

日立市少年少女合唱団 50周年記念定期演奏会「あいあいコンサート」
OB、OG出演者募集こども おとな

0294-22-6481 0294-22-6633
日立市少年少女合唱団事務局

（日立市民会館内） hitachi-hall@civic.jp

申

　
　込

2018.1/31㊌ 必着

歌の大好きな仲間を大募集します。
「歌ってみたいけど、音楽のことが分からない」という方も大丈夫！先生がやさしく
基本から教えてくれます。

［活動日］ 毎週土曜日
［会　場］ 中小路交流センター など
［対　象］ 市内に住む
 　　　　 小学1年生～高校3年生

［団　費］
 ジュニアクラス（小学生）：2,000円／月
 シニアクラス（中・高生）：1,500円／月

日立市少年少女合唱団 団員募集こども

申

　
　込

受付中

0294-22-6481 0294-22-6633

日立市少年少女合唱団事務局（日立市民会館内）

申
込 受付中 0294-24-7731

シビックサイエンススタッフ募集おとな

科学の面白さを伝えたい方、科学・天文が好き
な方など、科学館でボランティアをしてみませ
んか？

［対　象］ 18歳以上（高校生は除く）
［募集人数］ 10人
［参加料］ 無料

10/12㊍  10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［募集人数］ 24人
［講　師］ 増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）
［受講料］ 500円

「星は好きだけれど名前が覚えられない」「どこにどんな星座があるのかわからない」
なんてことはありませんか？四季の星空をとおして、初心者の方にも分かりやすく天
文に触れていただけます。

大人のための天文教室
「冬の星空の楽しみ方」おとな

申
込 9/16㊏ 10:00～ 0294-24-7731

11/9㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［募集人数］ 24人
［講　師］ 田内広（茨城大学理学部、大学院理工学研究科）
［受講料］ 500円

放射線に関する基礎知識と放射線の健康影響（遺伝子、がんなど）についてお話し
ます。

大人のための科学教室
「やさしい放射線生物学」おとな

申
込 10/14㊏ 10:00～ 0294-24-7731

12/14㊍  10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［募集人数］ 24人
［講　師］ 永目諭一郎（日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター）
［受講料］ 500円

日本人研究者の新元素発見にまつわるエピソードも含め、元素の発見、その研究な
どについてお話します。

大人のための科学教室
「新元素発見を目指した日本の研究者たち－ニッポニウムからニホニウム」おとな

申
込 11/11㊏ 10:00～ 0294-24-7731

貸館情報 月日／催物名／主催

日立シビックセンター
音楽ホール

10/2㊊
11/5㊐
11/18㊏

11/23㊍
11/25㊏
11/26㊐
12/3㊐
12/10㊐
12/17㊐
12/23㊏

介護予防講演会
第55回あひる会合唱団定期演奏会
常磐大学吹奏楽団「同奏会2017」

第15回定期演奏会 Ａｕｔｕｍｎ Ｃｏｎｃｅｒｔ
茨城管楽合奏団第60回定期演奏会
Ｐａｃｅ Ｍｕｓｉｃ Ｆｅｓｔｉｖａｌ
日立交響楽団第124回定期演奏会
第10回ステージ勉強会
日立製作所日立事業所合唱団第53回定期演奏会
茨城大学混声合唱団第67回定期演奏会

日立市健康づくり推進課
あひる会合唱団

TOKIWAおんぷの会（常磐大学吹奏楽団、常磐短期大学吹奏楽部OB会）
水戸女子高等学校吹奏楽部

茨城管楽合奏団
ペース・メソッドひたちなか研究会

日立交響楽団
プメハナ　フラ　スタジオ

㈱日立製作所日立事業所日立会コーラス部
茨城大学混声合唱団

10/21㊏
11/3㊎
11/5㊐
11/19㊐

11/25㊏～11/26㊐

12/9㊏

環境教育活動発表会
常陸プロレス10周年記念大会
ピアノ発表会
マキ・ピアノ発表会
日立市芸術祭・第60回日立市民演劇祭 日立会演劇部第132回公演「落穂の天使」

クリスマスコンサート

日立市環境政策課
常陸プロレス

カンタービレの会
牧清美

日立演劇連盟、日立市、日立市文化協会
タカワ音楽教室

多用途ホール

10/7㊏～10/8㊐
10/9㊊～10/15㊐
10/18㊌～10/22㊐

10/28㊏

11/9㊍～11/12㊐
11/13㊊～11/19㊐

12/9㊏
12/13㊌～12/18㊊

12/23㊏

苑有書展
第3９回新世紀美術協会茨城支部展
川上泰司絵画展
としょかんまつり2017 本のリサイクルコーナー、手づくりコーナー

第９０回日本写真会展
第３２回魁美術会絵画展
みゅーずマルシェ
茨城県高等学校定時制通信制芸術展
消費生活展

佐藤有苑
新世紀美術協会茨城支部

川上泰司

日立市立記念図書館
日本写真会

魁美術会
日立商工会議所女性起業家交流グループみゅーずnet

茨城県高等学校定時制通信制教育振興会
消費生活展実行委員会、日立市

ギャラリー

10/29㊐ コミックラブ 木下れもん

新都市広場／マーブルホール

日立市民会館/ホール
10/1㊐
10/7㊏
10/9㊊
10/11㊌
10/14㊏
10/22㊐
10/28㊏
11/4㊏
11/8㊌
11/12㊐

11/16㊍～11/17㊎
11/19㊐

11/24㊎～11/26㊐
12/17㊐

第59回民謡民舞定期発表会
BigBandコンサート
明治大学マンドリンクラブチャリティコンサート
森寿男＆ブルーコーツオーケストラ
介護予防と映画のつどい
ミュージカルシンデレラストーリー
第44回秋季コンクール大会
ベネッセ冬コンサート「しまじろう」
五木寛之講演会
第53回市民音楽祭
日立市小中学校音楽会
日本舞踊発表会
日立地区文化祭
POPSコンサート

