
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

7/16～8/31…科学館 夏の特別展

8/20…洋楽文庫第1章 川畠成道ヴァイオリン・コンサート with 新垣隆

9/4…平原綾香CONCERT TOUR 2016～ L O V E ～「Acoustic LOVE」

催し物・前売り・募集情報 P.2-3 / 講座情報 P.4-5 / 科学館・天球劇場 P.6-7 / PICK UP情報・アクセス P.8

「心豊かなまちづくり」を実現する財団です　公益財団法人日立市民科学文化財団平成28年6月９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７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10分
●常磐自動車道「日立中央IC」から車8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

お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター　TEL：0294-24-7720

結成29周年を迎え、グラミー賞ノミネート（1999年ボストン
ポップスとの共作）の経歴を持つ、ケルト音楽シーンで最も成
功したアイリッシュ・アメリカン・グループ。情熱的で優しくも
賑やかなライブをお届けします。
※ドリンクサービス（有料）

オリジナル曲
ケルトアレンジのクリスマス曲　ほか

チェリッシュ・
　　 ザ・レディース

12/2金 19:00開演
日立シビックセンター 多用途ホール

一般 3,000円全席自由

曲目

レコメン !!  v
ol.3

9/10発売 11/18

PiCK UP おすすめコンサート情報

PiCK UP 1

チケット
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
TEL：0294-24-7720

全席
指定

（8/20まで） 一般  　5,000円　高校生以下　 2,500円セット券
単独券 一般  各3,000円　高校生以下  各1,500円

第１章 第２章
第１章：8/6
第２章：1/15

川畠成道ヴァイオリン・コンサート
with 新垣隆 （ゲスト：ピアノ）

第1章

8/20土
14:00開演
日立シビックセンター 音楽ホール日立シビックセンター 音楽ホール

[曲目]
新垣隆：メロディ
ワックスマン：カルメン幻想曲　ほか

英国王立音楽院首席卒業の川畠成道（ヴァイオリン）と
作曲家 新垣隆（ピアノ）のデュオをお届けします。

成田達輝＆萩原麻未 Duo!

2017.1/29日
14:00開演
日立シビックセンター
音楽ホール
日立シビックセンター
音楽ホール
[曲目]
ブラームス：「ハンガリー舞曲集」から第1番、第2番、第5番、第6番
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン　ほか

第2章
歴史的なヴァイオリンの名手パガニーニのライバルと称賛された
ヴァイオリニスト成田達輝と、日本人で初めてジュネーヴ国際コンクール
ピアノ部門で優勝した萩原麻未のデュオをお届けします。

「洋楽文庫」シリーズ クラシックホールでの質の高い演奏を、文庫本のようにお手軽な料金で楽しんでいただくコン
サートシリーズです。今回は、川畠成道と新垣隆、成田達輝と萩原麻未の出演です。

PiCK UP 2 「レコメン!!」シリーズ 注目と期待を集めているアーティストをおすすめ（レコメンド）するコンサートシリーズです。
ライヴ感溢れるパフォーマンスにぴったりの多用途ホールで、素敵な時間をお楽しみください。

vol.2 「SHANTI ACOUSTIC LIVE」についてはP.2をご覧ください。

ひたち秋祭り～郷土芸能大祭
洋楽文庫第１章
川畠成道ヴァイオリン・コンサート with 新垣隆

科学館 夏の特別展

平原綾香CONCERT TOUR 2016

中村雅俊
コンサートツアー2016

©Hiroki Sugiura

©Akira Muto
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日立シビックセンター科学館プレオープン特別見学会 参加者募集

7/16（土）にオープンする①科学館新展示物「地球の奥の宝物」②科学館夏の特別
展「虫むし大百科」見学③天球劇場新番組「ポラリス」試写の３つの内容をお楽しみ
いただけます。
※一般公開は7/16(土)の12:00からとなります

7/16㊏ 10：00～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館、天球劇場
［参加料］ 無料
［募集人数］ 200人
［対　象］ 広報用写真撮影に協力していただける方

