
チケット発送も行っていますのでご利用ください。

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

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／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

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

www.civic.jp詳しくは
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第26回日立サイエンスショーフェスティバル

東京フィルハーモニー交響楽団特別演奏会

天球劇場新番組「ジュラシックヒーローズ」
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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30年11月26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11月24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。

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

宝くじ文化公演 東京フィルハーモニー交響楽団 特別演奏会 ©上野隆文

ひたち街角小劇場 第42弾
県北地区高等学校演劇部
第７回春季フェスティバル

天球劇場 春の新番組「ジュラシックヒーローズ」

PiCK UP 1

PiCK UP 2

第26回

両日とも

科学館、天球劇場

入場無料

申

　込

12/15㊏ 10：00～
シビックセンターHP内専用フォーム

［定員］ 250名（先着順）

［お問合せ：日立シビックセンター科学館］

入場無料 ※2/3㊐多用途ホールのみ
　事前申込

観覧無料 観覧無料

1/27㊐、2/3㊐
［会場］ 日立シビックセンター 科学館
　　　  天球劇場、多用途ホール

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

発売中 2/10

クラシックから映画音楽まで、名
曲の数々を日本有数のオーケスト
ラ東京フィルハーモニー交響楽
団による演奏でお届けします。

2/24㊐ 14：00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
　　　　  ※宝くじの助成による特別料金です。

［出　演］ 指揮：原田慶太楼、ソリスト：三舩優子（ピアノ）、司会：朝岡聡

全席指定

原田慶太楼 三舩優子 朝岡聡
©Claudia Hershner ©Akira Muto

［曲目］
 ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー
 サウンド・オブ・ミュージック　セレクション
 「スターウォーズ」より抜粋　ほか

日立シビックセンターで一日中サイエンスを楽しもう！

●日立市内の青少年による
　サイエンスショー

［会場］ 日立シビックセンター科学館
［出演］ ・茨城キリスト教学園中学校
　　　　 サイエンス部
　　　  ・茨城県立日立第一高等学校附属中学校
　　　　 科学部
　　　  ・茨城県立日立第一高等学校　化学部
その他、日立シビックセンター科学館スタッフサイエンスショー

●スペシャルサイエンスショー
［会場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［出演］ ・山梨県立科学館（山梨県）
　　　  ・はまぎんこども宇宙科学館（神奈川県）
　　　  ・大阪市立科学館（大阪府）

詳しい内容はホームページをご覧ください。（12月中旬更新予定）

1/27㊐ 10:30～14:30 2/3㊐ 10:30～12:30 1/27㊐、2/3㊐ 両日開催※要事前
　申込

●実験・工作ブース
10：00～15：00

●プラネタリウムスペシャル上映
10：30/11：30/12：30/13：30/14：30/
15：30/16：30（各回約30分）

●工作コーナー
10：00～16：00
・プラ板キーホルダー
・光るマグネット

100円

第26回日立サイエンスショーフェスティバル

よしもとお笑いまつり in 日立2019

©上野隆文
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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）

3/11㊊ 11：00～11：30
［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。

全席自由

はじめてのプラネタリウム

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

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。

1/26㊏ 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］ 40人（当日受付、先着順）
［協　力］ 日立茶道連盟 裏千家磯崎宗立社中

第3回アトリウム茶会

［お問合せ：日立シビックセンター］

新春の慶びとご来館される皆様への歓迎の意を込め、「迎
春」をテーマにした生け花を展示します。

1/6㊐～1/19㊏
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［協　力］ 草月流 日立華道連合会会員

アトリウム装飾「迎春」

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

門出の季節を迎え、新天地へと旅立つ方へのエールを込めた展示
を行います。また、「第10回 ひたちこども芸術祭」の関連イベント
として３/9（土）に書道パフォーマンスを実施します。

3/9㊏～3/24㊐
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［協　力］ 茨城県立日立第二高等学校書道部

アトリウム装飾「春」

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

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

1/18㊎ 19：00～19：50
1/19㊏ 18：00～18：50

［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～雪の香り～

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］12/1５発売 1/8

3/17㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 第２音楽室
［入場料］ 500円（当日支払）
［定　員］ 70人（先着順）
［出　演］ テノール・お話：相山潤平 ソプラノ：高原史乃
　　　　  バリトン：竹永久男 ピアノ：齋藤菜緒

うたとお話で綴るオペラコンサートPartⅤ～イタリア編～

オペラの本場、イタリアオペラの名曲の数々をお送りいたします。

申
込

1/26㊏
10：00～ 電話受付 ［　　　　　　　］お問合せ・申込：日立シビックセンター

ホール事業課 TEL：0294-24-7755

相山潤平 高原史乃

竹永久男 齋藤菜緒

©２０１７「モリのいる場所」製作委員会©２０１７「モリのいる場所」製作委員会

名優・山﨑努と樹木希林主演作品の上映です。
円熟の夫婦を味わい深く演じます。
人生が愛おしくなる珠玉の物語をぜひご覧ください。

3/3㊐ 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「モリのいる場所」上映会

［お問合せ：日立市民会館］1/1１発売

暦の上では春ですが、夜空ではまだまだ冬の星を楽しむことができ
ます。望遠鏡などを使って天体観測してみませんか。すばるやオリオ
ン大星雲を見てみましょう。

3/2㊏ 18：30～19：30
［会　場］ 日立駅前（中央口）
※曇天・雨天の場合は、延期。詳細はホームページをご覧ください。

駅前観望会「冬の星」

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］入場無料

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ご紹介します。

3/23㊏、3/24㊐ 12：00～12：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［定　員］ １００人（先着順）
　　　　  ※要整理券（当日１０：００よりチェックインカウンターにて配布）

知って得する！天球劇場のひみつ探検ツアー

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］入場無料

青少年の合唱団では県内最多の団員を有する日立市少年少女合唱団の年に１度の定期演奏会で
す。 小学生から高校生の団員５０人による元気いっぱいの歌声をお届けします。 

3/24㊐ 13：30～15：30
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［出　演］ 日立市少年少女合唱団

日立市少年少女合唱団定期演奏会
「あいあいコンサート」

［お問合せ：日立市民会館］入場無料

ひたち街角小劇場は、平成２５年から、高校演劇部の皆様と共に
高校演劇春季フェスティバルを開催してきました。高校生達の伸
びやかな熱い舞台をぜひご覧ください。

3/30㊏、3/31㊐ 各日10：00開演
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［出　演］ 県北地区高等学校演劇部 ほか

ひたち街角小劇場 第42弾
県北地区高等学校演劇部第7回春季フェスティバル

［お問合せ：多賀市民会館］入場無料

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。

3/3㊐ 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］ 40人（当日受付、先着順※予定）
［協　力］ 日立茶道連盟 裏千家能登谷宗幸社中

第4回アトリウム茶会

［お問合せ：日立シビックセンター］

今年もテレビでお馴染みのよしもとお笑い芸人たちが日立市民会館
に大集合します。抱腹絶倒のステージをどうぞお楽しみに！！

2/11㊊㊗ 19：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 3,500円（当日4,000円）
［出　演］ ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ、ジャルジャル ほか

全席指定

よしもとお笑いまつり in 日立2019

［お問合せ：日立市民会館］12/16発売

あの日をともにふりかえり、あしたへの希望と平和の祈りを
音楽に込めたコンサート。

3/11㊊ 14：00～14：30
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ アンサンブル・ローゼとすてきな仲間たち

アトリウムコンサート～祈りのコンサート～

［　　　　　　　］お問合せ：日立シビックセンター
ホール事業課 TEL：0294-24-7755入場無料

「オペレッタ銀の時代」を築いた名作《メリー・ウィドウ》や《チャールダーシュの女王》の他、「オペ
レッタ金の時代」を代表する《こうもり》など、世界中から多くのファンを魅了するオペレッタの数々
をお送りいたします。

1/13㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 一　　般 2,500円
 高校生以下 1,500円

全席指定

第21回ニューイヤーオペラコンサート
～魅惑のハンガリー・オペレッタの旅～

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］12/20発売中

［出　演］ 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、
　　　　  合唱：ひたちオペラ合唱団、演奏：ニューイヤーオペラアンサンブル

