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９月２４日は中秋の名月。日立駅前の広場で望遠鏡を使って月を
観察してみませんか。参加無料ですので、会社帰りにお立ち寄り
ください。

9/21㊎ 18：00～19：00
［会　場］ 日立駅前
　　　　  ※曇天・雨天の場合は、中止

駅前観望会

［お問合せ：日立シビックセンター］参加無料

［お問合せ：多賀市民会館］入場無料

今年もやります、多賀市民会館広場、夏の恒例イベント！飲食を楽し
みながらステージの音楽にのんびり耳を傾ける、そんなひと時を
提供します。また、大久保交流センター自主グループ作品展も開
催、同日開催の河原子花火大会に併せ、市民プラザ屋上を開放し
ます。

8/4㊏ カフェ 12：00～／ライブ 15：30～
［会　場］ 多賀市民会館 広場
　　　　  ※雨天時は２階ホールにてライブを実施します。

［出　演］ 市内で活動している音楽団体 予定

コンチェルトカフェ13

今回のテーマは「オペラとオペレッタの聴き比べ」についてです。台詞があるかないか？シリアスか
コメディか？ミュージカルとは何が違うの？？そんな知っているようで知らなった疑問に迫ります！

うたとお話で綴るオペラコンサートパートⅣ
～ソリスト編～

9/15㊏ 15：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 第2音楽室
［参加料］ 500円
［定　員］ 70人
［出演者］ 吉田 連（お話・テノール）、宮地江奈（ソプラノ）、
　　　　  小林啓倫（バリトン）、矢崎貴子（ピアノ）

［曲　目］ オペラ《椿姫》より「乾杯の歌」、
　　　　  オペレッタ《こうもり》より「舞踏会へ行こう！」、
　　　　  ミュージカル《ウエストサイドストーリー》より「トゥナイト」 ほか

吉田連 宮地江奈

申
込

6/30㊏
10：00～ 電話受付 ［　　　　　　　］お問合せ・申込：日立シビックセンター

 音楽ホール TEL.24-7755

オペラで使われる素敵な「王冠」や「ティアラ」を、つくってみよう。はさ
みとのりを使い簡単に、完成できます。申込みは不要で、誰でも参加で
きます。

8/4㊏ 10：00～16：00
［会　場］ 日立シビックセンター ギャラリー
［参加料］ 100円

オペラワークショップ「王冠やティアラをつくろう」

［お問合せ：日立シビックセンター］

ピッピコンサートは、心身にハンディのある方とその家族の方々から寄せられた詩にスタッフがメ
ロディをつけ、多くの人に想いを伝える手作りのコンサートです。今年は日立市内外の13名の方
から20編の詩が寄せられました。この中から佳作6編を朗読、入選作6編をスタッフがメロディを
つけ発表いたします。

〈入選作品〉 「青の出航」 石井静流さん、「希望のハーモニー」 小川瞳さん、
 「元気ソング」 坂井傑さん、「ただあかるいひ」 鈴木勝也さん、
 「ふしぎなあかり」 遠藤義己さん、「私を止めないで」 古河ゆみさん

9/1㊏ 14：00開演
［会　場］ 多賀市民会館ホール
［入場料］ 一　　般 1,000円
 中学生以下　 500円
 親子ペア 1,300円

［出　演］ ピッピスタッフの会

全席自由

第15回 ピッピコンサート

［お問合せ：多賀市民会館］6/30発売

季節のお菓子と抹茶を一服いかがでしょうか。子どもから大人までどなたでもお楽しみいただける
お茶会です。お気軽にお立ち寄りください。

7/21㊏ 10：00～13：00
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［参加料］ 300円
［定　員］ 先着40人（当日受付）
［協　力］ 日立茶道連盟 末松宗倫社中（裏千家）

「アトリウム野点」

［お問合せ：日立シビックセンター］

0才から楽しめる親子コンサート。クラシックから童謡まで。

8/24㊎ 11：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ ピアノ連弾 フレーズ

バギーコンサート
～小さなお子様のためのコンサート～

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

ピアニスト、指揮者としてはもちろん、さまざまなジャンルとのコラ
ボレーションなど多彩に活動する中川賢一がおくるピアノリサイタ
ル！音楽と絵画のコラボレーションをテーマに、楽器の王様「ピアノ」
とクラシック音楽の名曲『展覧会の絵』を大かいぼう！

7/21㊏ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］
　　　　  一般 1,000円、高校生以下 500円、親子ペア 1,200円

全席自由

親子で楽しむコンサート
「中川賢一ピアノミュージアム～みんなで組曲『展覧会の絵』を聴いてみよう！～」

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］発売中 7/7

夏の涼を楽しむ２日間。日本が誇る伝統話芸の世界をお楽しみください。
＊未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］発売中 8/10

8/28㊋、8/29㊌ 18：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 1日券 3,000円
 2日通し券 5,500円（限定50組）

［出　演］ 8/28（火） 三遊亭円楽（真打）、ホームラン（漫才）、
　　　　   初音家左吉（二ツ目） ほか
　　　　  8/2９（水） 三遊亭好楽（真打）、初音家左橋（真打）、
 古今亭文菊（真打） ほか

全席指定

ひたち納涼寄席

三遊亭円楽 三遊亭好楽

１９８９年、「ふりむけばヨコハマ」でデビューし、歌手として、また、女優・タレ
ントとして幅広く活躍するマルシアの日立公演。やさしい気持ちに包まれる
コンサートです。

7/22㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ S席 5,500円、A席 5,000円
［曲　目］ 「ふりむけばヨコハマ」 ほか

全席指定

デビュー30周年記念 マルシア～愛する歌とともに～

［お問合せ：日立市民会館］発売中

※前号から都合により開演時間が変更と
　なっておりますのでご注意ください。

昔話でもおなじみの、羽衣伝説をもととした｢羽衣｣と、源氏物語の主人公光源氏のモデルとも言
われる源融（みなもとのとおる）を題材とした｢融｣の能2番と狂言1番などを、人間国宝などの能楽
師、狂言師が演じます。公演前には、第一部として能舞台を使っての能楽体験会を予定していま
す。（P.5参照）この公演は、宝くじの助成を受けて実施しています。

9/1㊏ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール（特設能舞台）
［入場料］ S席 5,000円、A席 3,000円、B席 2,000円
  ※高校生以下S,A席のみ1,000円引き

［出　演］ 粟谷明生（喜多流能楽師）、粟谷能夫（喜多流能楽師）、 
　　　　  友枝昭世（喜多流能楽師）、野村万蔵（和泉流狂言師） ほか

［演　目］ 能｢羽衣｣ 、能｢融｣ ほか

全席指定

第22回初秋ひたち能と狂言

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］発売中 8/17

能｢羽衣｣

2002年チャイコフスキー国際コンクール覇者、川久保賜紀と上原彩子。実力派による卓越したテ
クニックと深い音楽性の息のあった極上のデュオをお楽しみください。

9/21㊎ 18：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］
 一般 3,000円、高校生以下 1,500円
 第1・2章セット券：一般 5,000円、高校生以下 2,500円

全席指定

洋楽文庫 第1章
川久保賜紀＆上原彩子 デュオ 《オール・ブラームス》

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］6/23発売 9/7

©Yuji Hori©Yuji Hori ©K.Miura©K.Miura
川久保賜紀 上原彩子

舞台はとある村。庄屋の屋敷には座敷牢を備えた蔵が一つ。その牢の中には女が
一人、長年にわたって監禁されていた。女は化け物なのか、罪人なのか。秘密は全
て闇に押し込まれ、沈黙を守っている。

～あらすじ～
TEAM・C2シンドローム創作による息詰まる愛憎劇を公演します。

7/14㊏ 18：30開演、7/15㊐ 14：30開演
［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］　　　　   一　　般 1,500円（当日1,800円）
 高校生以下 1,000円（当日1,300円）

［出　演］ TEAM・C2シンドローム

全席自由

ひたち街角小劇場第40弾 「どくろ」

［お問合せ：多賀市民会館］発売中

七夕をテーマにしたファミリー向けの特別上映です。クイズなどを交えながら七夕の夜空に描かれ
る織姫、彦星の物語を紹介します。

7/7㊏、7/8㊐
11：00～11：50／14：30～15：20

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］
　　　　  大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

特別上映「見上げてみよう！七夕と天の川」

［お問合せ：日立シビックセンター］当日発売

全席自由

いつものプラネタリウムと違って、騒いでしまったり、泣いてしまったりしても大丈夫。0歳から入場
できます。親子で星空を楽しんでみませんか。寝転がって見られる「ごろごろシート」も用意してい
ます。ご希望の方は事前にお申し込みください。（先着４組、受付中）

7/9㊊ 11：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］
　　　　  大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。
　　　　  　（要チケット引換）

全席自由

はじめてのプラネタリウム

当日発売 ［お問合せ：日立シビックセンター］

「子どもオペラ学校」の公演の軌跡を、衣裳で辿ります。フンパーディンク作曲《ヘンゼルとグレー
テル》、モーツァルト作曲《魔笛》の公演衣裳を、記録写真とともにご覧ください。

8/1㊌～8/5㊐
10：00～18：00（最終日は16：00まで）

［会　場］ 日立シビックセンター ギャラリー

オペラ衣裳展

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

劇団コミューン第25回公演の舞台は近未来。「永遠の命」と「限りある命」をめぐる研究員とロボット
の話。葛藤の先に待つ結末とは―。劇団コミューン久しぶりのオリジナル作品。新しいページを是非
見届けてください。

9/22㊏ 14：00／18：30開演
9/23㊐ 11：00／15：30開演

［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］ 1,500円（当日1,800円）
［出　演］ 劇団コミューン

ひたち街角小劇場 番外編「Human(oid)R」

発売中 ［お問合せ：多賀市民会館］

全席自由

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

7/20㊎ 19：00開演、7/21㊏ 18：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 600円
　　　　  ※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。（要チケット引換）

全席自由

アロマで愉しむプラネタリウム～海の香り～

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］発売中 7/6

第41回日本アカデミー賞優秀賞受賞作品。
東野圭吾史上、最も泣ける感動作を是非大スクリーンでお楽しみください。

7/8㊐ 10：00／14：00
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 1,000円
［出演者］ 山田涼介、西田敏行、尾野真千子 ほか

全席自由

映画「ナミヤ雑貨店の奇蹟」

［お問合せ：日立市民会館］発売中 ©2017「ナミヤ雑貨店の奇蹟」製作委員会

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7月31日に地球に最接近する火星を中心に観察します。

［お問合せ：日立シビックセンター］当日発売

7/29㊐ 19：00～20：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場・屋上
［入館料］  大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。
　　　　  ※曇天・雨天の場合は、プラネタリウムの上映のみ行います。