日立事業所日立会民謡部
ウィンドマシーンオーケストラ
明治大学校友会日立地域支部

常陽藝文センター
日立市介護予防啓発事業実行委員会

TEAM☆KOKORO
日立民謡民舞連合会

㈱サンライズプロモーション東京
県北生涯学習センター

日立市民音楽連盟
日立市教育研究会 研究部

みどりよ会
日立地区文化協会
日立市民吹奏楽団

多賀市民会館/ホール
10/1㊐
10/9㊊
10/28㊏
10/29㊐

11/18㊏～11/19㊐

11/23㊍
11/26㊐
12/3㊐
12/9㊏
12/10㊐
12/23㊏

映画「はなちゃんのみそ汁」
エトワールバレエスタジオ第15回プチコンサート
大人のための音楽会（1部） ヤマハピアノ教室発表会（2部）
ヤマハピアノ教室発表会
日立市芸術祭 第60回日立市民演劇祭  劇団いちょうの会公演「熱海殺人事件」

ジョイフルコンサート2017
ジャパン歌謡信友会 第34回演歌まつり
ピアノコンサート
ありがとうまつり
ピアノ発表会
クリスマスコンサート2017　ふゆのおくりもの

映画上映実行委員会
エトワールバレエスタジオ

（株）クシダピアノ社
（株）クシダピアノ社

日立演劇連盟、日立市、日立市文化協会
（株）ヤマハミュージックリテイリング水戸店

ジャパン歌謡信友会
SAKASA

森山聖徳保育園
dolceの会

きくち音楽教室

第１７回青少年のための科学の祭典・日立大会

今年も県北最大級の科学のお祭りがやってきます。科学の工作や実験など、体験できるコーナーは約50種類。小学校か
ら大学の先生、ものづくりの職人や研究者、高校生や大学生のお兄さんお姉さんと一緒に楽しく体験しましょう。作った工
作は全部持ち帰ることができるので、袋を持ってきてくださいね。

金髪の天才物理学者が、ニュートリノと宇宙の関わりを分かりやすく解説します。

11/26㊐ 9：30～15：30
［会場］ 日立シビックセンター マーブルホール、ギャラリー ほか　［入場料］ 無料
［主催］ 青少年のための科学の祭典・日立大会 実行委員会、公益財団法人日本科学技術振興財団・科学技術館
［共催］ 公益財団法人日立市民科学文化財団

プロフィール １９７０年大阪生まれ。京都大学理学研究
科博士課程修了。京都大学化学研究所非常勤講師を経て、
現在、高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所
准教授。著書に『すごい実験――高校生にもわかる素粒子
物理の最前線』『すごい宇宙講義』『ニュートリノ』（いずれも
イースト・プレス）など。

PiCK UP お す す め 情 報

PiCK UP 1

「ニュートリノで解明する宇宙の究極の謎」
［時間］ 13:00～14:00　［講師］ 多田将
［会場］ 日立シビックセンター科学館サイエンススタジオ

特別講演会 要整理券

【お問合せ】 青少年のための科学の祭典・日立大会 実行委員会事務局
 （日立市教育委員会 生涯学習課　TEL 0294-22-3111）

2018年1～3月頃
開催予定
※詳細は決定次第、ホームページなどで
　お知らせします。

予告 シビックサロン「三線講座」
シビックサロン「茶道講座」開催決定！！

こども こども おとな
対 象

おとな おやこ

【申込受付時間について】日立シビックセンター 　10：00～18：00　　　日立市民会館／多賀市民会館　9：00～17：00

○/○ ベビーシッターサービス
表記の日付までにお申込みください（料金：お子様一人につき1,000円）

【表記について】

郵送でお送りください
※住所は裏表紙をご覧ください

直接ご持参ください
※住所は裏表紙をご覧ください電話でお申込みください ＦＡＸでお申込みください eメールで

お申込みください

4 5



講座情報（先着順） 募集 （募集人数の表記がある場合は先着順）

能楽文化サロン「能と源氏物語」おとな

『源氏物語』を題材とした能「浮船」「半蔀」についてお話します。源氏物語に登場する
女性の浮船と夕顔についてもお話します。また、解説途中に能の舞の実演もご覧い
ただきます。

12/9㊏ 14：00～16：30
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号
［募集人数］ 70人
［講　師］ 関根利一（茨城県立多賀高等学校教諭）
［受講料］ 100円（資料代として）

申
込 10/21㊏ 10:00～ 0294-24-7755

10/15㊐ 15：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 第２音楽室
［定　員］ 70人
［出　演］ 大浦智弘（お話・ピアノ）、薄井美伽（ソプラノ）
　　　　 中島愛恵（メゾ・ソプラノ）、佐藤千洋（ヴァイオリン）