申
込 6/25㊏ 10:00～ http://www.civic.jp

アーティストと近距離の臨場感溢れるライブと雰囲気を楽しめる「レコメン!!」シリー
ズ、第2弾！誰もが聴きやすいジャズからポップスまでのナンバーをお届けします。夏
に向けて、スパークリングワインのような爽快感と、ジャズボーカルランキングで注目
を集めるSHANTIの魅力、個性が感じられるステージをお楽しみください。

レコメン!! Vol.2 SHANTI ACOUSTIC LIVE
7/2㊏ 18：00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
［出　演］ ＳＨＡＮＴＩ（ボーカル）、宮本貴奈（ピアノ）、
　　　　  仙道さおり（パーカッション）

全席自由

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］6/18

アトリウムコンサート Vol.3
7/31㊐
11：30～12：00／13：00～13：30
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 長内恵子（ピアノソロ）
［曲　目］ A MOMENT TO REMEMBER ほか

いくつかの映画音楽を小さな花束にするようにプログラムに集めました。夏のひと時
をのんびりとお楽しみください。

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

アトリウムコンサート Vol.4
8/28㊐
①11：30～12：00
②13：00～13：30／15：00～15：30
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ ①Excel  Joy
　　　　 ②薄井美伽（ソプラノ）、大島沙友里（ソプラノ）、川村あかり（ピアノ）
［曲　目］ ①パッヘルベルのカノン ほか
　　　　 ②歌劇《ホフマン物語》より“舟歌”ほか

①一度はきいたことのあるクラシックやポピュラー曲をフルートアンサンブルとピアノ演奏でお楽しみください。
②声楽デュオコンサート～オペラ名曲集～　日立、水戸、北茨城出身の若手演奏家たちによるオペラ名曲の数々をお楽しみください。

入場無料 ［お問合せ：日立シビックセンター］

アトリウムコンサート Vol.5
9/19㊊㊗ 
11：30～12：00／13：00～13：30
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ スカッシュ（合唱）
［曲　目］ Top of the World（カーペンターズ）、
　　　　 Danny Boy（アイルランド民謡） ほか

「歌いたい曲を楽しく歌う」がモットーのスカッシュ！映画音楽、ミュージカル、ゴスペル
など、みなさんに楽しんでいただける演奏をお届けします。

入場無料 ［お問合せ：日立シビックセンター］

25日は完売
しました

ひたち納涼寄席
8/25㊍・8/26㊎ 18：15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

［出　演］ 8/25（木）
　　　　  林家たい平（落語）、ホンキートンク（漫才）、初音家左橋（落語） ほか
　　　　  8/26（金）
　　　　  三遊亭小遊三（落語）、神田陽子（講談）、初音家左吉（落語） ほか

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。
※未就学児のご入場はご遠慮ください

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］8/4

全席指定

平原綾香 CONCERT TOUR 2016～LOVE ～ 「Acoustic LOVE」
9/4㊐ 17：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  6,500円全席指定

「Jupiter」「おひさま～大切なあなたへ～」「明日」などのヒット曲を持ち、ミュージカ
ルや洋楽カバーで魅せた圧倒的な歌唱力と表現力で大人気の平原綾香のコンサー
トです。
※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］

第8回子どもオペラ学校ワークショップ成果発表会
「”魔笛”に出会った子どもたち」

今年3月から「考える・理解する・伝える」をテーマに、ワークショップ形式の授業でオ
ペラを体験してきた子どもたちの集大成の発表です。
（次回、「第9回子どもオペラ学校」は今冬募集開始予定です）

  　　　　
7/18㊊㊗ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］  子どもオペラ学校協賛チケット 700円
［出　演］ 第8回子どもオペラ学校生徒
  　　　　指揮：松下京介　演出：馬場紀雄　振付：小仲井宏美
［演　目］ 第8回子どもオペラ学校オリジナル《魔笛》
  　　　　（原案 W．A．モーツァルト：オペラ《魔笛》）

全席自由

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］

ひたち街角小劇場第31弾「キル」
9/24㊏ 17：30開演
9/25㊐ 10：30／15：00開演
［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］  1,300円（当日1,500円）
［出　演］ 劇団コミューン
［演　目］ 野田秀樹作「キル」