全席自由

プラネタリウム特別上映
「観望のためのプラネタリウム＆観望会」

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（1F総合案内）
　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】●/●発売

7月

9月

8月

市内交流センター６カ所で出前の落語会を開催。各会場とも二ツ目一席、真打二席、合計三席、古
典落語を中心に口演します。

9/26㊌、9/27㊍、9/28㊎
昼の部 13：30／夜の部 18：30

［会　場］ 9/26 「昼の部」 油縄子交流センター 
 「夜の部」 塙山交流センター
　　　　  9/27 「昼の部」 久慈交流センター
 「夜の部」 大みか交流センター
　　　　  9/28 「昼の部」 日高交流センター
 「夜の部」 宮田交流センター

［出　演］ 入船亭扇遊（真打）、入舟辰乃助（二ツ目） ほか

第42回 出前寄席

［お問合せ：日立市民会館］入場無料
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９月２４日は中秋の名月。日立駅前の広場で望遠鏡を使って月を
観察してみませんか。参加無料ですので、会社帰りにお立ち寄り
ください。

9/21㊎ 18：00～19：00
［会　場］ 日立駅前
　　　　  ※曇天・雨天の場合は、中止

駅前観望会

［お問合せ：日立シビックセンター］参加無料

［お問合せ：多賀市民会館］入場無料

今年もやります、多賀市民会館広場、夏の恒例イベント！飲食を楽し
みながらステージの音楽にのんびり耳を傾ける、そんなひと時を
提供します。また、大久保交流センター自主グループ作品展も開
催、同日開催の河原子花火大会に併せ、市民プラザ屋上を開放し
ます。

8/4㊏ カフェ 12：00～／ライブ 15：30～
［会　場］ 多賀市民会館 広場
　　　　  ※雨天時は２階ホールにてライブを実施します。

［出　演］ 市内で活動している音楽団体 予定

コンチェルトカフェ13

今回のテーマは「オペラとオペレッタの聴き比べ」についてです。台詞があるかないか？シリアスか
コメディか？ミュージカルとは何が違うの？？そんな知っているようで知らなった疑問に迫ります！

うたとお話で綴るオペラコンサートパートⅣ
～ソリスト編～

9/15㊏ 15：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 第2音楽室
［参加料］ 500円
［定　員］ 70人
［出演者］ 吉田 連（お話・テノール）、宮地江奈（ソプラノ）、
　　　　  小林啓倫（バリトン）、矢崎貴子（ピアノ）

［曲　目］ オペラ《椿姫》より「乾杯の歌」、
　　　　  オペレッタ《こうもり》より「舞踏会へ行こう！」、
　　　　  ミュージカル《ウエストサイドストーリー》より「トゥナイト」 ほか

吉田連 宮地江奈

申
込

6/30㊏
10：00～ 電話受付 ［　　　　　　　］お問合せ・申込：日立シビックセンター

 音楽ホール TEL.24-7755

オペラで使われる素敵な「王冠」や「ティアラ」を、つくってみよう。はさ
みとのりを使い簡単に、完成できます。申込みは不要で、誰でも参加で
きます。

8/4㊏ 10：00～16：00
［会　場］ 日立シビックセンター ギャラリー
［参加料］ 100円

オペラワークショップ「王冠やティアラをつくろう」

［お問合せ：日立シビックセンター］

ピッピコンサートは、心身にハンディのある方とその家族の方々から寄せられた詩にスタッフがメ
ロディをつけ、多くの人に想いを伝える手作りのコンサートです。今年は日立市内外の13名の方
から20編の詩が寄せられました。この中から佳作6編を朗読、入選作6編をスタッフがメロディを
つけ発表いたします。

〈入選作品〉 「青の出航」 石井静流さん、「希望のハーモニー」 小川瞳さん、
 「元気ソング」 坂井傑さん、「ただあかるいひ」 鈴木勝也さん、
 「ふしぎなあかり」 遠藤義己さん、「私を止めないで」 古河ゆみさん

9/1㊏ 14：00開演
［会　場］ 多賀市民会館ホール
［入場料］ 一　　般 1,000円
 中学生以下　 500円
 親子ペア 1,300円

［出　演］ ピッピスタッフの会

全席自由

第15回 ピッピコンサート

［お問合せ：多賀市民会館］6/30発売

季節のお菓子と抹茶を一服いかがでしょうか。子どもから大人までどなたでもお楽しみいただける
お茶会です。お気軽にお立ち寄りください。

7/21㊏ 10：00～13：00
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［参加料］ 300円
［定　員］ 先着40人（当日受付）
［協　力］ 日立茶道連盟 末松宗倫社中（裏千家）

「アトリウム野点」

［お問合せ：日立シビックセンター］

0才から楽しめる親子コンサート。クラシックから童謡まで。

8/24㊎ 11：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ ピアノ連弾 フレーズ

バギーコンサート
～小さなお子様のためのコンサート～

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

ピアニスト、指揮者としてはもちろん、さまざまなジャンルとのコラ
ボレーションなど多彩に活動する中川賢一がおくるピアノリサイタ
ル！音楽と絵画のコラボレーションをテーマに、楽器の王様「ピアノ」
とクラシック音楽の名曲『展覧会の絵』を大かいぼう！

7/21㊏ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］
　　　　  一般 1,000円、高校生以下 500円、親子ペア 1,200円

全席自由

親子で楽しむコンサート
「中川賢一ピアノミュージアム～みんなで組曲『展覧会の絵』を聴いてみよう！～」

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］発売中 7/7

夏の涼を楽しむ２日間。日本が誇る伝統話芸の世界をお楽しみください。
＊未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］発売中 8/10

8/28㊋、8/29㊌ 18：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 1日券 3,000円
 2日通し券 5,500円（限定50組）

［出　演］ 8/28（火） 三遊亭円楽（真打）、ホームラン（漫才）、
　　　　   初音家左吉（二ツ目） ほか
　　　　  8/2９（水） 三遊亭好楽（真打）、初音家左橋（真打）、
 古今亭文菊（真打） ほか

全席指定

ひたち納涼寄席

三遊亭円楽 三遊亭好楽

１９８９年、「ふりむけばヨコハマ」でデビューし、歌手として、また、女優・タレ
ントとして幅広く活躍するマルシアの日立公演。やさしい気持ちに包まれる
コンサートです。

7/22㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ S席 5,500円、A席 5,000円
［曲　目］ 「ふりむけばヨコハマ」 ほか

全席指定

デビュー30周年記念 マルシア～愛する歌とともに～

［お問合せ：日立市民会館］発売中

※前号から都合により開演時間が変更と
　なっておりますのでご注意ください。

昔話でもおなじみの、羽衣伝説をもととした｢羽衣｣と、源氏物語の主人公光源氏のモデルとも言
われる源融（みなもとのとおる）を題材とした｢融｣の能2番と狂言1番などを、人間国宝などの能楽
師、狂言師が演じます。公演前には、第一部として能舞台を使っての能楽体験会を予定していま
す。（P.5参照）この公演は、宝くじの助成を受けて実施しています。

9/1㊏ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール（特設能舞台）
［入場料］ S席 5,000円、A席 3,000円、B席 2,000円
  ※高校生以下S,A席のみ1,000円引き

［出　演］ 粟谷明生（喜多流能楽師）、粟谷能夫（喜多流能楽師）、 
　　　　  友枝昭世（喜多流能楽師）、野村万蔵（和泉流狂言師） ほか

［演　目］ 能｢羽衣｣ 、能｢融｣ ほか

全席指定

第22回初秋ひたち能と狂言

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］発売中 8/17

能｢羽衣｣

2002年チャイコフスキー国際コンクール覇者、川久保賜紀と上原彩子。実力派による卓越したテ
クニックと深い音楽性の息のあった極上のデュオをお楽しみください。

9/21㊎ 18：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］
 一般 3,000円、高校生以下 1,500円
 第1・2章セット券：一般 5,000円、高校生以下 2,500円

全席指定

洋楽文庫 第1章
川久保賜紀＆上原彩子 デュオ 《オール・ブラームス》

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］6/23発売 9/7

©Yuji Hori©Yuji Hori ©K.Miura©K.Miura
川久保賜紀 上原彩子

舞台はとある村。庄屋の屋敷には座敷牢を備えた蔵が一つ。その牢の中には女が
一人、長年にわたって監禁されていた。女は化け物なのか、罪人なのか。秘密は全
て闇に押し込まれ、沈黙を守っている。

～あらすじ～
TEAM・C2シンドローム創作による息詰まる愛憎劇を公演します。

7/14㊏ 18：30開演、7/15㊐ 14：30開演
［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］　　　　   一　　般 1,500円（当日1,800円）
 高校生以下 1,000円（当日1,300円）

［出　演］ TEAM・C2シンドローム

全席自由

ひたち街角小劇場第40弾 「どくろ」

［お問合せ：多賀市民会館］発売中

七夕をテーマにしたファミリー向けの特別上映です。クイズなどを交えながら七夕の夜空に描かれ
る織姫、彦星の物語を紹介します。

7/7㊏、7/8㊐
11：00～11：50／14：30～15：20

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］
　　　　  大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

特別上映「見上げてみよう！七夕と天の川」

［お問合せ：日立シビックセンター］当日発売

全席自由

いつものプラネタリウムと違って、騒いでしまったり、泣いてしまったりしても大丈夫。0歳から入場
できます。親子で星空を楽しんでみませんか。寝転がって見られる「ごろごろシート」も用意してい
ます。ご希望の方は事前にお申し込みください。（先着４組、受付中）

7/9㊊ 11：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］
　　　　  大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。
　　　　  　（要チケット引換）

全席自由

はじめてのプラネタリウム

当日発売 ［お問合せ：日立シビックセンター］

「子どもオペラ学校」の公演の軌跡を、衣裳で辿ります。フンパーディンク作曲《ヘンゼルとグレー
テル》、モーツァルト作曲《魔笛》の公演衣裳を、記録写真とともにご覧ください。

8/1㊌～8/5㊐
10：00～18：00（最終日は16：00まで）

［会　場］ 日立シビックセンター ギャラリー

オペラ衣裳展

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

劇団コミューン第25回公演の舞台は近未来。「永遠の命」と「限りある命」をめぐる研究員とロボット
の話。葛藤の先に待つ結末とは―。劇団コミューン久しぶりのオリジナル作品。新しいページを是非
見届けてください。

9/22㊏ 14：00／18：30開演
9/23㊐ 11：00／15：30開演

［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］ 1,500円（当日1,800円）
［出　演］ 劇団コミューン

ひたち街角小劇場 番外編「Human(oid)R」

発売中 ［お問合せ：多賀市民会館］

全席自由

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

7/20㊎ 19：00開演、7/21㊏ 18：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 600円
　　　　  ※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。（要チケット引換）