［曲　目］ 《タイス》より「間奏曲：タイスの瞑想曲」 ほか
［入場料］ 無料

オペラの魅力を伝えるコンサート。今回のテーマは「マエストロは名探偵」。指揮者
の大浦智弘氏が名探偵に扮し、作品の秘密を明らかにしていきます。ソリスト二人
に弦楽器奏者を加えた編成でお贈りする、迫力の演奏をお楽しみに。

うたとお話で綴るオペラコンサートPartⅡ～指揮者編～こども おとな

申
込 定員に達したため受付を終了しました 0294-24-7755

大浦智弘 佐藤千洋

12/17㊐
①10：30～12：30 「すしケーキ」
②13：30～15：30 「サンタクロース」

［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［対　象］ 小学生以上の親子
［募集人数］ 各回12組
［講　師］ 中矢千賀子（絵巻きずしインストラクター）
［受講料］ 1組3,000円

毎年好評の絵巻きずし親子クッキングを今年も開催！午前
は「すしケーキ」、午後は「サンタクロース」に挑戦します。
お好みのコースをお選びください。

シビックサロン
「クリスマス絵巻きずし親子クッキング」おやこ

申
込 10/14㊏ 10:00～ 0294-24-771112/8

５０周年記念定期演奏会「あいあいコンサート」に出演してくれる卒団生及び在籍
経験者を募集します。思い出の曲を現在の団員たちと楽しく歌いながら素敵なひ
とときを過ごしませんか。

2018.3/25㊐ 13：30～15：30
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［対　象］
 昭和４２年設立当初から
 平成２８年度までの卒団生及び在籍経験者

［募集人数］ 30人
［参加料］ 無料

日立市少年少女合唱団 50周年記念定期演奏会「あいあいコンサート」
OB、OG出演者募集こども おとな

0294-22-6481 0294-22-6633
日立市少年少女合唱団事務局

（日立市民会館内） hitachi-hall@civic.jp

申

　
　込

2018.1/31㊌ 必着

歌の大好きな仲間を大募集します。
「歌ってみたいけど、音楽のことが分からない」という方も大丈夫！先生がやさしく
基本から教えてくれます。

［活動日］ 毎週土曜日
［会　場］ 中小路交流センター など
［対　象］ 市内に住む
 　　　　 小学1年生～高校3年生

［団　費］
 ジュニアクラス（小学生）：2,000円／月
 シニアクラス（中・高生）：1,500円／月

日立市少年少女合唱団 団員募集こども

申

　
　込

受付中

0294-22-6481 0294-22-6633

日立市少年少女合唱団事務局（日立市民会館内）

申
込 受付中 0294-24-7731

シビックサイエンススタッフ募集おとな

科学の面白さを伝えたい方、科学・天文が好き
な方など、科学館でボランティアをしてみませ
んか？

［対　象］ 18歳以上（高校生は除く）
［募集人数］ 10人
［参加料］ 無料

10/12㊍  10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［募集人数］ 24人
［講　師］ 増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）
［受講料］ 500円

「星は好きだけれど名前が覚えられない」「どこにどんな星座があるのかわからない」
なんてことはありませんか？四季の星空をとおして、初心者の方にも分かりやすく天
文に触れていただけます。

大人のための天文教室
「冬の星空の楽しみ方」おとな

申
込 9/16㊏ 10:00～ 0294-24-7731

11/9㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［募集人数］ 24人
［講　師］ 田内広（茨城大学理学部、大学院理工学研究科）
［受講料］ 500円

放射線に関する基礎知識と放射線の健康影響（遺伝子、がんなど）についてお話し
ます。

大人のための科学教室
「やさしい放射線生物学」おとな

申
込 10/14㊏ 10:00～ 0294-24-7731

12/14㊍  10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［募集人数］ 24人
［講　師］ 永目諭一郎（日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター）
［受講料］ 500円

日本人研究者の新元素発見にまつわるエピソードも含め、元素の発見、その研究な
どについてお話します。

大人のための科学教室
「新元素発見を目指した日本の研究者たち－ニッポニウムからニホニウム」おとな

申
込 11/11㊏ 10:00～ 0294-24-7731

貸館情報 月日／催物名／主催

日立シビックセンター
音楽ホール

10/2㊊
11/5㊐
11/18㊏

11/23㊍
11/25㊏
11/26㊐
12/3㊐
12/10㊐
12/17㊐
12/23㊏

介護予防講演会
第55回あひる会合唱団定期演奏会
常磐大学吹奏楽団「同奏会2017」

第15回定期演奏会 Ａｕｔｕｍｎ Ｃｏｎｃｅｒｔ
茨城管楽合奏団第60回定期演奏会
Ｐａｃｅ Ｍｕｓｉｃ Ｆｅｓｔｉｖａｌ
日立交響楽団第124回定期演奏会
第10回ステージ勉強会
日立製作所日立事業所合唱団第53回定期演奏会
茨城大学混声合唱団第67回定期演奏会