全席自由

平成28年度、最初の公演となります。役者の息遣いを感じられる小ホールで迫力あ
る舞台をお楽しみください。

6/24発売 ［お問合せ：多賀市民会館］

第21回初秋ひたち能と狂言
9/3㊏ 13：00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 4,750円（当日5,000円）
 A席 2,850円（当日3,000円）
 B席 1,900円（当日2,000円）
 ※高校生以下1,000円引き（S、A席のみ）
［出　演］ 観世銕之丞（観世流能楽師）、鵜澤久（観世流能楽師）、
  　　　　　野村万蔵（和泉流狂言師） ほか
［演　目］ 能「橋弁慶」笛ノ巻、能「邯鄲」、狂言「酢薑」 ほか

全席指定

「橋弁慶」は牛若丸が弁慶に出会う場面のお話で、「邯鄲」は不思議な枕で見た夢で悟り
を得た若者のお話です。「邯鄲」には日立市文化少年団能楽部の小学生が出演します。

6/11発売 8/20 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］
※本公演は宝くじの助成を受けて実施しています。

第26回ひたち秋祭り～郷土芸能大祭
10/8㊏ 13：00開演  10/9㊐ 11：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター新都市広場（雨天時：中止）
［演　目］ 招待芸能：秋田竿燈（秋田県秋田市） ほか
 10/8（土） 
 13:00～14:30　日立荒馬踊り
 18:00～19:45　全国の芸能 夢の競演
 10/9（日）
 11:00～12:30　地元団体芸能披露
 14:00～15:15　青少年フェスティバル
 ※時間は予定です

全国各地からお招きする郷土芸能を伝承する団体や青少年の競演を堪能できる、日立市
の秋の一大風物詩。全国にも類のない大ステージで郷土芸能の感動をお届けします。

入場無料 ［お問合せ：日立シビックセンター］

第20回ニューイヤーオペラコンサート
2017.1/15㊐ 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
［出　演］ 大浦智弘（音楽監督・指揮）、前川久仁子（演出・舞台進行）
　　　　 西本真子・宍戸茉莉衣（ソプラノ）、大津香津子（メゾ・ソプラノ）、
　　　　 相山潤平（テノール）、大島嘉仁（バリトン）、
　　　　 ひたちオペラ合唱団、ニューイヤーオペラアンサンブル

「ニューイヤーオペラコンサート」は、今回で記念すべき２０回目を迎えます。
数あるオペラ作品の中から選りすぐった名曲をお送りします。

9/１０発売 12/20 ［お問合せ：日立シビックセンター］

前回の公演から

全席指定

「ふるさと日立」をテーマにした平成２９年用のカレンダーを作ります。日立市内で撮
影した季節感のある写真をお寄せください。
※使用する際はフィルム（データ）を借用します。
　写真の版権は日立市民科学文化財団に帰属し、応募写真は返却しません。

カレンダー「ふるさと日立」写真募集
8/31㊌必着
［募集内容］ 日立市内の風景、風物で四季や日立市らしさが
　　　　　  感じられる写真
［写真規格］ 平成２６年１月以降に撮影した横位置キャビネ
  　　　　　（２L版可）のカラー写真で未発表のもの

申
込 8/31㊌必着 日立市民会館

日立市若葉町1-5-8
〒317-0063
日立市若葉町1-5-8

アトリウム茶会

江戸千家による茶会です。大人から子どもまでお気軽にご参加いただけます。
茶道による和のおもてなしを体験してみませんか。

［お問合せ：日立シビックセンター］

9/3㊏ 10：00～13：00
［会　場］日立シビックセンター アトリウム
［参加料］ 200円
［講　師］ 日立茶道連盟
［募集人数］ 20人（当日先着）

ピアノの歴史Ⅱ フォルテピアノ編

フォルテピアノは、現代のピアノの「ご先祖様」にあたる楽器です。チェンバロ、フォル
テピアノ、グランドピアノ…時代背景も交えて、音の違いを感じてみましょう！

12/4㊐ 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］  1,000円（当日1,200円）
［出　演］ 平井千絵（フォルテピアノ）
［曲　目］ モーツァルト：きらきら星変奏曲
　　　　 シューベルト：3つの小品 ほか