［曲　目］ 《こうもり》より「夜会は招く」、《メリーウィドウ》より「ワルツ」「ヴィリアの歌」
　　　　  《チャールダーシュの女王》より「シルヴァ、君だけを愛してる」
　　　　  《伯爵令嬢マリツァ》より「聞こえるジプシーヴァイオリン」 ほか

今年で29回目となる演奏会。日立市にゆかりがあり、茨城県内外で活躍している演奏家が出演し
ます。

4/14㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 一　　般 1,000円（当日1,300円）
 高校生以下     500円（当日700円）

［出　演］ 清水博之（チェロ）、大貫麻奈（オーボエ）、
　　　　  トロイカ三重奏団
　　　　  （サックス：坂口大介、ヴァイオリン：石坂淑恵、
　　　　    ピアノ：永田絵里子）

全席自由

日立シビックセンター市民音楽企画2019
第29回 ひたち出身者によるコンサート「音楽の園」

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］1/26発売 4/1

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
日立シビックセンター 科学館
 TEL：0294-24-7731
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について】
○/○ 表記の日付までに日立シビックセンターチケットカウンターに

直接または電話で申込ください
（料金 お子様一人につき1,000円、日立シビックセンター4階「こどもの部屋」利用）

○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】

チケット発送も行っております。ご利用ください。

1月

前 売 情 報

2月

3月

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。

1/21㊊ 11：00～11：30
［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。

全席自由

はじめてのプラネタリウム

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

1/19㊏ 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）、金原亭馬遊（落語）、三増れ紋（曲独楽）

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。

全席指定

初春落語会

［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 1/11

1/20㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 一　般 1,000円、子ども 500円、
 親子ペア券 1,300円（一般と子どものセット）

［出　演］
 第一部： いしまち認定こども園、豊浦さくら保育園、高鈴幼稚園、
 滑川幼稚園、日立市少年少女合唱団、ひたち童謡を歌う会
 第二部： エリック・ジェイコブセン

全席指定

第31回ひたち童謡のつどい

［お問合せ：日立市民会館］発売中

第一部は市内の幼稚園、保育園とコーラスグループによる合唱コンサート。第二部はＥテレ「えいご
であそぼ！」などでおなじみのエリック・ジェイコブセン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！

プロの指導と指揮による市民オーケストラのコンサートです。迫昭嘉氏のソロ（ピアノ協奏曲）で
は、貴重な「弾き振り」によるオーケストラ演奏を披露します。

1/27㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 一　　般 2,０00円
 高校生以下 1,０00円

全席自由

日立シビックセンター市民音楽企画
第27回 ひたち室内楽フェスティバル・記念オーケストラ第2回演奏会

［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 1/13

［出　演］ 迫昭嘉（指揮、ピアノ）、渡辺美穂（コンサート ミストレス）、公募による市民オーケストラ
［曲　目］ ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番「皇帝」、交響曲第7番

『さくら（独唱）』『夏の終わり』をはじめ、数々のヒット曲を放った森山直太朗が日立市民会館に帰っ
てくる！　独自の世界観を持つ多くの楽曲と唯一無二の澄んだ歌声は、ファンのみならず多くの
人々を魅了するでしょう。どうぞお楽しみに！

3/10㊐ 17：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 6,900円
※3歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください。
　4歳以上のお子様はチケットが必要になります。

全席指定

森山 直太朗 コンサートツアー2018～19『人間の森』

［お問合せ：日立市民会館］発売中

2 3



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）

3/11㊊ 11：00～11：30
［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。

全席自由

はじめてのプラネタリウム

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

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。

1/26㊏ 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］ 40人（当日受付、先着順）
［協　力］ 日立茶道連盟 裏千家磯崎宗立社中

第3回アトリウム茶会

［お問合せ：日立シビックセンター］

新春の慶びとご来館される皆様への歓迎の意を込め、「迎
春」をテーマにした生け花を展示します。

1/6㊐～1/19㊏
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［協　力］ 草月流 日立華道連合会会員

アトリウム装飾「迎春」

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

門出の季節を迎え、新天地へと旅立つ方へのエールを込めた展示
を行います。また、「第10回 ひたちこども芸術祭」の関連イベント
として３/9（土）に書道パフォーマンスを実施します。

3/9㊏～3/24㊐
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［協　力］ 茨城県立日立第二高等学校書道部

アトリウム装飾「春」

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

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

1/18㊎ 19：00～19：50
1/19㊏ 18：00～18：50

［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～雪の香り～

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］12/1５発売 1/8

3/17㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 第２音楽室
［入場料］ 500円（当日支払）
［定　員］ 70人（先着順）
［出　演］ テノール・お話：相山潤平 ソプラノ：高原史乃
　　　　  バリトン：竹永久男 ピアノ：齋藤菜緒

うたとお話で綴るオペラコンサートPartⅤ～イタリア編～

オペラの本場、イタリアオペラの名曲の数々をお送りいたします。

申
込

1/26㊏
10：00～ 電話受付 ［　　　　　　　］お問合せ・申込：日立シビックセンター

ホール事業課 TEL：0294-24-7755

相山潤平 高原史乃

竹永久男 齋藤菜緒

©２０１７「モリのいる場所」製作委員会©２０１７「モリのいる場所」製作委員会

名優・山﨑努と樹木希林主演作品の上映です。
円熟の夫婦を味わい深く演じます。
人生が愛おしくなる珠玉の物語をぜひご覧ください。

3/3㊐ 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「モリのいる場所」上映会

［お問合せ：日立市民会館］1/1１発売

暦の上では春ですが、夜空ではまだまだ冬の星を楽しむことができ
ます。望遠鏡などを使って天体観測してみませんか。すばるやオリオ
ン大星雲を見てみましょう。

3/2㊏ 18：30～19：30
［会　場］ 日立駅前（中央口）
※曇天・雨天の場合は、延期。詳細はホームページをご覧ください。

駅前観望会「冬の星」

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］入場無料

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ご紹介します。

3/23㊏、3/24㊐ 12：00～12：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［定　員］ １００人（先着順）
　　　　  ※要整理券（当日１０：００よりチェックインカウンターにて配布）

知って得する！天球劇場のひみつ探検ツアー

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］入場無料

青少年の合唱団では県内最多の団員を有する日立市少年少女合唱団の年に１度の定期演奏会で
す。 小学生から高校生の団員５０人による元気いっぱいの歌声をお届けします。 

3/24㊐ 13：30～15：30
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［出　演］ 日立市少年少女合唱団

日立市少年少女合唱団定期演奏会
「あいあいコンサート」

［お問合せ：日立市民会館］入場無料

ひたち街角小劇場は、平成２５年から、高校演劇部の皆様と共に
高校演劇春季フェスティバルを開催してきました。高校生達の伸
びやかな熱い舞台をぜひご覧ください。

3/30㊏、3/31㊐ 各日10：00開演
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［出　演］ 県北地区高等学校演劇部 ほか

ひたち街角小劇場 第42弾
県北地区高等学校演劇部第7回春季フェスティバル

［お問合せ：多賀市民会館］入場無料

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。

3/3㊐ 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］ 40人（当日受付、先着順※予定）
［協　力］ 日立茶道連盟 裏千家能登谷宗幸社中

第4回アトリウム茶会

［お問合せ：日立シビックセンター］

今年もテレビでお馴染みのよしもとお笑い芸人たちが日立市民会館
に大集合します。抱腹絶倒のステージをどうぞお楽しみに！！

2/11㊊㊗ 19：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 3,500円（当日4,000円）
［出　演］ ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ、ジャルジャル ほか

全席指定

よしもとお笑いまつり in 日立2019

［お問合せ：日立市民会館］12/16発売

あの日をともにふりかえり、あしたへの希望と平和の祈りを
音楽に込めたコンサート。

3/11㊊ 14：00～14：30
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ アンサンブル・ローゼとすてきな仲間たち