日立市健康づくり推進課
あひる会合唱団

TOKIWAおんぷの会（常磐大学吹奏楽団、常磐短期大学吹奏楽部OB会）
水戸女子高等学校吹奏楽部

茨城管楽合奏団
ペース・メソッドひたちなか研究会

日立交響楽団
プメハナ　フラ　スタジオ

㈱日立製作所日立事業所日立会コーラス部
茨城大学混声合唱団

10/21㊏
11/3㊎
11/5㊐
11/19㊐

11/25㊏～11/26㊐

12/9㊏

環境教育活動発表会
常陸プロレス10周年記念大会
ピアノ発表会
マキ・ピアノ発表会
日立市芸術祭・第60回日立市民演劇祭 日立会演劇部第132回公演「落穂の天使」

クリスマスコンサート

日立市環境政策課
常陸プロレス

カンタービレの会
牧清美

日立演劇連盟、日立市、日立市文化協会
タカワ音楽教室

多用途ホール

10/7㊏～10/8㊐
10/9㊊～10/15㊐
10/18㊌～10/22㊐

10/28㊏

11/9㊍～11/12㊐
11/13㊊～11/19㊐

12/9㊏
12/13㊌～12/18㊊

12/23㊏

苑有書展
第3９回新世紀美術協会茨城支部展
川上泰司絵画展
としょかんまつり2017 本のリサイクルコーナー、手づくりコーナー

第９０回日本写真会展
第３２回魁美術会絵画展
みゅーずマルシェ
茨城県高等学校定時制通信制芸術展
消費生活展

佐藤有苑
新世紀美術協会茨城支部

川上泰司

日立市立記念図書館
日本写真会

魁美術会
日立商工会議所女性起業家交流グループみゅーずnet

茨城県高等学校定時制通信制教育振興会
消費生活展実行委員会、日立市

ギャラリー

10/29㊐ コミックラブ 木下れもん

新都市広場／マーブルホール

日立市民会館/ホール
10/1㊐
10/7㊏
10/9㊊
10/11㊌
10/14㊏
10/22㊐
10/28㊏
11/4㊏
11/8㊌
11/12㊐

11/16㊍～11/17㊎
11/19㊐

11/24㊎～11/26㊐
12/17㊐

第59回民謡民舞定期発表会
BigBandコンサート
明治大学マンドリンクラブチャリティコンサート
森寿男＆ブルーコーツオーケストラ
介護予防と映画のつどい
ミュージカルシンデレラストーリー
第44回秋季コンクール大会
ベネッセ冬コンサート「しまじろう」
五木寛之講演会
第53回市民音楽祭
日立市小中学校音楽会
日本舞踊発表会
日立地区文化祭
POPSコンサート

日立事業所日立会民謡部
ウィンドマシーンオーケストラ
明治大学校友会日立地域支部

常陽藝文センター
日立市介護予防啓発事業実行委員会

TEAM☆KOKORO
日立民謡民舞連合会

㈱サンライズプロモーション東京
県北生涯学習センター

日立市民音楽連盟
日立市教育研究会 研究部

みどりよ会
日立地区文化協会
日立市民吹奏楽団

多賀市民会館/ホール
10/1㊐
10/9㊊
10/28㊏
10/29㊐

11/18㊏～11/19㊐

11/23㊍
11/26㊐
12/3㊐
12/9㊏
12/10㊐
12/23㊏

映画「はなちゃんのみそ汁」
エトワールバレエスタジオ第15回プチコンサート
大人のための音楽会（1部） ヤマハピアノ教室発表会（2部）
ヤマハピアノ教室発表会
日立市芸術祭 第60回日立市民演劇祭  劇団いちょうの会公演「熱海殺人事件」

ジョイフルコンサート2017
ジャパン歌謡信友会 第34回演歌まつり
ピアノコンサート
ありがとうまつり
ピアノ発表会
クリスマスコンサート2017　ふゆのおくりもの

映画上映実行委員会
エトワールバレエスタジオ

（株）クシダピアノ社
（株）クシダピアノ社

日立演劇連盟、日立市、日立市文化協会
（株）ヤマハミュージックリテイリング水戸店

ジャパン歌謡信友会
SAKASA

森山聖徳保育園
dolceの会

きくち音楽教室

第１７回青少年のための科学の祭典・日立大会

今年も県北最大級の科学のお祭りがやってきます。科学の工作や実験など、体験できるコーナーは約50種類。小学校か
ら大学の先生、ものづくりの職人や研究者、高校生や大学生のお兄さんお姉さんと一緒に楽しく体験しましょう。作った工
作は全部持ち帰ることができるので、袋を持ってきてくださいね。

金髪の天才物理学者が、ニュートリノと宇宙の関わりを分かりやすく解説します。

11/26㊐ 9：30～15：30
［会場］ 日立シビックセンター マーブルホール、ギャラリー ほか　［入場料］ 無料
［主催］ 青少年のための科学の祭典・日立大会 実行委員会、公益財団法人日本科学技術振興財団・科学技術館
［共催］ 公益財団法人日立市民科学文化財団

プロフィール １９７０年大阪生まれ。京都大学理学研究
科博士課程修了。京都大学化学研究所非常勤講師を経て、
現在、高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所
准教授。著書に『すごい実験――高校生にもわかる素粒子
物理の最前線』『すごい宇宙講義』『ニュートリノ』（いずれも
イースト・プレス）など。