全席自由

アロマで愉しむプラネタリウム～海の香り～

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］発売中 7/6

第41回日本アカデミー賞優秀賞受賞作品。
東野圭吾史上、最も泣ける感動作を是非大スクリーンでお楽しみください。

7/8㊐ 10：00／14：00
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 1,000円
［出演者］ 山田涼介、西田敏行、尾野真千子 ほか

全席自由

映画「ナミヤ雑貨店の奇蹟」

［お問合せ：日立市民会館］発売中 ©2017「ナミヤ雑貨店の奇蹟」製作委員会

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7月31日に地球に最接近する火星を中心に観察します。

［お問合せ：日立シビックセンター］当日発売

7/29㊐ 19：00～20：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場・屋上
［入館料］  大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。
　　　　  ※曇天・雨天の場合は、プラネタリウムの上映のみ行います。

全席自由

プラネタリウム特別上映
「観望のためのプラネタリウム＆観望会」

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（1F総合案内）
　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】●/●発売

7月

9月

8月

市内交流センター６カ所で出前の落語会を開催。各会場とも二ツ目一席、真打二席、合計三席、古
典落語を中心に口演します。

9/26㊌、9/27㊍、9/28㊎
昼の部 13：30／夜の部 18：30

［会　場］ 9/26 「昼の部」 油縄子交流センター 
 「夜の部」 塙山交流センター
　　　　  9/27 「昼の部」 久慈交流センター
 「夜の部」 大みか交流センター
　　　　  9/28 「昼の部」 日高交流センター
 「夜の部」 宮田交流センター

［出　演］ 入船亭扇遊（真打）、入舟辰乃助（二ツ目） ほか

第42回 出前寄席

［お問合せ：日立市民会館］入場無料
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夏の星空で星や星座の見つけ方やその楽しみ方、８月に見られるペルセウス座流星群などについ
てお話します。

8/9㊍  10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 第２音楽室
［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

大人のための天文教室－夏の星空の楽しみ方と流星のお話
おとな

申
込 7/12㊍ 10:00～ 0294-24-7731

プログラミングってなあに？こども

8/4㊏、8/5㊐ 10：00～13：00／14：00～17：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室702号
［対　象］ 小学1～4年生　［募集人数］ 各20人
［協　力］ 株式会社イーケージャパン　［受講料］ 500円

複数あるピースをつなぐと、「揺れを感知して音を鳴らす」等の動作を起こすことができるキットを
使ったワークショップです。「プログラミングの考え方」について、楽しみながら学びます。ワーク
ショップの最後にはグループごとに発表を行い、プレゼンスキルも身につけます。

申
込 7/1㊐ 10:00～ 0294-24-7731

講座情報（先着順）

宇宙実験教室（基礎コース）こども

7/14㊏  14：00～17：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号
［対　象］ 小学4年生～中学3年生
［募集人数］ 30人
［講　師］ ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）コズミックカレッジ講師
［受講料］ 700円

JAXA（宇宙航空研究開発機構）の講師と一緒にロケットに関する実験を行います。

申
込 受付中 0294-24-7731 シビックサロン「海のふしぎないきものを作ろう」こども

8/11㊏㊗ 11：00～13：00/14：30～16：30
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［対　象］ 小学1年生以上　［募集人数］ 各回20人
［講　師］ 木暮奈津子（造形作家）
［受講料］ 500円

新聞紙を丸めてあなただけのユニークでポップな海のふしぎないきものを作りませんか？タコや
イカなど、作るものはあなた次第！夏の工作にぴったりな講座です。

申
込 受付中 0294-24-7711

作曲家追体験ワークショップ
～クラシック音楽を知って、つくって、好きになる～こども

8/19㊐ 13：00～17：00
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［対　象］ 小学生以上　［募集人数］ 30人
［講　師］ マイケル・スペンサー（ファシリテーター）
［受講料］ 1,000円
ファシリテーター（導き手）から与えられたメロディを組み合わせ、様々
な楽器をつかって、クラシック音楽をつくってみよう！

申
込 6/24㊐ 10:00～ 0294-24-7755

アジアンフェスティバル「わたしのアジア」写真展作品募集
おとな

8/21㊋～8/26㊐ 10：00～18：00展示（最終日は15：00まで）
［会　場］ 日立シビックセンター ギャラリー
［写真規格］ A4写真用紙に印刷したもの。
　　　　  枠の有無、写真の縦横は自由。枚数制限なし。
　　　　  ※写真の返却はしません。応募状況により枚数制限あり。

［参加料］ 無料
アジアを中心とした世界の国々を旅した時の思い出の写真を募集します。8/25(土)アジアンフェ
スティバル（P.１０参照）の一環として、展示します。

申

　込
ひたちとアジアの文化交流をすすめる会
事務局（日立シビックセンター内）

応募票に必要事項を明記の上、写真と共にご提出ください。詳しくは、チラシ、
ホームページ等をご覧ください。

募集中～7/10㊋必着

ホールのウラがわ ノゾキ見ツアーこども

7/29㊐ 11：00～12：00／14：00～15：00
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール、多用途ホール
［対　象］ 小学生～中学生　［募集人数］ 各回15人
［受講料］ 500円※保護者は無料

ホールで音はどうして響くの？ステージのカラフルな光がつくのはなぜ？音楽ホールにはひみつが
いっぱい！いつもは見ることができない舞台の裏側をみんなで探検します。

申
込 6/23㊏ 10:00～ 0294-24-7755

はじめてのオペラ体験こども

8/5㊐  10：00～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［対　象］ 小学生以上　［募集人数］ 20人　［受講料］ 500円
［先　生］ オペラ歌手：大津香津子・岡部恵美子・相山潤平
　　　　 ピアニスト：湯本景子・皆川久子
気分はオペラ歌手。すてきな衣裳（ドレス）を身につけ、オペラ歌手の気分を
体験してみよう！だれもが参加できる簡単なメニューを用意。スポットライトを
浴びてステージを動いてみよう。友だちをさそって参加しよう。　

申
込 受付中 0294-24-7755

日立シビックセンターの各ポイントに隠れている4人のアーティストを探し出し、響きのなぞをときあかせ！続いて、
星と地球をテーマにしたコンサートを聴いて、音楽賢者の称号を手に入れよう！（コンサートのみの入場もできます）

申
込

ゲーム：当日受付　コンサート： 7/14㊏ 10:00～発売
［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

ロールプレイング音楽ゲーム
～響きのなぞをときあかせ！！～こども

8/11㊏㊗
音楽ゲーム 15：30～

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［対　象］ 小学生以上　［参加料］ 無料
コンサート 18：00開演

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［出　演］ 相山潤平・永田絵里子・矢渡友実加・磯野舞
［入場料］ 一人500円

申込不要ですので、
当日お越しください

（音楽ゲームのみ）

アジアンフェスティバル「民族衣装ファッションショー」モデル募集
こども おとな

8/25㊏ 12：00～13：00 
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［対　象］ 小学生及び成人の男女　［募集人数］ 30人
［参加料］ 無料

8/25(土)アジアンフェスティバル（P.１０参照）内でファッションショーを行います。アジア諸国の
民族衣装を着てファッションショーに出演しませんか。

申
込 募集中～7/10㊋ 0294-24-7711

［説明会］ 7/14(土) 13：30～15：00 日立シビックセンター 会議室501号

ダンボールでつくる“ビー玉コロコロどこいくの？”こども

7/29㊐  13：00～15：00
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［対　象］ 小学生以上　［募集人数］ 15人
［講　師］ コッペさん　［受講料］ 300円

身近にあるものを使って、作って遊ぼう！ダンボールを使って、ビー玉を
転がして遊ぶおもちゃ（スマートボール）を作ります。（当日も若干名受
付予定です）

申
込 6/30㊏ 10:00～ 0294-24-7711

シビックサロン「キッズ和太鼓体験」こども

8/18㊏、8/22㊌
10：30／11：30／13：00／14：00 ※各回30分

［会　場］ 日立シビックセンター スタジオ
［対　象］ 年長～小学6年生　［募集人数］ 各回14人
［講　師］ 常陸太鼓の会　［受講料］ 200円

普段触れることができない和太鼓をリズムに合わせて楽しく叩いてみませんか？約30分の簡単な
内容で、年長さんから気軽に参加できます。

申
込 7/11㊌ 10:00～ 0294-24-7711

宇宙実験教室（キッズコース）こども

7/15㊐  10：00～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号
［対　象］ 小学1年生～3年生とその保護者
［募集人数］ 親子ペア20組
［講　師］ ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）コズミックカレッジ講師
［受講料］ 700円

JAXA（宇宙航空研究開発機構）の講師と一緒にロケットに関する実験を行います。

申
込

受付中
※キッズコースは受付日に定員に達している可能性があります。 0294-24-7731

７月３１日の火星大接近の前に、自分で作った天体望遠鏡で木星のガリレオ衛星や、土星の輪を見
てみよう！天体望遠鏡で目的の星（火星）を見つける方法を学んで自分で星を観察しよう。

親子で楽しむ天文教室－天体望遠鏡をつくって月と惑星を見よう！
おやこ

申
込 6/30㊏ 10:00～ 0294-24-7731

7/22㊐  17：30～19：30
［会　場］ 科学館アトリエと屋上
［対　象］ 小学２年生以上の小・中学生とその保護者
［募集人数］ 親子ペア12組
［講　師］ 八重座明（ひたち星の会/星空宇宙天文検定１級）
　　　　  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］ 3,500円（材料費込）

こども こども おとな
対 象

おとな おやこ

○/○ 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）

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

ホームページの専用フォームで
お申込みください

【表記について】

【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

小菅優 石坂団十郎

©Marco
　Borggreve
©Marco
　Borggreve

©Marco
　Borggreve
©Marco
　Borggreve 高度なテクニックと若々しい感性で注目をあびるピアニスト小菅優。

ヨーロッパを拠点に世界を駆け巡るチェリスト石坂団十郎。
次代を担う2人が表現するベートーヴェンをご堪能ください。

12/14㊎ 18：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 一般 3,000円、高校生以下 1,500円
  第1・2章セット券：一般 5,000円、高校生以下 2,500円

全席指定

洋楽文庫 第2章  小菅優＆石坂団十郎 デュオ 《ベートーヴェン 詣》

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］6/23発売 11/30

多用途ホールライヴシリーズ第5弾！！ジャンルにとらわれない音楽性と、圧倒的な歌唱・表現力で国
内外から幅広く支持されているシンガーソングライター・二階堂和美が、日本で一番多忙なビッグ
バンド、ジェントル・フォレスト・ジャズバンドの6人と共にお送りするスペシャル・ライヴ！！
※ドリンクサービス（有料）の予定あり。

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.5 二階堂和美 with Gentle Forest Sextet

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］9/1発売 11/17

女子中学生に圧倒的な支持を得ている女性ボーカルグループLittle Glee Monsterの日立公演
が開催決定！！「これぞリトグリ」という「魂の叫び」「喜びに満ちた歌声」をぜひ会場で!!