アトリウムコンサート～祈りのコンサート～

［　　　　　　　］お問合せ：日立シビックセンター
ホール事業課 TEL：0294-24-7755入場無料

「オペレッタ銀の時代」を築いた名作《メリー・ウィドウ》や《チャールダーシュの女王》の他、「オペ
レッタ金の時代」を代表する《こうもり》など、世界中から多くのファンを魅了するオペレッタの数々
をお送りいたします。

1/13㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 一　　般 2,500円
 高校生以下 1,500円

全席指定

第21回ニューイヤーオペラコンサート
～魅惑のハンガリー・オペレッタの旅～

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］12/20発売中

［出　演］ 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、
　　　　  合唱：ひたちオペラ合唱団、演奏：ニューイヤーオペラアンサンブル

［曲　目］ 《こうもり》より「夜会は招く」、《メリーウィドウ》より「ワルツ」「ヴィリアの歌」
　　　　  《チャールダーシュの女王》より「シルヴァ、君だけを愛してる」
　　　　  《伯爵令嬢マリツァ》より「聞こえるジプシーヴァイオリン」 ほか

今年で29回目となる演奏会。日立市にゆかりがあり、茨城県内外で活躍している演奏家が出演し
ます。

4/14㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 一　　般 1,000円（当日1,300円）
 高校生以下     500円（当日700円）

［出　演］ 清水博之（チェロ）、大貫麻奈（オーボエ）、
　　　　  トロイカ三重奏団
　　　　  （サックス：坂口大介、ヴァイオリン：石坂淑恵、
　　　　    ピアノ：永田絵里子）

全席自由

日立シビックセンター市民音楽企画2019
第29回 ひたち出身者によるコンサート「音楽の園」

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］1/26発売 4/1

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
日立シビックセンター 科学館
 TEL：0294-24-7731
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について】
○/○ 表記の日付までに日立シビックセンターチケットカウンターに

直接または電話で申込ください
（料金 お子様一人につき1,000円、日立シビックセンター4階「こどもの部屋」利用）

○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】

チケット発送も行っております。ご利用ください。

1月

前 売 情 報

2月

3月

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。

1/21㊊ 11：00～11：30
［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。

全席自由

はじめてのプラネタリウム

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

1/19㊏ 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）、金原亭馬遊（落語）、三増れ紋（曲独楽）

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。

全席指定

初春落語会

［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 1/11

1/20㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 一　般 1,000円、子ども 500円、
 親子ペア券 1,300円（一般と子どものセット）

［出　演］
 第一部： いしまち認定こども園、豊浦さくら保育園、高鈴幼稚園、
 滑川幼稚園、日立市少年少女合唱団、ひたち童謡を歌う会
 第二部： エリック・ジェイコブセン

全席指定

第31回ひたち童謡のつどい

［お問合せ：日立市民会館］発売中

第一部は市内の幼稚園、保育園とコーラスグループによる合唱コンサート。第二部はＥテレ「えいご
であそぼ！」などでおなじみのエリック・ジェイコブセン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！

プロの指導と指揮による市民オーケストラのコンサートです。迫昭嘉氏のソロ（ピアノ協奏曲）で
は、貴重な「弾き振り」によるオーケストラ演奏を披露します。

1/27㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 一　　般 2,０00円
 高校生以下 1,０00円

全席自由

日立シビックセンター市民音楽企画
第27回 ひたち室内楽フェスティバル・記念オーケストラ第2回演奏会

［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 1/13

［出　演］ 迫昭嘉（指揮、ピアノ）、渡辺美穂（コンサート ミストレス）、公募による市民オーケストラ
［曲　目］ ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番「皇帝」、交響曲第7番

『さくら（独唱）』『夏の終わり』をはじめ、数々のヒット曲を放った森山直太朗が日立市民会館に帰っ
てくる！　独自の世界観を持つ多くの楽曲と唯一無二の澄んだ歌声は、ファンのみならず多くの
人々を魅了するでしょう。どうぞお楽しみに！

3/10㊐ 17：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 6,900円
※3歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください。
　4歳以上のお子様はチケットが必要になります。

全席指定

森山 直太朗 コンサートツアー2018～19『人間の森』

［お問合せ：日立市民会館］発売中
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第165回文化サロン
「Dr.ナダレンジャーの眼をとおして見る自然災害の科学～防災が文化として根づくために～」おとな

たとえ怖い災害であっても、楽しく学べる方法を、自然災害の研究者である講師が Dr. ナダレンジャー
に変身し紹介します。防災を文化としてとらえ、根づかせるためには？Dr. ナダレンジャーに学びます。

1/26㊏ 13：30～15：00
［会　場］ 日立市民会館 111号室
［受講料］ 無料　　［定　員］ １００人
［講　師］ 納口恭明（国立研究開発法人 防災科学技術研究所専門職）

申
込 12/22㊏ 9：30～ 0294-22-6481

ひたち街角小劇場ワークショップ「舞台美術講座」こども おとな

舞台美術業界の第一線で活躍している安藤秀敏氏を講師に迎え、大道具制作のワークショップを
開催します。観覧のみの参加も可能です。

1/26㊏ 12:30～
［会　場］ 多賀市民会館 ホール ［対　象］ ワークショップ参加は中学生以上
［参加料］ 一般 2,000円、高校生以下 1,500円（一般・学生はワークショップ材料費を含みます）
 　　　　観覧のみ ５００円

［定　員］ １０名 ［講　師］ 安藤秀敏（舞台大道具デザイナー）

申
込 １/５㊏ １３：００～ 0294-34-1727

宇宙人オズマから、地球ではどちらが右か左か教えてほしいとの指令が届きました。さあ、君ならどうする？身の回
りのものから宇宙まで、右と左はどのように決められているのかを、実験をとおしてオズマへの返事を考えます。

1/19㊏ 10：00～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館アトリエ
［対　象］ 小学3年生以上の親子
［受講料］ 500円　　［定　員］ 12組
［講　師］ 坂元眞一（日本原子力研究開発機構Ｊ-ＰＡＲＣセンター広報セクション）

親子で楽しむサイエンス
「宇宙人にどっちが右か左かを伝えるには？」おやこ

申
込 12/12㊌ 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

2/3㊐
2/17㊐
3/11㊊
3/23㊏

3/24㊐

3/27㊌
3/31㊐

サッカー日本代表チームドクター池田浩先生講演会
日立市芸術祭　日立能楽会新春発表会
平成30年度日立地区デュアルシステム成果発表会
ひたち生き生き百年塾創立30周年記念講演会

第42回全日本おかあさんコーラス茨城県大会

日立市立多賀中学校吹奏楽部第12回演奏会
Pace Music Festival

日立市スポーツ振興課
日立能楽会、日立市、日立市文化協会

茨城県立日立工業高等学校

ひたち生き生き百年塾推進本部30周年記念事業実行委員会

全日本合唱連盟関東支部、茨城県合唱連盟、朝日新聞社
日立市立多賀中学校

ペースメソッドひたちなか研究会

2/16㊏
3/31㊐

ひたち生き生き百年塾推進園・校報告会2018
Spring Concert19

ひたち生き生き百年塾推進本部
弓野まどか

多用途ホール

1/15㊋～1/20㊐
1/24㊍～1/27㊐
1/31㊍～2/3㊐
2/5㊋～2/17㊐
2/21㊍～2/24㊐
2/27㊌～3/3㊐

3/9㊏～3/10㊐
3/12㊋～3/17㊐
3/18㊊～3/24㊐
3/27㊌～3/31㊐

2019　ちいさな文化展！～たしかなる、次へと!
第91回日本写真会展
趣味の作品展
第13回大東亜戦争戦没者追悼展
第36回香雅書道展
第15回フレンドシップ・キルト展