PiCK UP お す す め 情 報

PiCK UP 1

「ニュートリノで解明する宇宙の究極の謎」
［時間］ 13:00～14:00　［講師］ 多田将
［会場］ 日立シビックセンター科学館サイエンススタジオ

特別講演会 要整理券

【お問合せ】 青少年のための科学の祭典・日立大会 実行委員会事務局
 （日立市教育委員会 生涯学習課　TEL 0294-22-3111）

2018年1～3月頃
開催予定
※詳細は決定次第、ホームページなどで
　お知らせします。

予告 シビックサロン「三線講座」
シビックサロン「茶道講座」開催決定！！

こども こども おとな
対 象

おとな おやこ

【申込受付時間について】日立シビックセンター 　10：00～18：00　　　日立市民会館／多賀市民会館　9：00～17：00

○/○ ベビーシッターサービス
表記の日付までにお申込みください（料金：お子様一人につき1,000円）

【表記について】

郵送でお送りください
※住所は裏表紙をご覧ください

直接ご持参ください
※住所は裏表紙をご覧ください電話でお申込みください ＦＡＸでお申込みください eメールで

お申込みください

4 5
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直径22メートルの大型ドームスクリーンに映し出される美しい
星空と壮大な宇宙、迫力ある大型ドーム映像などを楽しめます。
ほかにも、定期的に特別上映や観望会などを行っています。

天球劇場
G L O B E  T H E A T R E

番組の
対象

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト

冬の特別イベント

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。紅葉をイメージした香り
の中、秋の夜空に描かれる星座たちを中心にご紹介します。

アロマで愉しむプラネタリウム～紅葉の香り～

プラネタリウムでその日の夜に見られる星を学んだ後、屋上で実際
に天体望遠鏡を使って観察します。今回は月を中心に観察します。 
※曇天・雨天の場合は、プラネタリウムの上映のみ行います。

11/25土 17：30～19：00

観望のためのプラネタリウム＆観望会

クリスマスを楽しむためのファミリー向けの特別上映です。クイズを
交えた楽しい雰囲気の中、冬の星空の世界をお楽しみください。

12/23土㊗、12/24日 11：00～11：50  14：30～15：20

見上げてみよう！クリスマスの星空

オーロラの調べ～神秘の光をさぐる～

ゆらめくカーテン、渦巻く光…。
神秘的なオーロラに包まれる体
験をしましょう。アイスランドや
アラスカで撮影したさまざまな
オーロラ映像のほか、オーロラ
が光るしくみをCGで解説します。
北極圏で見える星空、氷河やツ
ンドラに連なる山々の絶景。大自
然とともにオーロラの魅力を満喫
する作品です。

宇宙ロボット操作体験

プログラミングロボットを使って、宇
宙少年団の団員と一緒に楽しいゲー
ムをしながら、ロボット操作について
学びます。

10/20金 19：00～、10/21土 18：00～ 詳しくは、P2をご覧ください

※10/29日は天文講演会開催のため上映を休止します。　※11/13月は土日祝のスケジュールで上映します。
※12/23土㊗、12/24日の11：00、14：30の回は、「見上げてみよう！クリスマスの星空」を上映します。

全編生解説全
季「季節の星空紹介」＋ドーム映像番組

生「今夜の星空」についての生解説＋ドーム映像番組

おとな

利
用
案
内

※（  ）内は30名以上の団体割引料金

520円（470円）
520円（470円）

320円（270円）
320円（270円）

800円（700円） 400円（300円）
2,000円 1,000円

大人[高校生以上] 小人 幼 児入   館   料

科 学 館
天球劇場

セット券（科学館+天球劇場）

年間パスポート

無 料

小・中学生、障がい者
高齢者（65才以上）

【開館時間】 10：00～18：00（入館は17：00まで）

【休 館 日】 毎月最終月曜日、年末年始
臨時休館
・天球劇場のみ：11/14（火）～17（金）

【お問合せ】　TEL：0294-24-7731（10：00～18：00）

※他の割引券との併用はできません

科学館または
天球劇場の

入館料50円引き
有効期限：2017/12/27（水）

チケット購入時に、
本誌をご提示ください

オリジナルグッズ、望遠
鏡、星座早見盤、科学
実験キット、工作キット、
文具、宇宙食、恐竜グッ
ズなど500種類以上

10：00～18：00
★年間パスポートの購入・更新
★団体利用の相談、下見、予約
★出張サイエンスショー、科学工作指導
★出張スターウォッチング（観望会）
★天球劇場の貸利用　　　　　　 など

★どなたでもご利用いただけます
　（入館チケットは必要ありません）

【施設入館料】 【ミュージアムショップ】 【割引券】【お気軽にお問い合わせください】 地下１階

オリジナルグッズも発売中です！

要整理券 ※各回10：00から
　8階入口で配布

出演：日本宇宙少年団
　　　日立シビックセンター分団

（後援：公益財団法人
　　　東京応化科学技術振興財団）

オブジェ製作協力：茨城大学工学部 都市システム工学科 昨年の様子

※過去の展示の様子

11/23木㊗ 10：00～16：00

お正月イベント

2018.1/5金～1/8月㊗ 開催

ノーマン・ザ・スノーマン～流れ星のふる夜に～

前作の「ノーマン･ザ･スノーマン
～北の国のオーロラ～」に次ぐ
シリーズ第二弾！ある雪の日、「ど
うしても流れ星を見たい」という
想いを胸に、少年と雪だるまの
ノーマンは流星群を見るために町
を出ます。２人の小さな冒険に思
わずキュンとなる珠玉のファンタ
ジー作品です。