12/1㊏ 17：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 6,980円
※3才以上はチケットが必要です。

全席指定

Little Glee Monster Live Tour 2018 ～Calling!!!!!

［お問合せ：日立市民会館］※お一人様3枚まで8/12発売

ロマン派時代の音楽史や時代背景に触れながら、現代ピアノによるその時代の名曲を楽しんでい
ただくトークコンサートです。

12/9㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 一　　般 2,000円（当日 2,300円）
 高校生以下 1,000円（当日 1,200円）

［出　演］ 金子三勇士（ピアノ）
［曲　目］ リスト／ラ・カンパネラ、ハンガリー狂詩曲第2番 ほか

全席自由

日立シビックセンター市民音楽企画2018
ピアノの歴史Ⅱ～ロマン派編

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］9/1発売 11/18

2018年、古稀を記念して全国ツアーを開催する沢田研二。17年
ぶりに日立公演決定！！ヒット曲の数々をはじめ、最新曲まで、年齢を
感じさせない歌唱力と美声で皆様をJulie Worldへ誘います。

12/15㊏ 16：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 8,000円
※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

全席指定

沢田研二 70YEARS LIVE 「OLD GUYS ROCK」

［お問合せ：日立市民会館］7/28発売

7/22㊐  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］ 80人
［講　師］ 粟谷明生（喜多流能楽師）
［受講料］ 無料
9/1（土）に開催する「初秋ひたち能と狂言」の演目の「羽衣」と「融」を能楽
師の粟谷明生先生が演者から見た内容で分かりやすく解説します。
この講演は、宝くじの助成を受けて実施しています。

能楽文化サロン　演者から見る能 「羽衣」と「融」
おとな

申
込 受付中 0294-24-7755

私たち自身に寿命があるように私たちの体をつくる細胞にも寿命があります。なぜ寿命があるの
でしょう。避けて通れない寿命のメカニズムなどをお話しします。

9/12㊌ 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］ 中村麻子（茨城大学理学部教授）
［受講料］ 500円

大人のためのサイエンス
－細胞の老化と個体の老化～若 し々くあるために～おとな

申
込 8/12㊐ 10:00～ 0294-24-7731

本物の能舞台に立って能楽を体験してみましょう。子どもから大人を対象に、歩
き方、楽器の鳴らしかた、謡の発声、面の付け方などを地元能楽師による丁寧な
指導で能楽を体験します。この催しは、宝くじの助成を受けて実施しています。

申
込 7/7㊏ 10:00～ 0294-24-7755

9/1㊏ 10：00～11：30
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール特設能舞台
［募集人数］ 30人
［講　師］ 地元の能楽師 など
［受講料］ 無料

第22回初秋ひたち能と狂言 能楽体験会
こども おとな夏の科学館 プレオープン 特別見学会参加者募集

こども おとな

7/21㊏  10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館・天球劇場
［対　象］ 広報用写真撮影にご協力いただける方
［募集人数］ ２００人　［参加料］ 無料

天球劇場ドーム映像番組「ロボット」の試写会及び科学館の夏の特別展「遊ぼうよ！ロボットとおも
ちゃの夏祭り！」の見学会を行います。※広報用写真撮影に協力していただける方対象

申
込 ６/２6㊋ 10:00～ www.civic.jp

募集（募集人数の表記がある場合は先着順）

前 売 情 報

4 5



夏の星空で星や星座の見つけ方やその楽しみ方、８月に見られるペルセウス座流星群などについ
てお話します。

8/9㊍  10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 第２音楽室
［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

大人のための天文教室－夏の星空の楽しみ方と流星のお話
おとな

申
込 7/12㊍ 10:00～ 0294-24-7731

プログラミングってなあに？こども

8/4㊏、8/5㊐ 10：00～13：00／14：00～17：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室702号
［対　象］ 小学1～4年生　［募集人数］ 各20人
［協　力］ 株式会社イーケージャパン　［受講料］ 500円

複数あるピースをつなぐと、「揺れを感知して音を鳴らす」等の動作を起こすことができるキットを
使ったワークショップです。「プログラミングの考え方」について、楽しみながら学びます。ワーク
ショップの最後にはグループごとに発表を行い、プレゼンスキルも身につけます。

申
込 7/1㊐ 10:00～ 0294-24-7731

講座情報（先着順）

宇宙実験教室（基礎コース）こども

7/14㊏  14：00～17：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号
［対　象］ 小学4年生～中学3年生
［募集人数］ 30人
［講　師］ ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）コズミックカレッジ講師
［受講料］ 700円

JAXA（宇宙航空研究開発機構）の講師と一緒にロケットに関する実験を行います。

申
込 受付中 0294-24-7731 シビックサロン「海のふしぎないきものを作ろう」こども

8/11㊏㊗ 11：00～13：00/14：30～16：30
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［対　象］ 小学1年生以上　［募集人数］ 各回20人
［講　師］ 木暮奈津子（造形作家）
［受講料］ 500円

新聞紙を丸めてあなただけのユニークでポップな海のふしぎないきものを作りませんか？タコや
イカなど、作るものはあなた次第！夏の工作にぴったりな講座です。

申
込 受付中 0294-24-7711

作曲家追体験ワークショップ
～クラシック音楽を知って、つくって、好きになる～こども

8/19㊐ 13：00～17：00
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［対　象］ 小学生以上　［募集人数］ 30人
［講　師］ マイケル・スペンサー（ファシリテーター）
［受講料］ 1,000円
ファシリテーター（導き手）から与えられたメロディを組み合わせ、様々
な楽器をつかって、クラシック音楽をつくってみよう！

申
込 6/24㊐ 10:00～ 0294-24-7755

アジアンフェスティバル「わたしのアジア」写真展作品募集
おとな

8/21㊋～8/26㊐ 10：00～18：00展示（最終日は15：00まで）
［会　場］ 日立シビックセンター ギャラリー
［写真規格］ A4写真用紙に印刷したもの。
　　　　  枠の有無、写真の縦横は自由。枚数制限なし。
　　　　  ※写真の返却はしません。応募状況により枚数制限あり。

［参加料］ 無料
アジアを中心とした世界の国々を旅した時の思い出の写真を募集します。8/25(土)アジアンフェ
スティバル（P.１０参照）の一環として、展示します。

申

　込
ひたちとアジアの文化交流をすすめる会
事務局（日立シビックセンター内）

応募票に必要事項を明記の上、写真と共にご提出ください。詳しくは、チラシ、
ホームページ等をご覧ください。

募集中～7/10㊋必着

ホールのウラがわ ノゾキ見ツアーこども

7/29㊐ 11：00～12：00／14：00～15：00
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール、多用途ホール
［対　象］ 小学生～中学生　［募集人数］ 各回15人
［受講料］ 500円※保護者は無料

ホールで音はどうして響くの？ステージのカラフルな光がつくのはなぜ？音楽ホールにはひみつが
いっぱい！いつもは見ることができない舞台の裏側をみんなで探検します。

申
込 6/23㊏ 10:00～ 0294-24-7755

はじめてのオペラ体験こども

8/5㊐  10：00～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［対　象］ 小学生以上　［募集人数］ 20人　［受講料］ 500円
［先　生］ オペラ歌手：大津香津子・岡部恵美子・相山潤平
　　　　 ピアニスト：湯本景子・皆川久子
気分はオペラ歌手。すてきな衣裳（ドレス）を身につけ、オペラ歌手の気分を
体験してみよう！だれもが参加できる簡単なメニューを用意。スポットライトを
浴びてステージを動いてみよう。友だちをさそって参加しよう。　

申
込 受付中 0294-24-7755

日立シビックセンターの各ポイントに隠れている4人のアーティストを探し出し、響きのなぞをときあかせ！続いて、
星と地球をテーマにしたコンサートを聴いて、音楽賢者の称号を手に入れよう！（コンサートのみの入場もできます）

申
込

ゲーム：当日受付　コンサート： 7/14㊏ 10:00～発売
［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

ロールプレイング音楽ゲーム
～響きのなぞをときあかせ！！～こども

8/11㊏㊗
音楽ゲーム 15：30～

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［対　象］ 小学生以上　［参加料］ 無料
コンサート 18：00開演

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［出　演］ 相山潤平・永田絵里子・矢渡友実加・磯野舞
［入場料］ 一人500円

申込不要ですので、
当日お越しください

（音楽ゲームのみ）

アジアンフェスティバル「民族衣装ファッションショー」モデル募集
こども おとな

8/25㊏ 12：00～13：00 
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［対　象］ 小学生及び成人の男女　［募集人数］ 30人
［参加料］ 無料

8/25(土)アジアンフェスティバル（P.１０参照）内でファッションショーを行います。アジア諸国の
民族衣装を着てファッションショーに出演しませんか。

申
込 募集中～7/10㊋ 0294-24-7711

［説明会］ 7/14(土) 13：30～15：00 日立シビックセンター 会議室501号

ダンボールでつくる“ビー玉コロコロどこいくの？”こども

7/29㊐  13：00～15：00
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［対　象］ 小学生以上　［募集人数］ 15人
［講　師］ コッペさん　［受講料］ 300円

身近にあるものを使って、作って遊ぼう！ダンボールを使って、ビー玉を
転がして遊ぶおもちゃ（スマートボール）を作ります。（当日も若干名受
付予定です）

申
込 6/30㊏ 10:00～ 0294-24-7711

シビックサロン「キッズ和太鼓体験」こども

8/18㊏、8/22㊌
10：30／11：30／13：00／14：00 ※各回30分

［会　場］ 日立シビックセンター スタジオ
［対　象］ 年長～小学6年生　［募集人数］ 各回14人
［講　師］ 常陸太鼓の会　［受講料］ 200円

普段触れることができない和太鼓をリズムに合わせて楽しく叩いてみませんか？約30分の簡単な
内容で、年長さんから気軽に参加できます。

申
込 7/11㊌ 10:00～ 0294-24-7711

宇宙実験教室（キッズコース）こども

7/15㊐  10：00～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号
［対　象］ 小学1年生～3年生とその保護者
［募集人数］ 親子ペア20組
［講　師］ ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）コズミックカレッジ講師
［受講料］ 700円

JAXA（宇宙航空研究開発機構）の講師と一緒にロケットに関する実験を行います。

申
込

受付中
※キッズコースは受付日に定員に達している可能性があります。 0294-24-7731

７月３１日の火星大接近の前に、自分で作った天体望遠鏡で木星のガリレオ衛星や、土星の輪を見
てみよう！天体望遠鏡で目的の星（火星）を見つける方法を学んで自分で星を観察しよう。