第10回ひたちこども芸術祭
川井雅樹　震災支援絵画展
日立市在住日展洋画作家展
教育友の会写真クラブ県北支部写真展

日立会演劇部・ちいさな文化展
日本写真会日立支部
県北退職教職員の会

ふるさとの英霊展実行委員会
香雅書道会　鈴木鳴龍

日立国際交流協議会、第15回フレンドシップ・キルト展実行委員会
ひたちこども芸術祭推進委員会、日立市

川井雅樹
日立市在住日展洋画作家の会

教育友の会写真クラブ県北支部

ギャラリー

日立市民会館/ホール
1/12㊏
2/2㊏

2/3㊐

2/6㊌
2/22㊎
2/24㊐
3/2㊏
3/21㊍
3/27㊌

林真理子講演会
映画「ある町の高い煙突」協賛者向け完成披露試写会

映画「ある町の高い煙突」日立市民特別試写会、中学生読書感想文表彰式

危険物取扱者保安講習会
発表会
青少年健全育成のための市民の集い
聖徳合同卒園式
福田こうへいコンサート
定期演奏会

県北生涯学習センター

日立市シティプロモーション推進室

日立市シティプロモーション推進室
日立市消防本部予防課

十王幼稚園
日立市女性青少年課

聖徳保育園
（株）アンクルズ

日立市立日高中学校吹奏楽部

多賀市民会館/ホール
1/6㊐
1/12㊏
1/13㊐

2/2㊏～2/4㊊

2/9㊏
2/10㊐
2/11㊊
2/15㊎
2/17㊐
2/21㊍
3/10㊐
3/23㊏
3/24㊐

親子アニメ映画会
ニューイヤーダンスLIVE
チャリティ・ダンス・パーティ
第42回日立書道連盟展併催平成30年度日立市小中学校書き初め展

ピティナステップ
映画会

「ある町の高い煙突」日立市民特別試写会
防災講演会
ヤマハ音楽教室発表会
第4回新春芸能祭
Drops Party!! Vol.4
日立市立泉丘中学校吹奏楽部第16回定期演奏会
コンセールMIKI会音楽会

株式会社エムアイ企画
サンヴィートダンサーズガーデン

Music Bless Men

日立市文化協会
ピティナ（全日本ピアノ指導者協会）

日立上映実行委員会
日立市シティプロモーション推進室

日立市消防本部予防課
（株）クシダピアノ社

年金受給者協会
Studio Drops

日立市立泉丘中学校
コンセールMIKI会

3/24㊐ スパイダーダーツトーナメント 茨城ダーツ協会県北県央支部

新都市広場／マーブルホール
貸館半額キャンペーン　詳しくはwebをご覧ください

会議室、音楽室、トレーニングルーム、料理室、茶室など、用途によってお部屋が選べます。
http://civic.jp

新春 親子和太鼓体験おやこ

親子で体を動かしながら、伝統芸能に触れてみませんか？和太鼓の叩き方から学べる初心者向けの楽しい講座です。

1/27㊐ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター マーブルホール第１～３会議室
［対　象］ 大人と小学生以上の子ども（親子でなくても可）
［受講料］ 1,500円
［定　員］ 8組（大人と小学生以上の2名1組で参加）
［講　師］ 民族歌舞団荒馬座

申
込 12/16㊐ 10：00～ 0294-24-７７１１

日立市少年少女合唱団　合唱体験教室こども

歌うことが大好きなお友達、大歓迎です。楽譜が分からなくてもだいじょうぶ！合唱団の先生がやさ
しく楽しく教えてくれます。

2/9㊏、2/16㊏、3/2㊏、3/23㊏、3/24㊐ 全5回
13：30～15：30 3/24㊐は日立市少年少女合唱団定期演奏会へ出演します。

［会　場］ 日立市民会館 ［対　象］ 日立市在住の年長～小学６年生
［受講料］ 500円 ［定　員］ 30人
［講　師］ 川﨑壽光、富田美也子、梶山幸恵、本田麻衣子

申
込

12/14㊎   9：00～
 1 /12㊏ 17：00まで 0294-22-6481 0294-22-6633 日立市民会館

ひたちジュニア弦楽合奏団 団員募集こども

音楽が好きな人、弦楽器に興味がある人、色々な学校・年齢のお友だちと一緒に楽しく演奏し
ましょう！楽器の無料貸し出しもあります。先生が楽器の持ち方から指導してくれます。

［活動日］ 毎週土曜日
［練習場所］ 日立シビックセンター　音楽室
［対　象］ 小学2年生～高校生まで
［団　費］ 5,000円／月
［募集人数］ 5人

申

　
　込 入団申込書は、ひたちジュニア弦楽合奏団スプリングコンサート2019チラシ裏面のも

のをご利用いただくか、ホームページからもダウンロードできます。

日立シビックセンターホール事業課（２階事務室）0294-24-7979
入団申込書要3/9㊏ 10：００～4/12㊎必着

大人のための天文教室
「冬の星空の楽しみ方・オリオン座大解剖」おとな

初心者向けに、冬の星空の観察の仕方・楽しみ方や、冬を代表する「オリオン座」に視点をあて、そ
の魅力や星の一生などについてお話します。

2/14㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室１０１号室
［受講料］ 500円　　［定　員］ 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）

申
込 1/12㊏ 10：00～ 0294-24-7731

大人のためのサイエンス ｢宇宙は右利き？素粒子は左利き？」
おとな

自然界の左右について考えてみると、鏡に映った自分の姿は、左右だけが反転して見えます。不思議ではありま
せんか？宇宙、生物、そして分子、素粒子まで、様々なスケールで左右の違いを突きつめていくと、この宇宙や私
たちを作ってきた源が明らかになってきました。左右にまつわる実験をしながら、その謎に迫ってみましょう。

3/14㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室１０１号室
［受講料］ 500円　　［定　員］ 24人
［講　師］ 坂元眞一（日本原子力研究開発機構Ｊ-ＰＡＲＣセンター広報セクション）

申
込 2/12㊋ 10：00～ 0294-24-7731

大人のための天文教室 「春の星座・一番星を見つけよう」
おとな

春の星空を代表する星や星座、一番星などの見つけ方を覚えて自分で星を見つけてみましょう。星
空観察入門編です。

4/11㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室５０３号室
［受講料］ 500円　　［定　員］ 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）

申
込 3/12㊋ 10：00～ 0294-24-7731

親子で楽しむ天文教室 「3Dメガネで見る宇宙の立体画像」おやこ

オリジナル３Ｄメガネを作り、そのメガネではやぶさⅡが撮影した小惑星「りゅうぐう」の画像や宇宙
の画像を見たり、国立天文台のMitakaを使って宇宙旅行をしたりして、宇宙の魅力を体感します。

3/3㊐ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館アトリエ
［対　象］ 小中学生とその保護者
［受講料］ 800円（材料費込）　　［定　員］ 12組
［講　師］ 八重座明（ひたち星の会／シビックサイエンススタッフ）

申
込 1/30㊌ 10：00～ 0294-24-7731

歌が好きな子、お友達と歌ってみたい子はもちろん、音楽未経験者も大歓迎です。

［活動日］ 毎週土曜日
［練習場所］ 中小路交流センター
［対　象］ 日立市在住の小学1年生～高校3年生
［募集人数］ 30人
［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
入団申込書は保育園、幼稚園、小学校で配布されます。ホームページからもダウンロードできます。

入団申込書要2/1㊎～
0294-22-6481 0294-22-6６３３

日立市民会館
hitachi-hall@civic.jp

ひたち国際大道芸 キッズスタッフ募集こども

大道芸アーティストと一緒に街を盛り上げよう！ピエロに変身して、大道芸グッズなどを配布します。

5/11㊏、5/12㊐ 10：00～14：00
［会　場］ 5/11㊏ 日立会場、5/12㊐ 多賀会場
［対　象］ 小学生・中学生
［募集人数］ 各日20人（先着順）

申
込 2/23㊏ 10：00～ 0294-24-7711

［説明会］ 4月中旬（予定）※詳細についてはホームページにてお知らせします。

大道芸に興味のある方、野外イベントがお好きな方、運営スタッフとして一緒にひたち国際大道芸
を盛り上げましょう！

5/11㊏ 9：00～20：30、5/12㊐ 9：00～18：30
［会　場］ 5/11㊏ 日立会場、5/12㊐ 多賀会場
［対　象］ 18歳以上39歳以下（高校生は除く）
［募集人数］ 各日50人（先着順）
［募集内容］ ①アーティスト付き人 ②演技ポイント運営
　　　　 ③同時開催イベントの運営 ④小中学生スタッフの補助