CAtsushiYOKOTA

全席自由

11/209/3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］

コンチェルトカフェ

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無料でライブ観賞が
できます。模擬店や抽選会など各種イベントが盛りだくさんです。河原子花火大会に
併せた市民プラザの屋上開放もあります。

8/6㊏ 15：30開演
［会　場］ 多賀市民会館 広場
　　　　 （雨天時：多賀市民会館 ホール）
［出　演］ 市内で活動している音楽団体 予定 

入場無料 ［お問合せ：多賀市民会館］

中村雅俊コンサートツアー2016
「L－O－V－E」～Acoustic Unit～

「ふれあい」「恋人も濡れる街角」などのヒット曲を持ち、また俳優としても大活躍の中
村雅俊のコンサートツアーです。温かさに包まれたコンサートは大満足間違いありま
せん。
※未就学児のご入場はご遠慮ください

11/5㊏ 16：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  6,300円（当日6,800円）全席指定

6/19発売 ［お問合せ：日立市民会館］

日立市少年少女合唱団 団員募集

「歌が好き」「ほかの学校の友達がほしい」という仲間を募集しています。
「歌ってみたいけど音楽のことがわからない」という方も大丈夫！
指導者の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等
［受講料］ 1,000円～1,500円／月
［対　象］ 小学１年生～高校３年生

申
込 受付中 0294-22-6481

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？活動内容は、鉄道模型の実演や宇宙少年団活動の指導補助、観
望会の補助、案内等です。

［活動日］ 主に土日祝日
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館
［対　象］ 18歳以上
［募集人数］ 10人

申
込 受付中 0294-24-7731

シビックサイエンススタッフ募集

【表記について】

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

【お問い合わせ先】

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）

電話でお申込みください

郵送でお送りください

インターネットでお申込みください

直接ご持参ください



貸館情報

日立シビックセンター
音楽ホール

月日／催物名／主催

7/23㊏
7/31㊐
8/6㊏

8/7㊐
8/21㊐
8/27㊏

9/9㊎
9/17㊏
9/24㊏

「堤五郎・合唱の世界」―三善晃・武満徹を歌う―
フラ カレイ オ プアラニ発表会
みんなで楽しむオーケストラ

第２４回ピアノ発表会
第７１回茨城県合唱コンクール
フルートおさらい会
フルートできく名曲コンサート
平成２８年度日立地区安全衛生大会
茨城県ハーモニカコンサート2016
アジア青年国際交流事業～Asian Beat Fes 2016

「堤五郎・合唱の世界」実行委員会
Hula Kalei o Pualani

茨城県、茨城県教育委員会、公益財団法人いばらき文化振興財団
川崎音楽教室

茨城県合唱連盟、朝日新聞社
羽賀紀子フルート教室
羽賀紀子フルート教室

一般社団法人日立労働基準協会
茨城県ハーモニカ協会
茨城県日中友好協会

日立市民会館/ホール
7/4㊊
7/31㊐
8/7㊐
9/19㊊

福田こうへいコンサートツアー2016
現代舞踊公演
立木と歌う夏祭り
バレエ発表会

ベルワールドミュージック
小林典子モダンバレエ

立木音楽企画
エトワールバレエ

多賀市民会館/ホール
7/17㊐
7/18㊊
7/24㊐
7/31㊐
8/11㊍
8/20㊏
8/21㊐
8/28㊐
9/3㊏
9/4㊐
9/25㊐

第41回民謡を楽しむつどい
カワイ音楽教室「こどもおんがくかい」
ゴスペルライブ
スタジオWEST バレエコンサート
加入者の集い(映画会)
ダンスパーティー
歌とピアノのコンサート
池坊巡回講座 
彰の会 ゆかたざらい
チャリティダンスパーティー
映画会