親子で楽しむ天文教室－天体望遠鏡をつくって月と惑星を見よう！
おやこ

申
込 6/30㊏ 10:00～ 0294-24-7731

7/22㊐  17：30～19：30
［会　場］ 科学館アトリエと屋上
［対　象］ 小学２年生以上の小・中学生とその保護者
［募集人数］ 親子ペア12組
［講　師］ 八重座明（ひたち星の会/星空宇宙天文検定１級）
　　　　  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］ 3,500円（材料費込）

こども こども おとな
対 象

おとな おやこ

○/○ 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）

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

ホームページの専用フォームで
お申込みください

【表記について】

【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

小菅優 石坂団十郎

©Marco
　Borggreve
©Marco
　Borggreve

©Marco
　Borggreve
©Marco
　Borggreve 高度なテクニックと若々しい感性で注目をあびるピアニスト小菅優。

ヨーロッパを拠点に世界を駆け巡るチェリスト石坂団十郎。
次代を担う2人が表現するベートーヴェンをご堪能ください。

12/14㊎ 18：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 一般 3,000円、高校生以下 1,500円
  第1・2章セット券：一般 5,000円、高校生以下 2,500円

全席指定

洋楽文庫 第2章  小菅優＆石坂団十郎 デュオ 《ベートーヴェン 詣》

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］6/23発売 11/30

多用途ホールライヴシリーズ第5弾！！ジャンルにとらわれない音楽性と、圧倒的な歌唱・表現力で国
内外から幅広く支持されているシンガーソングライター・二階堂和美が、日本で一番多忙なビッグ
バンド、ジェントル・フォレスト・ジャズバンドの6人と共にお送りするスペシャル・ライヴ！！
※ドリンクサービス（有料）の予定あり。

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.5 二階堂和美 with Gentle Forest Sextet

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］9/1発売 11/17

女子中学生に圧倒的な支持を得ている女性ボーカルグループLittle Glee Monsterの日立公演
が開催決定！！「これぞリトグリ」という「魂の叫び」「喜びに満ちた歌声」をぜひ会場で!!

12/1㊏ 17：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 6,980円
※3才以上はチケットが必要です。

全席指定

Little Glee Monster Live Tour 2018 ～Calling!!!!!

［お問合せ：日立市民会館］※お一人様3枚まで8/12発売

ロマン派時代の音楽史や時代背景に触れながら、現代ピアノによるその時代の名曲を楽しんでい
ただくトークコンサートです。

12/9㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 一　　般 2,000円（当日 2,300円）
 高校生以下 1,000円（当日 1,200円）

［出　演］ 金子三勇士（ピアノ）
［曲　目］ リスト／ラ・カンパネラ、ハンガリー狂詩曲第2番 ほか

全席自由

日立シビックセンター市民音楽企画2018
ピアノの歴史Ⅱ～ロマン派編

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］9/1発売 11/18

2018年、古稀を記念して全国ツアーを開催する沢田研二。17年
ぶりに日立公演決定！！ヒット曲の数々をはじめ、最新曲まで、年齢を
感じさせない歌唱力と美声で皆様をJulie Worldへ誘います。

12/15㊏ 16：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 8,000円
※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

全席指定

沢田研二 70YEARS LIVE 「OLD GUYS ROCK」

［お問合せ：日立市民会館］7/28発売

7/22㊐  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］ 80人
［講　師］ 粟谷明生（喜多流能楽師）
［受講料］ 無料
9/1（土）に開催する「初秋ひたち能と狂言」の演目の「羽衣」と「融」を能楽
師の粟谷明生先生が演者から見た内容で分かりやすく解説します。
この講演は、宝くじの助成を受けて実施しています。

能楽文化サロン　演者から見る能 「羽衣」と「融」
おとな

申
込 受付中 0294-24-7755

私たち自身に寿命があるように私たちの体をつくる細胞にも寿命があります。なぜ寿命があるの
でしょう。避けて通れない寿命のメカニズムなどをお話しします。

9/12㊌ 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］ 中村麻子（茨城大学理学部教授）
［受講料］ 500円

大人のためのサイエンス
－細胞の老化と個体の老化～若 し々くあるために～おとな

申
込 8/12㊐ 10:00～ 0294-24-7731

本物の能舞台に立って能楽を体験してみましょう。子どもから大人を対象に、歩
き方、楽器の鳴らしかた、謡の発声、面の付け方などを地元能楽師による丁寧な
指導で能楽を体験します。この催しは、宝くじの助成を受けて実施しています。

申
込 7/7㊏ 10:00～ 0294-24-7755

9/1㊏ 10：00～11：30
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール特設能舞台
［募集人数］ 30人
［講　師］ 地元の能楽師 など
［受講料］ 無料

第22回初秋ひたち能と狂言 能楽体験会
こども おとな夏の科学館 プレオープン 特別見学会参加者募集

こども おとな

7/21㊏  10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館・天球劇場
［対　象］ 広報用写真撮影にご協力いただける方
［募集人数］ ２００人　［参加料］ 無料

天球劇場ドーム映像番組「ロボット」の試写会及び科学館の夏の特別展「遊ぼうよ！ロボットとおも
ちゃの夏祭り！」の見学会を行います。※広報用写真撮影に協力していただける方対象

申
込 ６/２6㊋ 10:00～ www.civic.jp

募集（募集人数の表記がある場合は先着順）

前 売 情 報
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利
用
案
内

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
説明しますので、どなたでもお気軽にご参加ください。

6・7月 車のおもちゃ大集合

土
日
・
祝
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

GLOBE THEATRE

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

番組の
対象 おやこ

製作時間：約15分
参加料：100円～200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

要整理券 ※各回10：00から
　8階入口で配布

①「ひんやりパック」
②「指レプリカ」

月替わりの科学工作を楽しめます。係
員が一緒に、作り方を説明しますので、
どなたでもお気軽にご参加ください。

[7/16月㊗まで]

ひんやりパック 指レプリカ

参加料200円

参加料100円

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト

毎
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

車のおもちゃ大集合

7/21土 10：30～12：00 開催

プラネタリウムの解説員が、世界最高峰のプラネタ
リウム投影機 MEGASTAR（メガスター）や、星
を映し出す操作をする操作室など、普段は見るこ
とができない天球劇場の裏側を紹介します。

知って得する！天球劇場のひみつ探検ツアー
8/26日 12：00～12：30  17：30～18：00

つみきや昔のおもちゃ、大人がはまるパズル
ゲーム、さらには最新技術が詰まったロボッ
トなどが科学館に大集合！夏休みは大人も
子どもも、お祭り気分な科学館で一日楽し
んじゃおう！ 

七夕をテーマにしたファミリー向けの特別上映です。クイズなどを交
えながら七夕の夜空に描かれる織姫、彦星の物語を紹介します。

見上げてみよう！七夕と天の川
7/7土、7/8日 11：00～11：50  14：30～15：20

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７月３１日に地球に最接近す
る火星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。

観望のためのプラネタリウム＆観望会
7/29日 19：00～20：30

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

アロマで愉しむプラネタリウム～海の香り～
7/20金 19：00～　7/21土 18：00～

おとな

詳しくは、P5をご覧ください

上
映
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル【
各
回
約
50
分
】

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

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

たいようくんと
おつきちゃん

平　日

土日祝

みず
ものがたり

みず
ものがたり

みず
ものがたり

生 生
季

季
全

13：00 14：30 16：0011：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

ロボット

たいようくんと
おつきちゃん

7/20～9/1

7/22～9/2
の日曜日

ロボット ロボット
生

生季 全

7/21土～9/2日 10：00～18：00
（7/21土のみ  一般の方の入館は12：00から）

夏の科学館
プレオープン
特別見学会
参加者募集

科 学 館 SCIENCE WONDERLAND 天球劇場

特
別
上
映

イ
ベ
ン
ト

8/26日 17：00～20：30（最終入館20：00）

「ロボット -ROBOTS-」試写会

10：30～ 天球劇場映像番組

「遊ぼうよ！ロボットと
    おもちゃの夏祭り！」見学会

11：30～ 科学館 夏の特別展

要整理券 ※当日10：00から
　地下１階チェックインカウンターで配布

参加料：無料

※（  ）内は30人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歳以上）

【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　7/17（火）～19（木）
　　　　　9/3（月）～30（日）
科学館のみ：7/20（金）

【お問合せ】　TEL：0294-24-7731（10：00～18：00）

【施設入館料】

※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：2018/9/30（日）

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）
★天球劇場の貸館使用　　　　　 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）

【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！

サイエンスショー
テーマは、シャボン玉、ロケット、空気など、日替わりで実演して
います。夏休み期間中は、通常のテーマに加え、期間限定のテー
マのショーも行います。

実演時間：約20分
開催時間：
平日 14：00～
土日・祝日・夏休み期間※

      10：30～/15：00～

詳細はP7をご覧ください

17：30 知って得する！
天球劇場のひみつ探検ツアー

18：30 特別サイエンスショー
「おまつりサイエンス」
おまつりの屋台で科学実験！？
場所：9階サイエンススタジオ

19：00 観望会（20：00まで）
望遠鏡を使って、土星などの惑星を観察
してみましょう（曇天時・雨天時は中止）
場所：屋上

7
／
21
〜
9
／
2
上
映
の
番
組

9
／
2
ま
で
上
映
の
番
組

毎
日
上
映
の
番
組

7
／
16
ま
で
上
映
の
番
組

星と宇宙を楽しむプラネタリウム

プラネタリウムの機能を活用した当館オリ
ジナルのプログラムです。美しい星空に包
まれ、さらに可視化した宇宙を体験でき
るヒーリング＆エキサイティングな50分。
毎日内容が変わる生解説でお送りします。

全編生解説

みずものがたり
～46億年 地球をめぐる水の旅～

「水の惑星」と呼ばれる地球。私たち
にとって水は身近な物質ですが、まだ
わかっていないこともたくさんありま
す。人の体の何％が水でできている
の？もしも地球が太陽よりもう少し遠
かったら？さまざまな視点から水の不
思議に迫ります。

ロボット -ROBOTS-

日本の二足歩行ロボッ
ト「アシモ」「HRP2」、
アメリカの宇宙飛行士
ロボット「ロボノート」
な ど、さま ざま な ロ
ボットの開発過程や技
術部分を紹介します。
これからの未来に人
型ロボットたちは、ど
んな姿になり、どんな
事ができるようになる
のでしょうか。最先端
の人型ロボットたちと
一緒に未来をのぞいて
みましょう。

たいようくんと
おつきちゃん

昼しか知らないたいようくん
に、おつきちゃんが夜空の面
白さを教えてあげます。さあ、
たいようくんは自分の目で夜
空に輝くお星さまを見ること
ができるのでしょうか。絵本
タッチのやさしい内容です。