申
込 2/23㊏ 10：00～ シビックセンターHP内

（専用フォーム） 0294-24-7711

［説明会］ 4月中旬（予定）※詳細についてはホームページにてお知らせします。

ひたち国際大道芸 ボランティアスタッフ募集
おとな

申
込 3/26㊋ 10：00～ 0294-24-7731

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？当日は活動の紹介や科学館･天球劇場の施
設見学などを行います。

4/28㊐ 10：30～12：00
［会場］ 日立シビックセンター 科学館
［対象］ １８歳以上（高校生は除く）　［募集人数］ 10人

シビックサイエンススタッフ募集（科学館 ボランティア説明会）
おとな

参加者の皆さんで創る吹奏楽コンサート。当日限りの大編成バンドで演奏してみませんか？初心者
の方からベテランの方まで楽しく演奏しましょう！

5/5㊐㊗ 8：45～12：30（予定）
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場
　　　　 ※雨天時、音楽ホール

［参加料］ 一般500円／高校生以下300円
［募集人数］ 200人

申
込 3/2㊏ 10：00～4/20㊏ 0294-２４-７７５５

ミュージックトレイン2019
第1部 レッツ・ブラス参加者募集こども おとな

音楽ホールでアコースティック演奏する出演者を募集します。演奏曲は自由、マイクなどの使用は
できません。

5/5㊐㊗ 13：30～17：00
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［参加料］ 1人500円／6人以上の団体一律3,000円
［募集人数］ 30組（一組20人以内）（先着順）

申
込 3/2㊏ 10：00～3/31㊐ 0294-２４-７７５５

ミュージックトレイン2019
第2部 ホールコンサート参加者募集こども おとな

【ベビーシッターサービスについて】
○/○ 表記の日付までに日立シビックセンターチケットカウンターに

直接または電話で申込ください
（料金 お子様一人につき1,000円、日立シビックセンター4階「こどもの部屋」利用）

【募集への申込について】

郵送 持参

ホームページ専用フォームEメール

電話 ＦＡＸ

※住所、受付時間については裏表紙をご覧ください。

こども こども おとな
対 象

おとな おやこ

募集

オペラ・ミュージカル「日立の玉手箱」
指導者・出演者・スタッフ募集中

日立市の1500年間の歴史絵巻をシアター・ピース方式のオペラ・
ミュージカルで上演する際の指導者・出演者・スタッフを募集します。

［オーディション］ 3月下旬（予定）
［プレ公演］ 8/25㊐
［本　公　演］ 2020年3/28㊏、3/29㊐

YFA38304＠nifty.com

申
込・問
合
せ

2/28㊍まで
お問い合わせ先： 日立の玉手箱実行委員会事務局　寺田誠
 〒316-0006 日立市末広町2-3-16

0294-34-2858

講座情報（先着順）
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第165回文化サロン
「Dr.ナダレンジャーの眼をとおして見る自然災害の科学～防災が文化として根づくために～」おとな

たとえ怖い災害であっても、楽しく学べる方法を、自然災害の研究者である講師が Dr. ナダレンジャー
に変身し紹介します。防災を文化としてとらえ、根づかせるためには？Dr. ナダレンジャーに学びます。

1/26㊏ 13：30～15：00
［会　場］ 日立市民会館 111号室
［受講料］ 無料　　［定　員］ １００人
［講　師］ 納口恭明（国立研究開発法人 防災科学技術研究所専門職）

申
込 12/22㊏ 9：30～ 0294-22-6481

ひたち街角小劇場ワークショップ「舞台美術講座」こども おとな

舞台美術業界の第一線で活躍している安藤秀敏氏を講師に迎え、大道具制作のワークショップを
開催します。観覧のみの参加も可能です。

1/26㊏ 12:30～
［会　場］ 多賀市民会館 ホール ［対　象］ ワークショップ参加は中学生以上
［参加料］ 一般 2,000円、高校生以下 1,500円（一般・学生はワークショップ材料費を含みます）
 　　　　観覧のみ ５００円

［定　員］ １０名 ［講　師］ 安藤秀敏（舞台大道具デザイナー）

申
込 １/５㊏ １３：００～ 0294-34-1727

宇宙人オズマから、地球ではどちらが右か左か教えてほしいとの指令が届きました。さあ、君ならどうする？身の回
りのものから宇宙まで、右と左はどのように決められているのかを、実験をとおしてオズマへの返事を考えます。

1/19㊏ 10：00～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館アトリエ
［対　象］ 小学3年生以上の親子
［受講料］ 500円　　［定　員］ 12組
［講　師］ 坂元眞一（日本原子力研究開発機構Ｊ-ＰＡＲＣセンター広報セクション）

親子で楽しむサイエンス
「宇宙人にどっちが右か左かを伝えるには？」おやこ

申
込 12/12㊌ 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

2/3㊐
2/17㊐
3/11㊊
3/23㊏

3/24㊐

3/27㊌
3/31㊐

サッカー日本代表チームドクター池田浩先生講演会
日立市芸術祭　日立能楽会新春発表会
平成30年度日立地区デュアルシステム成果発表会
ひたち生き生き百年塾創立30周年記念講演会

第42回全日本おかあさんコーラス茨城県大会

日立市立多賀中学校吹奏楽部第12回演奏会
Pace Music Festival

日立市スポーツ振興課
日立能楽会、日立市、日立市文化協会

茨城県立日立工業高等学校

ひたち生き生き百年塾推進本部30周年記念事業実行委員会

全日本合唱連盟関東支部、茨城県合唱連盟、朝日新聞社
日立市立多賀中学校

ペースメソッドひたちなか研究会

2/16㊏
3/31㊐

ひたち生き生き百年塾推進園・校報告会2018
Spring Concert19

ひたち生き生き百年塾推進本部
弓野まどか

多用途ホール

1/15㊋～1/20㊐
1/24㊍～1/27㊐
1/31㊍～2/3㊐
2/5㊋～2/17㊐
2/21㊍～2/24㊐
2/27㊌～3/3㊐

3/9㊏～3/10㊐
3/12㊋～3/17㊐
3/18㊊～3/24㊐
3/27㊌～3/31㊐

2019　ちいさな文化展！～たしかなる、次へと!
第91回日本写真会展
趣味の作品展
第13回大東亜戦争戦没者追悼展
第36回香雅書道展
第15回フレンドシップ・キルト展

第10回ひたちこども芸術祭
川井雅樹　震災支援絵画展
日立市在住日展洋画作家展
教育友の会写真クラブ県北支部写真展

日立会演劇部・ちいさな文化展
日本写真会日立支部
県北退職教職員の会

ふるさとの英霊展実行委員会
香雅書道会　鈴木鳴龍

日立国際交流協議会、第15回フレンドシップ・キルト展実行委員会
ひたちこども芸術祭推進委員会、日立市

川井雅樹
日立市在住日展洋画作家の会

教育友の会写真クラブ県北支部

ギャラリー

日立市民会館/ホール
1/12㊏
2/2㊏

2/3㊐

2/6㊌
2/22㊎
2/24㊐
3/2㊏
3/21㊍
3/27㊌

林真理子講演会
映画「ある町の高い煙突」協賛者向け完成披露試写会

映画「ある町の高い煙突」日立市民特別試写会、中学生読書感想文表彰式

危険物取扱者保安講習会
発表会
青少年健全育成のための市民の集い
聖徳合同卒園式
福田こうへいコンサート
定期演奏会

県北生涯学習センター

日立市シティプロモーション推進室

日立市シティプロモーション推進室
日立市消防本部予防課

十王幼稚園
日立市女性青少年課

聖徳保育園
（株）アンクルズ

日立市立日高中学校吹奏楽部

多賀市民会館/ホール
1/6㊐
1/12㊏
1/13㊐

2/2㊏～2/4㊊

2/9㊏
2/10㊐
2/11㊊
2/15㊎
2/17㊐
2/21㊍
3/10㊐
3/23㊏
3/24㊐

親子アニメ映画会
ニューイヤーダンスLIVE
チャリティ・ダンス・パーティ
第42回日立書道連盟展併催平成30年度日立市小中学校書き初め展

ピティナステップ
映画会

「ある町の高い煙突」日立市民特別試写会
防災講演会
ヤマハ音楽教室発表会
第4回新春芸能祭
Drops Party!! Vol.4
日立市立泉丘中学校吹奏楽部第16回定期演奏会
コンセールMIKI会音楽会