民謡法濤会
カワイ音楽教室

HoP（Hope of peace Gospel choir）
スタジオWEST

全労済
プログレス日立

野村浩子
池坊日立支部

彰の会
MBM

映画上映実行委員会

7/3㊐
7/23㊏

7/24㊐
7/30㊏
7/31㊐
8/6㊏
8/7㊐
8/27㊏

8/28㊐

9/10㊏～9/18㊐
9/25㊐

サロンコンサート
江差追分会日立桑の実会支部１５周年記念「正調江差追分を聴く会」

第４１回「日立の海観光川柳大会」
北関東・福島動物園水族館連携５周年記念シンポジウム
ピアノ発表会
ひたちシネマスペシャル
母心独演会～若者だって笑わせたい！～
第１７回日本肝臓学会 肝がん撲滅運動茨城の会

神谷恵子＆ラス・クラベーラス フラメンコライブ

第５２回日立市美術展覧会
日立ギタークラブコンサート

大森・武藤

江差追分会日立桑の実会支部
川柳ひたち野社

日立市かみね動物園
中山

日立市視聴覚センター
株式会社オフィスまめかな

株式会社日立製作所 日立総合病院

神谷恵子＆ラス・クラベーラス フラメンコライブ実行委員会
日立市、日立市文化協会

日立ギタークラブ

多用途ホール

7/23㊏
9/10㊏～9/18㊐

9/24㊏

エコフェスひたち２０１６
第５２回日立市美術展覧会
２０１６市民生活安全フェスティバル

エコフェスひたち２０１６実行委員会、日立市
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

8/3㊌
9/9㊎

プラネタリウム倍音コンサート～星のおと～
秋の夜空に織りなす糸と竹 天空の調べ

星のおと実行委員会
和楽器を楽しむ会 和楽

天球劇場

8/18㊍～8/21㊐
8/23㊋～8/28㊐
9/10㊏～9/18㊐
9/22㊍～9/25㊐

第１６回香雅書道展ＰＡＲＴⅡ
カメラ散歩の会 第１６回作品展
第５２回日立市美術展覧会
第８９回日本写真会展

鈴木鳴龍
カメラ散歩の会

日立市、日立市文化協会
山下信行

7/2㊏～7/10㊐
7/16㊏～7/18㊊
7/19㊋～7/23㊏

7/30㊏～7/31㊐
8/3㊌～8/16㊋

第65回日立美術協会展
山岳写真展
環境教育活動ポスター展 第21回環境を考えるポスター展

拓美会書道展
第３０回日立市平和展

日立美術協会
常北山水会山岳部

日立市、環境を創る日立市民会議
小沼典弘
日立市

ギャラリー

親子で楽しむ天文教室
「夏の星空を見てみよう！」

夏の1等星や星座について楽しく学んだり、組立式天体望遠鏡（正立15倍）の製
作を行ったりします。完成後は、作った望遠鏡で月などを観望します。

［日　　時］ 7/10㊐ 17：30～19：30 
［会　　場］ 日立シビックセンター 科学館
［募集人数］ 12組
［講　　師］ 八重座明（シビックサイエンススタッフ） ほか
［参 加 料］ ２，７００円（１組）

申
込 6/12㊐10:00～

おやこ

夏休み実験工作教室
「太陽の光でつくるレジンアクセサリー」

紫外線で硬化する樹脂を使ったアクセサリーの工作です。紫外線や琥珀など樹脂
の硬化についても紹介します。

［日　　時］ 8/11㊍㊗ 10：30～12：30 
［会　　場］ 日立シビックセンター 科学館
［対　　象］ 小学生以上
［募集人数］ １５人
［参 加 料］ 500円

申
込 6/18㊏10:00～

宇宙実験教室
「君も宇宙ロボット博士になろう！」 キッズコース

JAXA（宇宙航空研究開発機構）の協力による実験教室です。振り子の実験のほ
か、ロボット作りの導入としてミニソーラーカーを製作します。

［日　　時］ 7/17㊐ 13：00～16：00 
［会　　場］ 日立シビックセンター 702～704号
［対　　象］ 小学３年生以下の子どもとその保護者
［募集人数］ 20組
［参 加 料］ ５００円（１組）