火星についての解説も
行います。9/2日まで

◆7/16月㊗まで

◆7/20金～9/2日

いつものプラネタリウムと違って、騒いでしまった
り、泣いてしまっても大丈夫。0歳から入場できま
す。親子で星空を楽しんでみませんか。寝転がって
見られる「ごろごろシート」も用意しています。ご希望の方は事前にお
申し込みください。（先着４組、受付中）

はじめてのプラネタリウム
7/9月 11：00～11：30

おやこ

・6/26火 10：00から日立シビッ
クセンターホームページの専用
フォームでお申し込み。

・定員200名
※広報用写真撮影に協力していただけ

る方対象

双眼鏡貸し出し付き「星と宇宙を楽しむプラネタリウム」開始
毎週水曜日と土曜日の「星と宇宙を楽しむプラネタリウム」では、
入場時に双眼鏡をお貸しします（10台限定）。肉眼では見られ
ないメガスターが再現するリアルな星空をお楽しみください。

詳しくは、P2をご覧ください

詳しくは、
P2をご覧ください

詳しくは、P2をご覧ください

詳しくは、P2をご覧ください

１日限定！開館時間を延長し
て、いつもと少し違う「夜の
科学館」をお見せします！

●会場　科学館
●科学館入館料のみ
　（大人520円、小中学生320円、
　 幼児無料）
※工作は有料です（１回200円）

「初めてのプラモデルを作ろう」
初めての人歓迎！作り方の基礎
やテクニックを教わりながら、み
んなでガンプラを作っちゃおう！

参加料：800円

●日時 8/17金　11：00～12：00
●定員 20名　●対象 小学生以上
※7/13金10：00より電話受付開始

「ソーラートレインを作ろう」
自分でデザインし、太陽の力で
走るソーラートレインを作っちゃ
おう！

参加料：1,300円

●日時 8/26日　11：00～12：00
●定員 20名
※7/13金10：00より電話受付開始

特
別
工
作

参加料：無料「プログラミングロボで遊ぼう」
ロボットを使ってプログラミング
を学んじゃおう！基礎や遊び方な
ど、学生たちが優しく教えてくれ
ます。

●講師 茨城県立産業技術短期大学校
●日時 8/25土 ①11：00～12：00 ②13：00～14：00
●定員 6組　●対象 小学生以上
※当日10：00より受付開始

ワークショップ

工作コーナー

①7/21土～8/10金
「ビー玉コロコロゲームをつくろう」
ビー玉で遊べるコロコロ迷路を作ります。

②8/11土㊗～9/2日
「色変わりスライムをつくろう」

太陽の光で色が変わるスライムを作ります。

巨大マルチスクリーンに、自分がデザ
インした電車を走らせよう！オリジナル
の電車はもちろん、ロボットや君のお友
達など、普段は走らせることのできな
いものまで、君の手で走らせてみよう！

トレインクリエイト体験ブース
「作ろう！レールでつながるみんなの街」

「ロボットであそぼう！」
コミュニケーションロボット「ペッパー」
や、みんなで遊べる「サッカーロボット」、
さらにはあの倒れない自転車型ロボット

「ムラタセイサク君®」など、楽しいロボットが大集合！ 

「昔のおもちゃであそぼう！」
不思議な仕掛けの「からくりおもちゃ」や大
人がはまる「パズルゲーム」、さらには昔懐
かしい「レトロゲーム」など子供から大人ま
で楽しめる「おもちゃ」が集まっています。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

●参加料 100円　●定員 随時受付

特別工作コーナー
「小型昆虫ロボットを作ろう」 製作時間：約15分

17：00～20：00

所要時間：約10分　参加料：無料　開催時間：12:00～15:00

※夏休み期間（7/21土～9/2日）

特
別
展
示
物

10：00～16：00（昼休み13：00～14：00）

夏
の
特
別
展

県内
初！

※7/7土と7/8日の11:00、14:30の回は 特別上映「見上げて
みよう！七夕と天の川」を上映します。

※「たいようくんとおつきちゃん」の回は約40分です。
※7/20金と7/21土の11:00の回の上映はありません。

NEW

NEW
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利
用
案
内

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
説明しますので、どなたでもお気軽にご参加ください。

6・7月 車のおもちゃ大集合

土
日
・
祝
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

GLOBE THEATRE

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

番組の
対象 おやこ

製作時間：約15分
参加料：100円～200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

要整理券 ※各回10：00から
　8階入口で配布

①「ひんやりパック」
②「指レプリカ」

月替わりの科学工作を楽しめます。係
員が一緒に、作り方を説明しますので、
どなたでもお気軽にご参加ください。

[7/16月㊗まで]

ひんやりパック 指レプリカ

参加料200円

参加料100円

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト

毎
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

車のおもちゃ大集合

7/21土 10：30～12：00 開催

プラネタリウムの解説員が、世界最高峰のプラネタ
リウム投影機 MEGASTAR（メガスター）や、星
を映し出す操作をする操作室など、普段は見るこ
とができない天球劇場の裏側を紹介します。

知って得する！天球劇場のひみつ探検ツアー
8/26日 12：00～12：30  17：30～18：00

つみきや昔のおもちゃ、大人がはまるパズル
ゲーム、さらには最新技術が詰まったロボッ
トなどが科学館に大集合！夏休みは大人も
子どもも、お祭り気分な科学館で一日楽し
んじゃおう！ 

七夕をテーマにしたファミリー向けの特別上映です。クイズなどを交
えながら七夕の夜空に描かれる織姫、彦星の物語を紹介します。

見上げてみよう！七夕と天の川
7/7土、7/8日 11：00～11：50  14：30～15：20

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７月３１日に地球に最接近す
る火星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。

観望のためのプラネタリウム＆観望会
7/29日 19：00～20：30

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

アロマで愉しむプラネタリウム～海の香り～
7/20金 19：00～　7/21土 18：00～

おとな

詳しくは、P5をご覧ください

上
映
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル【
各
回
約
50
分
】

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

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

たいようくんと
おつきちゃん

平　日

土日祝

みず
ものがたり

みず
ものがたり

みず
ものがたり

生 生
季

季
全

13：00 14：30 16：0011：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

ロボット

たいようくんと
おつきちゃん

7/20～9/1

7/22～9/2
の日曜日

ロボット ロボット
生

生季 全

7/21土～9/2日 10：00～18：00
（7/21土のみ  一般の方の入館は12：00から）

夏の科学館
プレオープン
特別見学会
参加者募集

科 学 館 SCIENCE WONDERLAND 天球劇場

特
別
上
映

イ
ベ
ン
ト

8/26日 17：00～20：30（最終入館20：00）

「ロボット -ROBOTS-」試写会

10：30～ 天球劇場映像番組

「遊ぼうよ！ロボットと
    おもちゃの夏祭り！」見学会

11：30～ 科学館 夏の特別展

要整理券 ※当日10：00から
　地下１階チェックインカウンターで配布

参加料：無料

※（  ）内は30人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歳以上）

【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　7/17（火）～19（木）
　　　　　9/3（月）～30（日）
科学館のみ：7/20（金）

【お問合せ】　TEL：0294-24-7731（10：00～18：00）

【施設入館料】

※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：2018/9/30（日）

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）
★天球劇場の貸館使用　　　　　 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）

【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！

サイエンスショー
テーマは、シャボン玉、ロケット、空気など、日替わりで実演して
います。夏休み期間中は、通常のテーマに加え、期間限定のテー
マのショーも行います。

実演時間：約20分
開催時間：
平日 14：00～
土日・祝日・夏休み期間※

      10：30～/15：00～

詳細はP7をご覧ください

17：30 知って得する！
天球劇場のひみつ探検ツアー

18：30 特別サイエンスショー
「おまつりサイエンス」
おまつりの屋台で科学実験！？
場所：9階サイエンススタジオ

19：00 観望会（20：00まで）
望遠鏡を使って、土星などの惑星を観察
してみましょう（曇天時・雨天時は中止）
場所：屋上

7
／
21
〜
9
／
2
上
映
の
番
組

9
／
2
ま
で
上
映
の
番
組

毎
日
上
映
の
番
組

7
／
16
ま
で
上
映
の
番
組

星と宇宙を楽しむプラネタリウム

プラネタリウムの機能を活用した当館オリ
ジナルのプログラムです。美しい星空に包
まれ、さらに可視化した宇宙を体験でき
るヒーリング＆エキサイティングな50分。
毎日内容が変わる生解説でお送りします。

全編生解説

みずものがたり
～46億年 地球をめぐる水の旅～

「水の惑星」と呼ばれる地球。私たち
にとって水は身近な物質ですが、まだ
わかっていないこともたくさんありま
す。人の体の何％が水でできている
の？もしも地球が太陽よりもう少し遠
かったら？さまざまな視点から水の不
思議に迫ります。

ロボット -ROBOTS-

日本の二足歩行ロボッ
ト「アシモ」「HRP2」、
アメリカの宇宙飛行士
ロボット「ロボノート」
な ど、さま ざま な ロ
ボットの開発過程や技
術部分を紹介します。
これからの未来に人
型ロボットたちは、ど
んな姿になり、どんな
事ができるようになる
のでしょうか。最先端
の人型ロボットたちと
一緒に未来をのぞいて
みましょう。

たいようくんと
おつきちゃん

昼しか知らないたいようくん
に、おつきちゃんが夜空の面
白さを教えてあげます。さあ、
たいようくんは自分の目で夜
空に輝くお星さまを見ること
ができるのでしょうか。絵本
タッチのやさしい内容です。

火星についての解説も
行います。9/2日まで

◆7/16月㊗まで

◆7/20金～9/2日

いつものプラネタリウムと違って、騒いでしまった
り、泣いてしまっても大丈夫。0歳から入場できま
す。親子で星空を楽しんでみませんか。寝転がって
見られる「ごろごろシート」も用意しています。ご希望の方は事前にお
申し込みください。（先着４組、受付中）

はじめてのプラネタリウム
7/9月 11：00～11：30

おやこ

・6/26火 10：00から日立シビッ
クセンターホームページの専用
フォームでお申し込み。

・定員200名
※広報用写真撮影に協力していただけ

る方対象

双眼鏡貸し出し付き「星と宇宙を楽しむプラネタリウム」開始
毎週水曜日と土曜日の「星と宇宙を楽しむプラネタリウム」では、
入場時に双眼鏡をお貸しします（10台限定）。肉眼では見られ
ないメガスターが再現するリアルな星空をお楽しみください。