株式会社エムアイ企画
サンヴィートダンサーズガーデン

Music Bless Men

日立市文化協会
ピティナ（全日本ピアノ指導者協会）

日立上映実行委員会
日立市シティプロモーション推進室

日立市消防本部予防課
（株）クシダピアノ社

年金受給者協会
Studio Drops

日立市立泉丘中学校
コンセールMIKI会

3/24㊐ スパイダーダーツトーナメント 茨城ダーツ協会県北県央支部

新都市広場／マーブルホール
貸館半額キャンペーン　詳しくはwebをご覧ください

会議室、音楽室、トレーニングルーム、料理室、茶室など、用途によってお部屋が選べます。
http://civic.jp

新春 親子和太鼓体験おやこ

親子で体を動かしながら、伝統芸能に触れてみませんか？和太鼓の叩き方から学べる初心者向けの楽しい講座です。

1/27㊐ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター マーブルホール第１～３会議室
［対　象］ 大人と小学生以上の子ども（親子でなくても可）
［受講料］ 1,500円
［定　員］ 8組（大人と小学生以上の2名1組で参加）
［講　師］ 民族歌舞団荒馬座

申
込 12/16㊐ 10：00～ 0294-24-７７１１

日立市少年少女合唱団　合唱体験教室こども

歌うことが大好きなお友達、大歓迎です。楽譜が分からなくてもだいじょうぶ！合唱団の先生がやさ
しく楽しく教えてくれます。

2/9㊏、2/16㊏、3/2㊏、3/23㊏、3/24㊐ 全5回
13：30～15：30 3/24㊐は日立市少年少女合唱団定期演奏会へ出演します。

［会　場］ 日立市民会館 ［対　象］ 日立市在住の年長～小学６年生
［受講料］ 500円 ［定　員］ 30人
［講　師］ 川﨑壽光、富田美也子、梶山幸恵、本田麻衣子

申
込

12/14㊎   9：00～
 1 /12㊏ 17：00まで 0294-22-6481 0294-22-6633 日立市民会館

ひたちジュニア弦楽合奏団 団員募集こども

音楽が好きな人、弦楽器に興味がある人、色々な学校・年齢のお友だちと一緒に楽しく演奏し
ましょう！楽器の無料貸し出しもあります。先生が楽器の持ち方から指導してくれます。

［活動日］ 毎週土曜日
［練習場所］ 日立シビックセンター　音楽室
［対　象］ 小学2年生～高校生まで
［団　費］ 5,000円／月
［募集人数］ 5人

申

　
　込 入団申込書は、ひたちジュニア弦楽合奏団スプリングコンサート2019チラシ裏面のも

のをご利用いただくか、ホームページからもダウンロードできます。

日立シビックセンターホール事業課（２階事務室）0294-24-7979
入団申込書要3/9㊏ 10：００～4/12㊎必着

大人のための天文教室
「冬の星空の楽しみ方・オリオン座大解剖」おとな

初心者向けに、冬の星空の観察の仕方・楽しみ方や、冬を代表する「オリオン座」に視点をあて、そ
の魅力や星の一生などについてお話します。

2/14㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室１０１号室
［受講料］ 500円　　［定　員］ 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）

申
込 1/12㊏ 10：00～ 0294-24-7731

大人のためのサイエンス ｢宇宙は右利き？素粒子は左利き？」
おとな

自然界の左右について考えてみると、鏡に映った自分の姿は、左右だけが反転して見えます。不思議ではありま
せんか？宇宙、生物、そして分子、素粒子まで、様々なスケールで左右の違いを突きつめていくと、この宇宙や私
たちを作ってきた源が明らかになってきました。左右にまつわる実験をしながら、その謎に迫ってみましょう。

3/14㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室１０１号室
［受講料］ 500円　　［定　員］ 24人
［講　師］ 坂元眞一（日本原子力研究開発機構Ｊ-ＰＡＲＣセンター広報セクション）

申
込 2/12㊋ 10：00～ 0294-24-7731

大人のための天文教室 「春の星座・一番星を見つけよう」
おとな

春の星空を代表する星や星座、一番星などの見つけ方を覚えて自分で星を見つけてみましょう。星
空観察入門編です。

4/11㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室５０３号室
［受講料］ 500円　　［定　員］ 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）

申
込 3/12㊋ 10：00～ 0294-24-7731

親子で楽しむ天文教室 「3Dメガネで見る宇宙の立体画像」おやこ

オリジナル３Ｄメガネを作り、そのメガネではやぶさⅡが撮影した小惑星「りゅうぐう」の画像や宇宙
の画像を見たり、国立天文台のMitakaを使って宇宙旅行をしたりして、宇宙の魅力を体感します。

3/3㊐ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館アトリエ
［対　象］ 小中学生とその保護者
［受講料］ 800円（材料費込）　　［定　員］ 12組
［講　師］ 八重座明（ひたち星の会／シビックサイエンススタッフ）

申
込 1/30㊌ 10：00～ 0294-24-7731

歌が好きな子、お友達と歌ってみたい子はもちろん、音楽未経験者も大歓迎です。

［活動日］ 毎週土曜日
［練習場所］ 中小路交流センター
［対　象］ 日立市在住の小学1年生～高校3年生
［募集人数］ 30人
［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
入団申込書は保育園、幼稚園、小学校で配布されます。ホームページからもダウンロードできます。

入団申込書要2/1㊎～
0294-22-6481 0294-22-6６３３

日立市民会館
hitachi-hall@civic.jp

ひたち国際大道芸 キッズスタッフ募集こども

大道芸アーティストと一緒に街を盛り上げよう！ピエロに変身して、大道芸グッズなどを配布します。

5/11㊏、5/12㊐ 10：00～14：00
［会　場］ 5/11㊏ 日立会場、5/12㊐ 多賀会場
［対　象］ 小学生・中学生
［募集人数］ 各日20人（先着順）

申
込 2/23㊏ 10：00～ 0294-24-7711

［説明会］ 4月中旬（予定）※詳細についてはホームページにてお知らせします。

大道芸に興味のある方、野外イベントがお好きな方、運営スタッフとして一緒にひたち国際大道芸
を盛り上げましょう！

5/11㊏ 9：00～20：30、5/12㊐ 9：00～18：30
［会　場］ 5/11㊏ 日立会場、5/12㊐ 多賀会場
［対　象］ 18歳以上39歳以下（高校生は除く）
［募集人数］ 各日50人（先着順）
［募集内容］ ①アーティスト付き人 ②演技ポイント運営
　　　　 ③同時開催イベントの運営 ④小中学生スタッフの補助

申
込 2/23㊏ 10：00～ シビックセンターHP内

（専用フォーム） 0294-24-7711

［説明会］ 4月中旬（予定）※詳細についてはホームページにてお知らせします。

ひたち国際大道芸 ボランティアスタッフ募集
おとな

申
込 3/26㊋ 10：00～ 0294-24-7731

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？当日は活動の紹介や科学館･天球劇場の施
設見学などを行います。

4/28㊐ 10：30～12：00
［会場］ 日立シビックセンター 科学館
［対象］ １８歳以上（高校生は除く）　［募集人数］ 10人

シビックサイエンススタッフ募集（科学館 ボランティア説明会）
おとな

参加者の皆さんで創る吹奏楽コンサート。当日限りの大編成バンドで演奏してみませんか？初心者
の方からベテランの方まで楽しく演奏しましょう！

5/5㊐㊗ 8：45～12：30（予定）
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場
　　　　 ※雨天時、音楽ホール