申
込 6/11㊏10:00～

おやこ

親子・子ども向け 夏の教室

□宇宙実験教室「君も宇宙ロボット博士になろう！」キッズコース
（説明文）

□宇宙実験教室「君も宇宙ロボット博士になろう！」基礎コース
（説明文）

大人向け講座情報日立シビックセンター 科学館電話受付（先着順） 0294-24-7731申 込 電話受付（先着順）申 込

●みなさまからのご寄附は、当財団が実施
する次の事業に活用いたします。

ご寄附のお願い

❶ 科学・天文の普及に関する事業
❷ 音楽、文化、芸術の振興に関する事業
❸ 子どもたちの創造性や想像力を育む事業
❹ 市民交流の活性化に関する事業
❺ その他当財団が行っている公益目的事業

●ご寄附の概要
♦個人の方         1口 : 1,000円から
♦法人・団体の方 1口 : 5,000円から
　●詳しいお手続きについて
当財団のホームページ（http://www.civic.jp）より「寄
附金申込書」をダウンロードしていただくか、お電話で詳
しい資料をお取り寄せください。
　●お問合せ
日立シビックセンター　TEL：0294-24-7711

宇宙実験教室
「君も宇宙ロボット博士になろう！」 基礎コース

JAXA（宇宙航空研究開発機構）の協力による実験教室です。宇宙や科学の実験のほ
か、赤外線でコントロールするロボットを製作し、宇宙ミッション活動を体験します。

［日　　時］ 7/18㊊㊗ 10：30～16：00
［会　　場］ 日立シビックセンター 702～704号
［対　　象］ 小学４年生～中学３年生
［募集人数］ 40人
［参 加 料］ 1,000円

申
込 6/11㊏10:00～

こども

夏休み実験工作教室
「はんだごてでオルゴールゴマをつくろう！」

はんだごてを使って、初心者用の電子工作キット「光るオルゴールゴマ」を製作し
ます。回すとＬＥＤが光り、音楽が流れます。

［日　　時］ 7/31㊐ 10：30～12：30
［会　　場］ 日立シビックセンター 科学館
［対　　象］ 小学3年生以上
［募集人数］ 10人
［参 加 料］ 1,000円 

申
込 6/18㊏10:00～

こども

こども

大人のための天文教室
「秋の星空の楽しみ方」

「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分からない」なん
てことはありませんか？四季の星空を通して、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。

［日　　時］ 9/21㊌ 10：30～12：00 
［会　　場］ 日立シビックセンター 科学館
［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］ ２００円

大人のための数学教室 - 数学の考え方 -

［開 催 日］ 7/14㊍ 「対数の発見」
8/24㊌ 「ユークリッド幾何学」
  9/8㊍ 「解析幾何学」 

［時　　間］ 10：00～12：00
［会　　場］ 日立シビックセンター 科学館

※7/14（木）のみ日立シビックセンター 501号
［募集人数］ 各24人 
［講　　師］ 渡辺信（元東海大学教授）
［受 講 料］ 各200円

数学（数）の歴史から現代数学まで触れていきます。テーマは各月で変わりますの
で、初めての方でもご参加いただけます。

申
込 受付中 0294-24-7731

親子で楽しむ算数教室
「三角形のふしぎをさがそう！」

紙でできた三角形を折って、三角形のふしぎをみつけます。

［日　　時］ 8/23㊋
　　　　　 ①10：30～12：00 ②13：30～15：00
［会　　場］ 日立シビックセンター 科学館
［対　　象］ 小学生とその保護者
［募集人数］ 各12組
［講　　師］ 渡辺信（元東海大学教授）
［参 加 料］ ４００円（１組）

申
込 7/10㊐10:00～

夏休み実験工作教室
「太陽電池で動く昆虫ロボットをつくろう！」

ヘラクレスオオカブトの他、４つのデザインが楽しめる太陽電池で動くロボットで
す。太陽電池の仕組みについても紹介します。

［日　　時］ 8/21㊐ 10：30～12：30
［会　　場］ 日立シビックセンター 科学館
［対　　象］ 小学生以上
［募集人数］ 20人
［参 加 料］ 2,000円