詳しくは、P2をご覧ください

詳しくは、
P2をご覧ください

詳しくは、P2をご覧ください

詳しくは、P2をご覧ください

１日限定！開館時間を延長し
て、いつもと少し違う「夜の
科学館」をお見せします！

●会場　科学館
●科学館入館料のみ
　（大人520円、小中学生320円、
　 幼児無料）
※工作は有料です（１回200円）

「初めてのプラモデルを作ろう」
初めての人歓迎！作り方の基礎
やテクニックを教わりながら、み
んなでガンプラを作っちゃおう！

参加料：800円

●日時 8/17金　11：00～12：00
●定員 20名　●対象 小学生以上
※7/13金10：00より電話受付開始

「ソーラートレインを作ろう」
自分でデザインし、太陽の力で
走るソーラートレインを作っちゃ
おう！

参加料：1,300円

●日時 8/26日　11：00～12：00
●定員 20名
※7/13金10：00より電話受付開始

特
別
工
作

参加料：無料「プログラミングロボで遊ぼう」
ロボットを使ってプログラミング
を学んじゃおう！基礎や遊び方な
ど、学生たちが優しく教えてくれ
ます。

●講師 茨城県立産業技術短期大学校
●日時 8/25土 ①11：00～12：00 ②13：00～14：00
●定員 6組　●対象 小学生以上
※当日10：00より受付開始

ワークショップ

工作コーナー

①7/21土～8/10金
「ビー玉コロコロゲームをつくろう」
ビー玉で遊べるコロコロ迷路を作ります。

②8/11土㊗～9/2日
「色変わりスライムをつくろう」

太陽の光で色が変わるスライムを作ります。

巨大マルチスクリーンに、自分がデザ
インした電車を走らせよう！オリジナル
の電車はもちろん、ロボットや君のお友
達など、普段は走らせることのできな
いものまで、君の手で走らせてみよう！

トレインクリエイト体験ブース
「作ろう！レールでつながるみんなの街」

「ロボットであそぼう！」
コミュニケーションロボット「ペッパー」
や、みんなで遊べる「サッカーロボット」、
さらにはあの倒れない自転車型ロボット

「ムラタセイサク君®」など、楽しいロボットが大集合！ 

「昔のおもちゃであそぼう！」
不思議な仕掛けの「からくりおもちゃ」や大
人がはまる「パズルゲーム」、さらには昔懐
かしい「レトロゲーム」など子供から大人ま
で楽しめる「おもちゃ」が集まっています。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

●参加料 100円　●定員 随時受付

特別工作コーナー
「小型昆虫ロボットを作ろう」 製作時間：約15分

17：00～20：00

所要時間：約10分　参加料：無料　開催時間：12:00～15:00

※夏休み期間（7/21土～9/2日）

特
別
展
示
物

10：00～16：00（昼休み13：00～14：00）

夏
の
特
別
展

県内
初！

※7/7土と7/8日の11:00、14:30の回は 特別上映「見上げて
みよう！七夕と天の川」を上映します。

※「たいようくんとおつきちゃん」の回は約40分です。
※7/20金と7/21土の11:00の回の上映はありません。

NEW

NEW
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祝
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※詳細はP6をご覧ください

※詳細はP7をご覧ください

※詳細はP6をご覧ください

※詳細はP5、P6をご覧ください

受付中

受付中

日立シビックセンターの各ポイントに隠れている4人のアーティストを探し出
し、響きのなぞをときあかせ！続いて、星と地球をテーマにしたコンサートを
聴いて、音楽賢者の称号を手に入れよう！（コンサートのみの入場もできます）

進むの

（3歳くらい～）

（おはなし会、0歳～2歳くらい）

「カブトムシの標本づくり」のお話し
を聞いて作品を作ろう！



祝

祝

祝
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※詳細はP6をご覧ください

※詳細はP7をご覧ください

※詳細はP6をご覧ください

※詳細はP5、P6をご覧ください

受付中

受付中

日立シビックセンターの各ポイントに隠れている4人のアーティストを探し出
し、響きのなぞをときあかせ！続いて、星と地球をテーマにしたコンサートを
聴いて、音楽賢者の称号を手に入れよう！（コンサートのみの入場もできます）

進むの

（3歳くらい～）

（おはなし会、0歳～2歳くらい）

「カブトムシの標本づくり」のお話し
を聞いて作品を作ろう！
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PiCK UP お す す め 情 報

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

7/15㊐
7/16㊊
7/22㊐
8/18㊏
8/18㊏
8/26㊐
9/9㊐
9/23㊐
9/29㊏

第26回ピアノ発表会
フラ　カレイ　オ　プアラニ発表会
２つの女声合唱団 ふれ愛CONCERT
フルートおさらい会
フルートできく名曲コンサート
第73回茨城県合唱コンクール
日立市民混声合唱団第36回定期演奏会
明秀学園日立高等学校吹奏楽部オータムコンサート
茨城県ハーモニカ協会コンサート

川崎音楽教室
Hula Kalei o Pualani

コーロ・リベルタ、女声合唱団Seeds
羽賀紀子フルート教室
羽賀紀子フルート教室

茨城県合唱連盟、朝日新聞社
日立市民混声合唱団

明秀学園日立高等学校
茨城県ハーモニカ協会

7/7㊏
8/18㊏

9/8㊏～9/16㊐
9/24㊊
9/29㊏
9/30㊐

ピアノ発表会
ひたちシネマスペシャル
第54回日立市美術展覧会
音楽発表会
日立ギタークラブコンサート
母心独演会

中山
日立市視聴覚センター

日立市、日立市文化協会
ミュージックドリーム

日立ギタークラブ
株式会社オフィスまめかな

多用途ホール

7/4㊌～7/8㊐
7/17㊋～7/21㊏

8/6㊊～8/12㊐
8/16㊍～8/19㊐
9/8㊏～9/16㊐
9/22㊏～9/23㊐
9/25㊋～9/29㊏

写真散歩の会写真展
環境を考えるポスター展　環境教育活動ポスター展

仁平ケイ子展
第15回香雅書道展PARTⅡ
第５４回日立市美術展覧会
苑有書展
第４０回新世紀美術協会茨城支部展

写真散歩の会

日立市、環境を創る日立市民会議
仁平ケイ子

鈴木鳴龍
日立市、日立市文化協会

佐藤有苑
新世紀美術協会茨城支部

ギャラリー

7/21㊏
8/25㊏

9/8㊏～9/16㊐
9/22㊏

エコフェスひたち２０１８
ドリンクラリー
第５４回日立市美術展覧会
２０１８ 市民生活安全フェスティバル

エコフェスひたち２０１８実行委員会、日立市
日立商工会議所

日立市・日立市文化協会
市民生活安全フェスティバル実行委員会

新都市広場／マーブルホール

日立市民会館/ホール
7/1㊐
7/15㊐

7/21㊏
7/29㊐
8/4㊏
8/11㊏
9/24㊊
9/30㊐

ミュージカル「シンデレラストーリー」
レーモンド松屋＆クニコ魂のスーパーライヴin茨城

映画「君の笑顔に会いたくて」
平成30年度日立市芸術祭「日立市洋舞踊協会発表会」
映画「ドラえもん」
立木と歌う夏祭り
介護予防と映画のつどい
創部60周年記念発表会

TEAM☆KOKORO

レーモンド松屋 茨城ファンクラブ
「君の笑顔に会いたくて」日立上映実行委員会

日立市・日立市文化協会
全労災日立支所

立木音楽企画
日立市介護予防啓発事業実行委員会
日立製作所日立事業所日立会民謡部

多賀市民会館/ホール
7/1㊐
7/7㊏
7/15㊐
7/16㊊
7/22㊐
7/29㊐
8/11㊏
9/16㊐
9/29㊏
9/30㊐

ピアノ発表会
県北地区「ハーモニカの集い」
MUSICコンサート
こどもおんがくかい
ゴスペルライブ
STUDIO WEST バレエコンサート2018
高校生JAM天国
チャリティーダンスパーティー
彰の会　ゆかたざらい
映画「明日へ」上映会

西尾由美子
県北地区ハーモニカ同好会

助川 他
カワイ音楽教室

Hope of Peace Gospel Choir
STUDIO WEST

日立ヤングリーダーズクラブ
MBM

彰の会
日立上映実行委員会

この冊子を３ヶ月に１度ご自宅へ郵送いたします。
送料無料ですのでお気軽にお申し込みください。ご希望の方は、右側
のハガキ部分を切り取り、必要事項をご記入の上投函してください。
※日立市内の保育園、幼稚園、認定こども園及び公立小中学校では、毎号全員

に配布をしておりますので、お申し込みは不要です。
※皆様の個人情報は利用・管理を徹底し、当財団広報物を発送する以外の目

的では使用しません。

イベントインフォメーションの
定期購読を始めました

イベントインフォメーションの
定期購読を希望します

フリガナ

氏 名

住 所

（〒　　　－　　　　）

●このイベントインフォメーションをどちらで入手されましたか。

場所：

●今号で気になった情報を一つ挙げてください。

●よく利用する施設はどちらですか。

場所：

●参加してみたい、興味のある行事、イベントを教えてください。

●興味のある内容はどちらですか。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

音楽コンサート 文化講座 科学・天文 演　劇

ボランティア イルミネーション郷土芸能大祭大道芸

PiCK UP 1

PiCK UP 4

日立シビックセンター1階
カフェ・ランチスペース
ランチ時間帯はもちろん、コンサートや図書館帰りのティータイムに
も、ぜひご利用ください。
50席ある店内でのお召し上がり、お持
ち帰り、どちらも可能です。
日替わり弁当、ホテルシェフ特製弁当や
市内コーヒー店のドリップバックコー
ヒー、県内菓子店の焼き菓子、冷たいス
イーツ、ドリンクバーなどを取り扱って
います。

PiCK UP 3

天球劇場オリジナル番組特別企画
体験！アニメーション制作
テレビＣＭや映像の演出を手掛ける映
像制作のスペシャリストを講師に迎え、
全３回のワークショップでアニメーション
について学び、体験します。講座で考え
たキャラクターのアイディアは、2019
年夏公開予定の番組に登場します。詳細
はホームページをご覧ください。

●日　　時
　８/ ４ 土 10:00～15:00
　８/ ５ 日 10:00～15:00
　８/19日 10:00～12:30
　　　　　※時間は全て予定
●場　　所　日立シビックセンター科学館 他
●募集人数　30名（定員になり次第締切）
●対　　象　全３回のワークショップ全てに参加可能な小学生と保護者
　　　　　　※中学生以上のみの参加も可（先着５名）
●参 加 料　1,000円／１人

申
込 7/11㊌ 10：00～（先着順） 0294-24-7731

特典多数！

NEW!!
オープンしました

日立市民吹奏楽団は、昭和49（1974）年
に設立され、出初式、さくらまつり、ふれあ
い運動会などの市の行事における演奏や
各種大会へ出場するとともに、市内の中学
校での指導を行うなど、日立市の音楽文化
の向上ため、様々な形で貢献している市民
吹奏楽団です。
日立市民吹奏楽団では現在、団員の募集
を行っています。