［参加料］ 一般500円／高校生以下300円
［募集人数］ 200人

申
込 3/2㊏ 10：00～4/20㊏ 0294-２４-７７５５

ミュージックトレイン2019
第1部 レッツ・ブラス参加者募集こども おとな

音楽ホールでアコースティック演奏する出演者を募集します。演奏曲は自由、マイクなどの使用は
できません。

5/5㊐㊗ 13：30～17：00
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［参加料］ 1人500円／6人以上の団体一律3,000円
［募集人数］ 30組（一組20人以内）（先着順）

申
込 3/2㊏ 10：00～3/31㊐ 0294-２４-７７５５

ミュージックトレイン2019
第2部 ホールコンサート参加者募集こども おとな

【ベビーシッターサービスについて】
○/○ 表記の日付までに日立シビックセンターチケットカウンターに

直接または電話で申込ください
（料金 お子様一人につき1,000円、日立シビックセンター4階「こどもの部屋」利用）

【募集への申込について】

郵送 持参

ホームページ専用フォームEメール

電話 ＦＡＸ

※住所、受付時間については裏表紙をご覧ください。

こども こども おとな
対 象

おとな おやこ

募集

オペラ・ミュージカル「日立の玉手箱」
指導者・出演者・スタッフ募集中

日立市の1500年間の歴史絵巻をシアター・ピース方式のオペラ・
ミュージカルで上演する際の指導者・出演者・スタッフを募集します。

［オーディション］ 3月下旬（予定）
［プレ公演］ 8/25㊐
［本　公　演］ 2020年3/28㊏、3/29㊐

YFA38304＠nifty.com

申
込・問
合
せ

2/28㊍まで
お問い合わせ先： 日立の玉手箱実行委員会事務局　寺田誠
 〒316-0006 日立市末広町2-3-16

0294-34-2858

講座情報（先着順）

4 5
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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。

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。
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

製作時間：約15分
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

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。

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト
3
／
21
〜
5
／
6

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト
1
／
6
ま
で

毎
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

1月　静電気 2月　音 3月　折り紙の科学

①「ジェルカイロ」
②「入浴剤」

[1/5土～2/24日]

ジェルカイロ 入浴剤

参加料100円

参加料200円 ①「すっとびロケット」
②「箱万華鏡」

[3/2土～3/31日]

すっとびロケット 箱万華鏡

参加料200円

参加料100円

～1/6日 10：00～18：00

特
別
上
映

※（  ）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（12/28（金）～1/4（金））
1/29（火）、3/19（火）、20（水）
科学館のみ：1/7（月）
天球劇場のみ：1/30（水）～2/1（金）、3/18（月）

【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：2019/3/31（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

新オリジナルグッズ続々登場 !！

サイエンスショー

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

3
／
17
ま
で
上
映
の
番
組

3
／
21
〜
4
／
7
上
映
の
番
組

毎
日
上
映
の
番
組

双眼鏡貸し出し付き「星と宇宙を楽しむプラネタリウム」
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（先着10台）。
メガスターが再現する肉眼では見られないほど詳細でリアルな星空をお楽しみください。

所要時間：約10分
参加料：無料
開催時間：12：00～15：00

冬 の ン ト特 別 ベイ

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。

舞台となるのは架空のアインシュタ
イン博物館。ある夜、博物館にこっ
そりと侵入した魔法使いの少年リン
ブラダーは、不思議なロボット「ア
ルビー」に出会います。アルビーは
重力の秘密やアインシュタインに関
するあらゆることを知っています。
さあ、二人と一緒に空間と時間をめ
ぐる神秘的な旅に出かけましょう！

NEW
GRAVITATION ～魔法使いの少年とロボット
　　　　　　　　　　　　　　　不思議な一夜～

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。

全編生解説

共催：茨城県北芸術祭フォローアップ事業実行委員会

お正月
サイエンスショーまつり

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

●日時 1/5土、6日
　10：30 おうちでできる科学マジックショー
　12：00 サイエンスショッピング
　15：00 もえろもえろ爆発実験

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

おやこ
番組の
対象

NEW!
キッズスペースが新しくなりました

自分の動きに合わせて映像が変わる
「インタラクティブアート」が科学館に集合！
科学技術（サイエンス）と芸術（アート）が
ミックスされた不思議な空間を楽しもう！

発達した進化発生生物学によっ
て、ニワトリの卵から誕生した
恐竜たち。
よみがえった恐竜たちは過去に
彼らを滅ぼした天体の衝突を回
避するため、地球を守る星空の
警備隊として活動します。
彼らは地球を守れるのか！？

ジュラシックヒーローズ　星空の警備隊

Ⓒ Reef Distribution www.reef‒distribution.com

　　　  サイエンス×アート
日立シビックセンター１階アトリウム

（主催：茨城県北芸術祭フォローアップ事業実行委員会）

同時開催

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
側をご紹介します。

詳しくは、P3をご覧ください

知って得する！天球劇場のひみつ探検ツアー
3/23土、 3/24日 12：00～12：30 

暦の上では春ですが、夜空ではまだまだ冬の
星を楽しむことができます。望遠鏡などを使っ
て天体観測してみませんか。すばるやオリオン
大星雲を見てみましょう。
※曇天・雨天の場合は、延期

駅前観望会「冬の星」
3/2土 18：30～19：30

詳しくは、P2をご覧ください

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。冬の
雪をイメージした香りの中、冬の夜空に描かれ
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～雪の香り～

詳しくは、P2をご覧ください
1/18金 19：00～19：50　1/19土 18：00～18：50

おとな

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（オートプログラム）」＋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

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

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
1/21月、3/11月 11：00～11：30

おやこ

詳しくは、P2・P3をご覧ください

※1/27日、2/3日は、「日立サイエンスショーフェスティバル」のため、特別スケジュールで
　上映します。詳しくはホームページをご覧ください。
※3/26火～4/5金は土日祝のスケジュールで上映します。
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平　日

土日祝
GRAVITATION

GRAVITATION

GRAVITATION生 生
季

季
全
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3/17日
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ジュラシック
ヒーローズ

平　日

土日祝

ジュラシック
ヒーローズ

ジュラシック
ヒーローズ

ジュラシック
ヒーローズ生 生

季
季

全

3/21木㊗

～

4/7日

「ペーパービーズのストラップ」
●日時 3/21木㊗、3/23土～4/7日
　　　 10：30～16：00
　　　 （昼休憩12：30～13：30）

●日時
　3/23土、24日、30土、31日
　14：00～14：15

特別工作コーナー

参加料：100円

紙！カミ！かみ！？
全部が紙でできている、
紙のワンダーランド。
紙だってここまでできる！
紙の「カミ技」を見に行こう！

紙！カミ！かみ！？
全部が紙でできている、
紙のワンダーランド。
紙だってここまでできる！
紙の「カミ技」を見に行こう！

紙だっておもしろい！
スタッフと一緒に紙の力を体験
しよう。パフォーマンスの最後
は大雪注意報！？

3/21木㊗～5/6月
10：00～18：00

振

紙の線路なのに
電車が走る!?