申
込 6/18㊏10:00～

こども

おやこ

おとなおとな

申
込 受付中 0294-24-7731

第160回文化サロン
「僕の南極456日（南極地域観測隊体験談）」

第49次南極地域観測隊として、1年4カ月を南極の地で過ごした軍司将男氏によ
るミニ講演会。南極という私たちにとっては非日常的な空間を体験した軍司氏な
らではの貴重なお話を伺います。

［日　　時］ 8/27㊏ 13：30～15：00
［会　　場］ 日立市民会館111号室
［募集人数］ 100人
［講　　師］ 軍司将男（元南極地域観測隊員）
［参 加 料］ 無料

おとな

申
込 7/15㊎9:30～ 0294-22-6481

過去の教室の様子

過去の教室の様子

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ご説明しますの
で、どなたでもお気軽にご参加ください。
7月  ふしぎウォーターマジック
9月  音におっとっと
所要時間：約10分　
対　象 : 科学館入館者
開催時間：12:00～15:00

◆ 7/13水まで
13：00～ 14：30～ 16：00～11：00～

いきもの
がたり

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

いきもの
がたり

団体予約
専用

月の魔法と
サンゴの海

期間/時間

平　日

土日・祝日

※（  ）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、その他臨時休館
科 学 館 7/14(木),15(金)
天球劇場 7/14(木),15(金),9/1(木),2(金)

【お問い合わせ】　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：2016.9/30（金）

チケット購入時に、
　　　本誌をご提示ください

望遠鏡、星座早見盤、
科学実験キット、工作
キット、文具、お菓子、
宇宙食、書籍、恐竜グッ
ズなど500種類以上

10：00～18：00

サイエンスショー

土
日
祝
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

7
／
16 
〜
10
／
 30
上
映
の
新
番
組﹇
ド
ー
ム
映
像
番
組
﹈

毎
日
上
映
の
番
組

毎
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

平
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

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。
毎回解説員が生で解説を行います。
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

わくわくキッズ工作

鉄道模型実演コーナー

たのしくつくろう！ 工作コーナー

おもしろためになる科学実験ショーです。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。

親子でいっしょに簡単な科学工作を体験できます。
メニューは、月替わりの2種類から選べます。

上
映
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

【
各
回
約
50
分
】

特
別
上
映

7
／
13 
ま
で
上
映
の
番
組

いきものがたり

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

生きている世界のめずらしいカブトムシ、クワガタの他、
世界最大のカブトムシと言われるヘラクレスオオカブトの卵、

幼虫、さなぎ、成虫が全部生きている姿で見ることができます。
アトラスオオカブトに触れることができるタッチコーナーも行います。

生きている世界のめずらしいカブトムシ、クワガタの他、
世界最大のカブトムシと言われるヘラクレスオオカブトの卵、

幼虫、さなぎ、成虫が全部生きている姿で見ることができます。
アトラスオオカブトに触れることができるタッチコーナーも行います。

番組の
対象

ポラリス

秋らしい穏やかな香りの中で、秋の夜空に描かれるギリシャ神話に登場
する星たちについて紹介します。

9/23金 19：00～19：50　24土 18：00～18：50秋のアロマスペシャル

※7/16（土）～8/31（水）はお休みです。※7/16（土）～8/31（水）はお休みです。

※7/19（火）～8/31（水）はお休みです。

所要時間：約10分
対　象 : 科学館入館者の親子
　　　　（幼児とその保護者）
開催時間： ①11：00～ ②14：30～
参加料 : 100円
定　員 :各回10人
（参加整理券は当日10：00から科学館入口で配布）

7/16（土）12：00オープン

「地球の奥の宝物」

実演時間：約20分
対　象 : 科学館入館者
開催時間：平日 14：00～
　　　　土日・祝日 10：30～
　　　　　　　　　15：00～

所要時間：約20分
対　象 : 科学館入館者
参加料：100円～200円
開催時間：11：00～16：00 計8回
定　員：各回10人
　　　　（参加整理券は当日10：00から科学館入口で配布）