Space Dreamers ～宇宙兄弟 南波六太が
　　　　　やってきた！

ムッタが宇宙飛行士として月へ向
かう、少し前―――。月を眺めな
がら物思いにふけるムッタの元
に、いつも聞いているラジオ番
組「モーニングレディオ」から、
公開収録の依頼が！公開収録に集
まった人々の、宇宙に関する素朴
な疑問に、ムッタが宇宙飛行士
ならではの視点で答えます！

最新のプラネタリウムの
機能を活用し、

美しい星空と可視化した
宇宙を体感できる
ヒーリング＆

エキサイティングな
全編生解説の上映です。

星と宇宙を楽しむプラネタリウム
全編生解説

月替わりのテーマに沿った科学実験を、自分の手で試して楽しみましょ
う。係員が一緒に、実験の仕方や原理をご説明しますので、どなたで
もお気軽にご参加できます。
10月 磁石
11月 大気圧
12月 光
所要時間：約10分
参加料：無料
開催時間：12:00～15:00

土
日
・
祝
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

鉄道模型実演コーナー

たのしくつくろう！ 工作コーナー

科学館フロアに常設されたジオ
ラマで、「Nゲージ」の運転を行っ
ています。
実演はボランティアスタッフのみなさ
んによる不定期開催となりますので、
お出かけ前にお問い合わせください。

レッツ！ ひらめきサイエンス

所要時間：約15分
参加料：100円～300円
開催時間： ①11:00/12:00/14:00/15:00
　　　　②11:30/12:30/14:30/15:30
定　員：各回10人

①「指レプリカ」
②「せっけんねんど」

月替わりの科学工作を楽しめます。係員
が一緒に、作り方をご説明しますので、
どなたでもお気軽にご参加できます。

[11/3金㊗～12/24日][9/2土～10/29日]

指レプリカ せっけんねんど つり糸で作るLEDツリー カラフルキャンドル

参加料100円

参加料200円 ①「つり糸で作るLEDツリー」
②「カラフルキャンドル」 参加料100円

参加料300円
光大気圧

土
日
・
祝
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ワークショップ

「ゼリーキャンドルをつくろう」

ゼリー状のロウの中に、ガ
ラスの物をいれてオリジナ
ルのキャンドルを作ろう！

12/23土㊗
10：30～12：00

「光の実験室」

LEDライトを使って、光の
ふしぎな実験をやってみよ
う！LEDライトを使った工
作もあるよ！

12/24日
10：30～12：30

「サイエンスショーまつり」

１日３回、普段とは違うサイエン
スショーを行います。参加料：500円　定員：20人　申込：11/25土 10：00から電話受付

サイエンスショー
シャボン玉、ロケット、空気など、日替わりのテーマ
で実演しています。

実演時間：約20分
開催時間：平日 14：00～
　　　　　土日・祝日 10：30～/ 15：00～ 

毎日開催の
イベント

11/18土～2018.1/８月㊗ 10：00～18：00

12/23土㊗

～

1/8月㊗
2018.

13：00 14：30 16：0011：00
星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

ノーマンザ
スノーマン冬休み オーロラの

調べ
オーロラの
調べ

生 生季 全

13：00 14：30 16：0011：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

団体予約
専用
ノーマンザ
スノーマン

平　日

土日祝

オーロラの
調べ

オーロラの
調べ

オーロラの
調べ

生 生
季

季
全

11/18土

～

12/22金

13：00 14：30 16：0011：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

団体予約
専用
Space
Dreamers

平　日

土日祝

ノーマンザ
スノーマン

ノーマンザ
スノーマン
ノーマンザ
スノーマン

生 生
季

季
全

11/13月
まで

紫外線をあてると光る「蛍光鉱物」などの自然に存在する光と、
ガス灯やLEDなどの人が作り出した光をテーマにした
展示を行います。
また、イベントの後半には、科学館内に光のオブジェが登場します！

紫外線をあてると光る「蛍光鉱物」などの自然に存在する光と、
ガス灯やLEDなどの人が作り出した光をテーマにした
展示を行います。
また、イベントの後半には、科学館内に光のオブジェが登場します！

©KAGAYAスタジオ©KAGAYAスタジオ

上
映
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル【
各
回
約
50
分
】

9
／
9
か
ら
上
映
の
番
組

11
／
18
か
ら
上
映
の
番
組

毎
日
上
映
の
番
組

特
別
上
映

11
／
13
ま
で
上
映
の
番
組
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直径22メートルの大型ドームスクリーンに映し出される美しい
星空と壮大な宇宙、迫力ある大型ドーム映像などを楽しめます。
ほかにも、定期的に特別上映や観望会などを行っています。

天球劇場
G L O B E  T H E A T R E

番組の
対象

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト

冬の特別イベント

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。紅葉をイメージした香り
の中、秋の夜空に描かれる星座たちを中心にご紹介します。

アロマで愉しむプラネタリウム～紅葉の香り～

プラネタリウムでその日の夜に見られる星を学んだ後、屋上で実際
に天体望遠鏡を使って観察します。今回は月を中心に観察します。 
※曇天・雨天の場合は、プラネタリウムの上映のみ行います。