町も線路も
全部紙の

「かみてつ」

ペーパークラフト
「日本の　　　
　宇宙探査機」

紙の
パフォーマンス

「紙のプール」
※幼児のみ

4/27土～5/6月
科学館の中に
ダンボール迷路が登場！

詳細はイベントインフォメーショ
ン4,5,6をお楽しみに

※1/27日・2/3日はイベントの
　ため中止となります。

※1/27日・2/3日はイベントのため中止となります。

春の特別イベント

茨城初上陸！

紙とは思えない
精巧さ！

紙の中に飛び込
もう！

予告

イ
ベ
ン
ト
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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。

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。
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

製作時間：約15分
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

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。
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1月　静電気 2月　音 3月　折り紙の科学

①「ジェルカイロ」
②「入浴剤」

[1/5土～2/24日]

ジェルカイロ 入浴剤

参加料100円

参加料200円 ①「すっとびロケット」
②「箱万華鏡」

[3/2土～3/31日]

すっとびロケット 箱万華鏡

参加料200円

参加料100円

～1/6日 10：00～18：00

特
別
上
映

※（  ）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（12/28（金）～1/4（金））
1/29（火）、3/19（火）、20（水）
科学館のみ：1/7（月）
天球劇場のみ：1/30（水）～2/1（金）、3/18（月）

【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：2019/3/31（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

新オリジナルグッズ続々登場 !！

サイエンスショー

実演時間：約20分
開催時間：平日 　 　14：00～
　　　　土日・祝日　10：30～/15：00～
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双眼鏡貸し出し付き「星と宇宙を楽しむプラネタリウム」
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（先着10台）。
メガスターが再現する肉眼では見られないほど詳細でリアルな星空をお楽しみください。

所要時間：約10分
参加料：無料
開催時間：12：00～15：00

冬 の ン ト特 別 ベイ

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。

舞台となるのは架空のアインシュタ
イン博物館。ある夜、博物館にこっ
そりと侵入した魔法使いの少年リン
ブラダーは、不思議なロボット「ア
ルビー」に出会います。アルビーは
重力の秘密やアインシュタインに関
するあらゆることを知っています。
さあ、二人と一緒に空間と時間をめ
ぐる神秘的な旅に出かけましょう！

NEW
GRAVITATION ～魔法使いの少年とロボット
　　　　　　　　　　　　　　　不思議な一夜～

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。

全編生解説

共催：茨城県北芸術祭フォローアップ事業実行委員会

お正月
サイエンスショーまつり

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

●日時 1/5土、6日
　10：30 おうちでできる科学マジックショー
　12：00 サイエンスショッピング
　15：00 もえろもえろ爆発実験

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

おやこ
番組の
対象

NEW!
キッズスペースが新しくなりました

自分の動きに合わせて映像が変わる
「インタラクティブアート」が科学館に集合！
科学技術（サイエンス）と芸術（アート）が
ミックスされた不思議な空間を楽しもう！

発達した進化発生生物学によっ
て、ニワトリの卵から誕生した
恐竜たち。
よみがえった恐竜たちは過去に
彼らを滅ぼした天体の衝突を回
避するため、地球を守る星空の
警備隊として活動します。
彼らは地球を守れるのか！？

ジュラシックヒーローズ　星空の警備隊

Ⓒ Reef Distribution www.reef‒distribution.com

　　　  サイエンス×アート
日立シビックセンター１階アトリウム

（主催：茨城県北芸術祭フォローアップ事業実行委員会）

同時開催

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
側をご紹介します。

詳しくは、P3をご覧ください

知って得する！天球劇場のひみつ探検ツアー
3/23土、 3/24日 12：00～12：30 

暦の上では春ですが、夜空ではまだまだ冬の
星を楽しむことができます。望遠鏡などを使っ
て天体観測してみませんか。すばるやオリオン
大星雲を見てみましょう。
※曇天・雨天の場合は、延期

駅前観望会「冬の星」
3/2土 18：30～19：30

詳しくは、P2をご覧ください

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。冬の
雪をイメージした香りの中、冬の夜空に描かれ
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～雪の香り～

詳しくは、P2をご覧ください
1/18金 19：00～19：50　1/19土 18：00～18：50
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全編生解説全季「季節の星空紹介（オートプログラム）」＋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

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

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
1/21月、3/11月 11：00～11：30

おやこ

詳しくは、P2・P3をご覧ください

※1/27日、2/3日は、「日立サイエンスショーフェスティバル」のため、特別スケジュールで
　上映します。詳しくはホームページをご覧ください。
※3/26火～4/5金は土日祝のスケジュールで上映します。
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「ペーパービーズのストラップ」
●日時 3/21木㊗、3/23土～4/7日
　　　 10：30～16：00
　　　 （昼休憩12：30～13：30）

●日時
　3/23土、24日、30土、31日
　14：00～14：15

特別工作コーナー

参加料：100円

紙！カミ！かみ！？
全部が紙でできている、
紙のワンダーランド。
紙だってここまでできる！
紙の「カミ技」を見に行こう！

紙！カミ！かみ！？
全部が紙でできている、
紙のワンダーランド。
紙だってここまでできる！
紙の「カミ技」を見に行こう！

紙だっておもしろい！
スタッフと一緒に紙の力を体験
しよう。パフォーマンスの最後
は大雪注意報！？

3/21木㊗～5/6月
10：00～18：00
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紙の線路なのに
電車が走る!?

町も線路も
全部紙の

「かみてつ」

ペーパークラフト
「日本の　　　
　宇宙探査機」

紙の
パフォーマンス

「紙のプール」
※幼児のみ

4/27土～5/6月
科学館の中に
ダンボール迷路が登場！

詳細はイベントインフォメーショ
ン4,5,6をお楽しみに

※1/27日・2/3日はイベントの
　ため中止となります。

※1/27日・2/3日はイベントのため中止となります。

春の特別イベント

茨城初上陸！

紙とは思えない
精巧さ！

紙の中に飛び込
もう！
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チケット発送も行っていますのでご利用ください。

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

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／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

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

www.civic.jp詳しくは

1/27、2/3

2/24

3/21～

第26回日立サイエンスショーフェスティバル

東京フィルハーモニー交響楽団特別演奏会

天球劇場新番組「ジュラシックヒーローズ」

P8

P8

P7

催し物・前売り・講座・募集情報 P.2-5 / 科学館・天球劇場 P.6-7 / PiCK UP情報❶❷・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30年11月26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11月24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。

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

宝くじ文化公演 東京フィルハーモニー交響楽団 特別演奏会 ©上野隆文

ひたち街角小劇場 第42弾
県北地区高等学校演劇部
第７回春季フェスティバル

天球劇場 春の新番組「ジュラシックヒーローズ」

PiCK UP 1

PiCK UP 2

第26回

両日とも

科学館、天球劇場

入場無料

申

　込

12/15㊏ 10：00～
シビックセンターHP内専用フォーム

［定員］ 250名（先着順）

［お問合せ：日立シビックセンター科学館］

入場無料 ※2/3㊐多用途ホールのみ
　事前申込

観覧無料 観覧無料

1/27㊐、2/3㊐
［会場］ 日立シビックセンター 科学館
　　　  天球劇場、多用途ホール

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

発売中 2/10

クラシックから映画音楽まで、名
曲の数々を日本有数のオーケスト
ラ東京フィルハーモニー交響楽
団による演奏でお届けします。

2/24㊐ 14：00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
　　　　  ※宝くじの助成による特別料金です。

［出　演］ 指揮：原田慶太楼、ソリスト：三舩優子（ピアノ）、司会：朝岡聡

全席指定

原田慶太楼 三舩優子 朝岡聡
©Claudia Hershner ©Akira Muto

［曲目］
 ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー
 サウンド・オブ・ミュージック　セレクション
 「スターウォーズ」より抜粋　ほか

日立シビックセンターで一日中サイエンスを楽しもう！

●日立市内の青少年による
　サイエンスショー

［会場］ 日立シビックセンター科学館
［出演］ ・茨城キリスト教学園中学校
　　　　 サイエンス部
　　　  ・茨城県立日立第一高等学校附属中学校
　　　　 科学部
　　　  ・茨城県立日立第一高等学校　化学部
その他、日立シビックセンター科学館スタッフサイエンスショー

●スペシャルサイエンスショー
［会場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［出演］ ・山梨県立科学館（山梨県）
　　　  ・はまぎんこども宇宙科学館（神奈川県）
　　　  ・大阪市立科学館（大阪府）

詳しい内容はホームページをご覧ください。（12月中旬更新予定）

1/27㊐ 10:30～14:30 2/3㊐ 10:30～12:30 1/27㊐、2/3㊐ 両日開催※要事前
　申込

●実験・工作ブース
10：00～15：00

●プラネタリウムスペシャル上映
10：30/11：30/12：30/13：30/14：30/
15：30/16：30（各回約30分）

●工作コーナー
10：00～16：00
・プラ板キーホルダー
・光るマグネット

100円

第26回日立サイエンスショーフェスティバル

よしもとお笑いまつり in 日立2019

©上野隆文

HITACHI CIVIC
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2019

日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館

1.2.3