日立市民吹奏楽団団員募集

●入団資格　高校生以上で、練習、イベント等に参加できる方。楽器経験のある方。
●練習会場　日立市民会館、多賀市民会館、日立シビックセンターなど
●練 習 日　基本的に週2回（水曜日と土日のいずれか）、
　及び時間　午後6時から午後9時30分まで
●団　　費　一般：月額2,500円、学生：月額1,500円、高校生：月額1,000円
●そ の 他　すべてのパートで募集しています。
　　　　　　小さなお子様がいらっしゃる方も入団できるよう、託児システムもあります。
●お問い合わせ先
　電話 080-1136-3551　ホームページ http://hcwo.sunnyday.jp/

PiCK UP 2

お弁当300円～650円 Tadaima coffee 180円 焼き菓子
スコーン、マフィン、パインケーキ、
しらすクッキーなど

カフェ・ランチスペース　日立シビックセンター1階
営業時間10：00～17：00（ラストオーダー16：30）
お席の予約や、団体様お弁当の予約もご相談ください。

ドリンクバー250円（小中学生150円　幼児無料）
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PiCK UP お す す め 情 報

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

7/15㊐
7/16㊊
7/22㊐
8/18㊏
8/18㊏
8/26㊐
9/9㊐
9/23㊐
9/29㊏

第26回ピアノ発表会
フラ　カレイ　オ　プアラニ発表会
２つの女声合唱団 ふれ愛CONCERT
フルートおさらい会
フルートできく名曲コンサート
第73回茨城県合唱コンクール
日立市民混声合唱団第36回定期演奏会
明秀学園日立高等学校吹奏楽部オータムコンサート
茨城県ハーモニカ協会コンサート

川崎音楽教室
Hula Kalei o Pualani

コーロ・リベルタ、女声合唱団Seeds
羽賀紀子フルート教室
羽賀紀子フルート教室

茨城県合唱連盟、朝日新聞社
日立市民混声合唱団

明秀学園日立高等学校
茨城県ハーモニカ協会

7/7㊏
8/18㊏

9/8㊏～9/16㊐
9/24㊊
9/29㊏
9/30㊐

ピアノ発表会
ひたちシネマスペシャル
第54回日立市美術展覧会
音楽発表会
日立ギタークラブコンサート
母心独演会

中山
日立市視聴覚センター

日立市、日立市文化協会
ミュージックドリーム

日立ギタークラブ
株式会社オフィスまめかな

多用途ホール

7/4㊌～7/8㊐
7/17㊋～7/21㊏

8/6㊊～8/12㊐
8/16㊍～8/19㊐
9/8㊏～9/16㊐
9/22㊏～9/23㊐
9/25㊋～9/29㊏

写真散歩の会写真展
環境を考えるポスター展　環境教育活動ポスター展

仁平ケイ子展
第15回香雅書道展PARTⅡ
第５４回日立市美術展覧会
苑有書展
第４０回新世紀美術協会茨城支部展

写真散歩の会

日立市、環境を創る日立市民会議
仁平ケイ子

鈴木鳴龍
日立市、日立市文化協会

佐藤有苑
新世紀美術協会茨城支部

ギャラリー

7/21㊏
8/25㊏

9/8㊏～9/16㊐
9/22㊏

エコフェスひたち２０１８
ドリンクラリー
第５４回日立市美術展覧会
２０１８ 市民生活安全フェスティバル

エコフェスひたち２０１８実行委員会、日立市
日立商工会議所

日立市・日立市文化協会
市民生活安全フェスティバル実行委員会

新都市広場／マーブルホール

日立市民会館/ホール
7/1㊐
7/15㊐

7/21㊏
7/29㊐
8/4㊏
8/11㊏
9/24㊊
9/30㊐

ミュージカル「シンデレラストーリー」
レーモンド松屋＆クニコ魂のスーパーライヴin茨城

映画「君の笑顔に会いたくて」
平成30年度日立市芸術祭「日立市洋舞踊協会発表会」
映画「ドラえもん」
立木と歌う夏祭り
介護予防と映画のつどい
創部60周年記念発表会

TEAM☆KOKORO

レーモンド松屋 茨城ファンクラブ
「君の笑顔に会いたくて」日立上映実行委員会

日立市・日立市文化協会
全労災日立支所

立木音楽企画
日立市介護予防啓発事業実行委員会
日立製作所日立事業所日立会民謡部

多賀市民会館/ホール
7/1㊐
7/7㊏
7/15㊐
7/16㊊
7/22㊐
7/29㊐
8/11㊏
9/16㊐
9/29㊏
9/30㊐

ピアノ発表会
県北地区「ハーモニカの集い」
MUSICコンサート
こどもおんがくかい
ゴスペルライブ
STUDIO WEST バレエコンサート2018
高校生JAM天国
チャリティーダンスパーティー
彰の会　ゆかたざらい
映画「明日へ」上映会

西尾由美子
県北地区ハーモニカ同好会

助川 他
カワイ音楽教室

Hope of Peace Gospel Choir
STUDIO WEST

日立ヤングリーダーズクラブ
MBM

彰の会
日立上映実行委員会

この冊子を３ヶ月に１度ご自宅へ郵送いたします。
送料無料ですのでお気軽にお申し込みください。ご希望の方は、右側
のハガキ部分を切り取り、必要事項をご記入の上投函してください。
※日立市内の保育園、幼稚園、認定こども園及び公立小中学校では、毎号全員

に配布をしておりますので、お申し込みは不要です。
※皆様の個人情報は利用・管理を徹底し、当財団広報物を発送する以外の目

的では使用しません。

イベントインフォメーションの
定期購読を始めました

イベントインフォメーションの
定期購読を希望します

フリガナ

氏 名

住 所

（〒　　　－　　　　）

●このイベントインフォメーションをどちらで入手されましたか。

場所：

●今号で気になった情報を一つ挙げてください。

●よく利用する施設はどちらですか。

場所：

●参加してみたい、興味のある行事、イベントを教えてください。

●興味のある内容はどちらですか。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

音楽コンサート 文化講座 科学・天文 演　劇

ボランティア イルミネーション郷土芸能大祭大道芸

PiCK UP 1

PiCK UP 4

日立シビックセンター1階
カフェ・ランチスペース
ランチ時間帯はもちろん、コンサートや図書館帰りのティータイムに
も、ぜひご利用ください。
50席ある店内でのお召し上がり、お持
ち帰り、どちらも可能です。
日替わり弁当、ホテルシェフ特製弁当や
市内コーヒー店のドリップバックコー
ヒー、県内菓子店の焼き菓子、冷たいス
イーツ、ドリンクバーなどを取り扱って
います。

PiCK UP 3

天球劇場オリジナル番組特別企画
体験！アニメーション制作
テレビＣＭや映像の演出を手掛ける映
像制作のスペシャリストを講師に迎え、
全３回のワークショップでアニメーション
について学び、体験します。講座で考え
たキャラクターのアイディアは、2019
年夏公開予定の番組に登場します。詳細
はホームページをご覧ください。

●日　　時
　８/ ４ 土 10:00～15:00
　８/ ５ 日 10:00～15:00
　８/19日 10:00～12:30
　　　　　※時間は全て予定
●場　　所　日立シビックセンター科学館 他
●募集人数　30名（定員になり次第締切）
●対　　象　全３回のワークショップ全てに参加可能な小学生と保護者
　　　　　　※中学生以上のみの参加も可（先着５名）
●参 加 料　1,000円／１人

申
込 7/11㊌ 10：00～（先着順） 0294-24-7731

特典多数！

NEW!!
オープンしました

日立市民吹奏楽団は、昭和49（1974）年
に設立され、出初式、さくらまつり、ふれあ
い運動会などの市の行事における演奏や
各種大会へ出場するとともに、市内の中学
校での指導を行うなど、日立市の音楽文化
の向上ため、様々な形で貢献している市民
吹奏楽団です。
日立市民吹奏楽団では現在、団員の募集
を行っています。

日立市民吹奏楽団団員募集

●入団資格　高校生以上で、練習、イベント等に参加できる方。楽器経験のある方。
●練習会場　日立市民会館、多賀市民会館、日立シビックセンターなど
●練 習 日　基本的に週2回（水曜日と土日のいずれか）、
　及び時間　午後6時から午後9時30分まで
●団　　費　一般：月額2,500円、学生：月額1,500円、高校生：月額1,000円
●そ の 他　すべてのパートで募集しています。
　　　　　　小さなお子様がいらっしゃる方も入団できるよう、託児システムもあります。
●お問い合わせ先
　電話 080-1136-3551　ホームページ http://hcwo.sunnyday.jp/

PiCK UP 2

お弁当300円～650円 Tadaima coffee 180円 焼き菓子
スコーン、マフィン、パインケーキ、
しらすクッキーなど

カフェ・ランチスペース　日立シビックセンター1階
営業時間10：00～17：00（ラストオーダー16：30）
お席の予約や、団体様お弁当の予約もご相談ください。

ドリンクバー250円（小中学生150円　幼児無料）
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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詳しくは

平成30年６月18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6月15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。

PiCK UP お す す め 情 報

PiCK UP 5

日立シビックセンター

●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／208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

TEL：0294-24-7711　〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1

日立市民会館

●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
●隣接駐車場が満車の場合は日
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

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

多賀市民会館

●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

TEL：0294-34-1727　〒316-0013 茨城県日立市千石町2-4-20

料金受取人払郵便

日立局
承　認

165

3 1 7 8 7 9 0

（受取人）

日立市幸町1-21-1

公益財団法人
日立市民科学文化財団
経 営 企 画 課  行
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差出有効期間
平成32年6月
30日まで

The 21st HITACHI CIVIC CENTER

NEW YEAR
OPERA
CONCERT

第21回 ニューイヤーオペラコンサート

全席指定

２０１９.１/１３ (日)
日立シビックセンター 音楽ホール

お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター　TEL：0294-24-7720９/1５発売 12/20

開演 14：00（開場 13：00）
一般2,500円　高校生以下1,500円

レハール作曲 《メリー・ウィドウ》
カールマン作曲 《チャルダッシュの女王》
カールマン作曲 《伯爵令嬢マリツァ》
ヨハンシュトラウスⅡ世作曲 《こうもり》、他
※曲目は変更になる場合がございます

演奏作品

オペレッタの名作と言われた作品の中から、選りすぐりのアリアや
重唱をおおくりいたします。また、ジプシーヴァイオリンの演奏か
らもオペレッタの魅力をご紹介いたします。

指　　 揮：大浦智弘
ソプラノ：松原有奈、島内菜々子
メゾ・ソプラノ：大津香津子
バリトン：大石洋史
ジプシーヴァイオリン：古館由佳子
ひたちオペラ合唱団
ニューイヤーオペラアンサンブル

第21回 ニューイヤーオペラコンサート

郵 便 は が き
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