11/25土 17：30～19：00

観望のためのプラネタリウム＆観望会

クリスマスを楽しむためのファミリー向けの特別上映です。クイズを
交えた楽しい雰囲気の中、冬の星空の世界をお楽しみください。

12/23土㊗、12/24日 11：00～11：50  14：30～15：20

見上げてみよう！クリスマスの星空

オーロラの調べ～神秘の光をさぐる～

ゆらめくカーテン、渦巻く光…。
神秘的なオーロラに包まれる体
験をしましょう。アイスランドや
アラスカで撮影したさまざまな
オーロラ映像のほか、オーロラ
が光るしくみをCGで解説します。
北極圏で見える星空、氷河やツ
ンドラに連なる山々の絶景。大自
然とともにオーロラの魅力を満喫
する作品です。

宇宙ロボット操作体験

プログラミングロボットを使って、宇
宙少年団の団員と一緒に楽しいゲー
ムをしながら、ロボット操作について
学びます。

10/20金 19：00～、10/21土 18：00～ 詳しくは、P2をご覧ください

※10/29日は天文講演会開催のため上映を休止します。　※11/13月は土日祝のスケジュールで上映します。
※12/23土㊗、12/24日の11：00、14：30の回は、「見上げてみよう！クリスマスの星空」を上映します。

全編生解説全
季「季節の星空紹介」＋ドーム映像番組

生「今夜の星空」についての生解説＋ドーム映像番組

おとな

利
用
案
内

※（  ）内は30名以上の団体割引料金

520円（470円）
520円（470円）

320円（270円）
320円（270円）

800円（700円） 400円（300円）
2,000円 1,000円

大人[高校生以上] 小人 幼 児入   館   料

科 学 館
天球劇場

セット券（科学館+天球劇場）

年間パスポート

無 料

小・中学生、障がい者
高齢者（65才以上）

【開館時間】 10：00～18：00（入館は17：00まで）

【休 館 日】 毎月最終月曜日、年末年始
臨時休館
・天球劇場のみ：11/14（火）～17（金）

【お問合せ】　TEL：0294-24-7731（10：00～18：00）

※他の割引券との併用はできません

科学館または
天球劇場の

入館料50円引き
有効期限：2017/12/27（水）

チケット購入時に、
本誌をご提示ください

オリジナルグッズ、望遠
鏡、星座早見盤、科学
実験キット、工作キット、
文具、宇宙食、恐竜グッ
ズなど500種類以上

10：00～18：00
★年間パスポートの購入・更新
★団体利用の相談、下見、予約
★出張サイエンスショー、科学工作指導
★出張スターウォッチング（観望会）
★天球劇場の貸利用　　　　　　 など

★どなたでもご利用いただけます
　（入館チケットは必要ありません）

【施設入館料】 【ミュージアムショップ】 【割引券】【お気軽にお問い合わせください】 地下１階

オリジナルグッズも発売中です！

要整理券 ※各回10：00から
　8階入口で配布

出演：日本宇宙少年団
　　　日立シビックセンター分団

（後援：公益財団法人
　　　東京応化科学技術振興財団）

オブジェ製作協力：茨城大学工学部 都市システム工学科 昨年の様子

※過去の展示の様子

11/23木㊗ 10：00～16：00

お正月イベント

2018.1/5金～1/8月㊗ 開催

ノーマン・ザ・スノーマン～流れ星のふる夜に～

前作の「ノーマン･ザ･スノーマン
～北の国のオーロラ～」に次ぐ
シリーズ第二弾！ある雪の日、「ど
うしても流れ星を見たい」という
想いを胸に、少年と雪だるまの
ノーマンは流星群を見るために町
を出ます。２人の小さな冒険に思
わずキュンとなる珠玉のファンタ
ジー作品です。

Space Dreamers ～宇宙兄弟 南波六太が
　　　　　やってきた！

ムッタが宇宙飛行士として月へ向
かう、少し前―――。月を眺めな
がら物思いにふけるムッタの元
に、いつも聞いているラジオ番
組「モーニングレディオ」から、
公開収録の依頼が！公開収録に集
まった人々の、宇宙に関する素朴
な疑問に、ムッタが宇宙飛行士
ならではの視点で答えます！

最新のプラネタリウムの
機能を活用し、

美しい星空と可視化した
宇宙を体感できる
ヒーリング＆

エキサイティングな
全編生解説の上映です。

星と宇宙を楽しむプラネタリウム
全編生解説

月替わりのテーマに沿った科学実験を、自分の手で試して楽しみましょ
う。係員が一緒に、実験の仕方や原理をご説明しますので、どなたで
もお気軽にご参加できます。
10月 磁石
11月 大気圧
12月 光
所要時間：約10分
参加料：無料
開催時間：12:00～15:00

土
日
・
祝
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

鉄道模型実演コーナー

たのしくつくろう！ 工作コーナー

科学館フロアに常設されたジオ
ラマで、「Nゲージ」の運転を行っ
ています。
実演はボランティアスタッフのみなさ
んによる不定期開催となりますので、
お出かけ前にお問い合わせください。

レッツ！ ひらめきサイエンス

所要時間：約15分
参加料：100円～300円
開催時間： ①11:00/12:00/14:00/15:00
　　　　②11:30/12:30/14:30/15:30
定　員：各回10人