①11：00/12：00/14：00/15：00
②11：30/12：30/14：30/15：30

要整理券 ※各回10：00
から配布

要整理券 ※各回10：00
から配布

①「紫外線ストラップ」
②「きらきらレインボーメガネ」

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ください。

[9/3土～10/30日][6/4土～7/10日]

★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

★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】 【入館料50円引き】【お気軽にお問い合わせください】

星と宇宙を楽しむプラネタリウム

全編生解説

北極の氷の上で出会ったシロク
マのレナードとペンギンの
ジェームズ。「どうして北極や南
極は半年もの長い夜が続く
の？」２人は答えを探すため、
捨てられた潜水艦を宇宙船に改
造して地球を旅立ちます。果た
して謎は解けるのでしょうか。
ゆる～いレナードと真面目な
ジェームズが繰り広げる、ミッ
ションインポッシブルな宇宙大
作戦が、今、始まります。

夏休み実験工作教室夏休み実験工作教室
募集情報はP.4をご覧ください

※特別見学会についてはP.3をご覧ください。

サイエンスショーサイエンスショー

紫外線ストラップ きらきらレインボーメガネ ふしぎな貯金箱 化石レプリカ

参加料100円

参加料200円 ①「ふしぎな貯金箱」
②「化石レプリカ」 参加料200円

参加料100円

科学館には、みて、さわって、体験できる常設の展示物が130点
以上あり、毎日サイエンスショーを実演しています。
そのほか、工作コーナー、実験に参加できるコーナーや特別展
などのイベントも楽しめる、“遊びながら学べる科学館”です。

科 学 館
SCIENCE WONDERLAND

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト（
7
／
16 
〜
8
／
 31
）

テーマは「化石燃料」です。 
私たちが生活するために必要な石
油や天然ガスなどの化石燃料が地
球の奥底でどのようにできている
のかを、 アニメーション映像でわか
りやすく解説します。 
また、天然ガスが世界各地からタ
ンカーでLNG基地に運ばれ、どの
ように皆さんのご家庭に届けられ
るのかを、 パネルで解説します。

新しい展
示コーナーがオープンします！

時間 ①10:30～  ②15:00～

毎日
開催

時間 10:00～16:00

毎日
開催工作コーナー工作コーナー

夏らしい爽やかな香りの中で、夏の夜空に描かれる大三角や星座たち
について紹介します。

7/1金 19：00～19：50　2土 18：00～18：50夏のアロマスペシャル

プラネタリウムを使用した
「今夜の星空」についての生解説

ドーム映像番組

プラネタリウムを使用した
「今夜の星空」について
の生解説

ドーム
映像番組

プラネタリウムを使用した
「今夜の星空」について
の生解説

ドーム
映像番組

月の魔法とサンゴの海
　　 ～カルオカヒナの大冒険
美しい海を舞台にしたアニメーション番組で、
小さなお子様にもお楽しみいただけます。

自然の実写映像やスタイリッシュなCG映像で
地球と生命の物語をお楽しみください。

七夕をテーマにしたファミリー向けのスペシャルプラネタリウムです。  
クイズなどを交えながら七夕の夜空に描かれる織姫、彦星の物語をご
紹介します。

7/3日 11：00～11：50／13：00～13：50
14：30～15：20／16：00～16：50

七夕スペシャル

プラネタリウムで星や星座の予習をしてから、屋上で天体望遠鏡を使っ
て観察します。翌日の旧暦の七夕にちなんで、織姫や彦星のほか、惑星を
観察します。

8/7日 18：30～20：00

※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

7/16土～8/31水 10：00～18：00
※7/16土の一般公開は12：00～

◇9/3（土）からの上映内容については、8月下旬以降にお電話でお問い
合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

　「KENPOKU ART 2016 茨城県北芸術祭」（9/17(土)～11/20
（日）開催）に伴うスケジュールの変更がございます。

有料

地下１階

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。

◆ 7/16土～8/31水
13：00～ 14：30～ 16：00～11：00～

ポラリス
星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム
ポラリスポラリス

期間/時間

平　日

土日・祝日

※7/16（土）11:00の上映は、プレオープン特別見学会のため休止となります。