①「指レプリカ」
②「せっけんねんど」

月替わりの科学工作を楽しめます。係員
が一緒に、作り方をご説明しますので、
どなたでもお気軽にご参加できます。

[11/3金㊗～12/24日][9/2土～10/29日]

指レプリカ せっけんねんど つり糸で作るLEDツリー カラフルキャンドル

参加料100円

参加料200円 ①「つり糸で作るLEDツリー」
②「カラフルキャンドル」 参加料100円

参加料300円
光大気圧

土
日
・
祝
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ワークショップ

「ゼリーキャンドルをつくろう」

ゼリー状のロウの中に、ガ
ラスの物をいれてオリジナ
ルのキャンドルを作ろう！

12/23土㊗
10：30～12：00

「光の実験室」

LEDライトを使って、光の
ふしぎな実験をやってみよ
う！LEDライトを使った工
作もあるよ！

12/24日
10：30～12：30

「サイエンスショーまつり」

１日３回、普段とは違うサイエン
スショーを行います。参加料：500円　定員：20人　申込：11/25土 10：00から電話受付

サイエンスショー
シャボン玉、ロケット、空気など、日替わりのテーマ
で実演しています。

実演時間：約20分
開催時間：平日 14：00～
　　　　　土日・祝日 10：30～/ 15：00～ 

毎日開催の
イベント

11/18土～2018.1/８月㊗ 10：00～18：00

12/23土㊗

～

1/8月㊗
2018.

13：00 14：30 16：0011：00
星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

ノーマンザ
スノーマン冬休み オーロラの

調べ
オーロラの
調べ

生 生季 全

13：00 14：30 16：0011：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

団体予約
専用
ノーマンザ
スノーマン

平　日

土日祝

オーロラの
調べ

オーロラの
調べ

オーロラの
調べ

生 生
季

季
全

11/18土

～

12/22金

13：00 14：30 16：0011：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

団体予約
専用
Space
Dreamers

平　日

土日祝

ノーマンザ
スノーマン

ノーマンザ
スノーマン
ノーマンザ
スノーマン

生 生
季

季
全

11/13月
まで

紫外線をあてると光る「蛍光鉱物」などの自然に存在する光と、
ガス灯やLEDなどの人が作り出した光をテーマにした
展示を行います。
また、イベントの後半には、科学館内に光のオブジェが登場します！

紫外線をあてると光る「蛍光鉱物」などの自然に存在する光と、
ガス灯やLEDなどの人が作り出した光をテーマにした
展示を行います。
また、イベントの後半には、科学館内に光のオブジェが登場します！

©KAGAYAスタジオ©KAGAYAスタジオ

上
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日
上
映
の
番
組

特
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映
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／
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で
上
映
の
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組



公益財団法人日立市民科学文化財団
日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館

www.civic.jp

日立シビックセンター
TEL：0294-24-7711

〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1

●JR常磐線「日立駅」中央口下車・徒歩3分
●常磐自動車道「日立中央IC」から車8分
●地下駐車場／255台（1時間無料、以降30分100円）
●チケット取扱い／10：00～18：00
●休館日／毎月最終月曜日、年末年始

日立市民会館 多賀市民会館
TEL：0294-34-1727

〒316-0013 茨城県日立市千石町2-4-20

●JR常磐線「常陸多賀駅」下車・徒歩10分
●常磐自動車道「日立南太田IC」から車20分
●有料駐車場／99台（30分100円）
●チケット取扱い／9：00～17：00
●休館日／毎週火曜日、年末年始

詳しくは

10/7・8

11/5

11/18～12/26

第27回 ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

布袋寅泰 HOTEI Live In Japan 2017～Paradox Tour～

Hitachi Starlight Illumination 2017

P2

P2

P8

催し物・前売り・講座・募集情報・PiCK UP情報❶ P.2-5 / 科学館・天球劇場 P.6-7 / PiCK UP情報❷・アクセス P.8

地域社会の発展と心豊かなまちづくりに寄与する財団です　公益財団法人日立市民科学文化財団平成29年9月1日発行　指定管理者 公益財団法人日立市民科学文化財団が主催する事業情報です。 掲載内容は8月31日現在の情報です。 都合により変更する場合がございます。

Hitachi Starlight Illumination 2017
布袋寅泰 HOTEI Live In Japan 2017
～Paradox Tour～

第27回 ひたち秋祭り～郷土芸能大祭天球劇場秋の新番組レコメン!! Vol.4 Gentle Forest Jazz Band

TEL：0294-22-6481
〒317-0063 茨城県日立市若葉町1-5-8

●JR常磐線「日立駅」中央口下車・徒歩15分
●常磐自動車道「日立中央IC」から車6分
●満車の場合は日立市役所駐車場、近隣有料駐車場をご

利用ください。カスミへの駐車は固くお断りいたします。
●チケット取扱い／9：00～17：00
●休館日／毎週火曜日、年末年始

PiCK UP お す す め 情 報

Hitachi Starlight Illumination 2017
日立市の冬を彩る「Hitachi Starlight Illumination」。今年は「ひたちらしい光」をテーマに輝く、様々な光をお楽しみください。

PiCK UP 2
HITACHI CIVIC

EVENT
INFORMATIONINFORMATION

2017

日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館

10.11.12


