
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
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日立シビックセンター
TEL：0294-24-7711

〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1

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

日立市民会館 多賀市民会館
TEL：0294-34-1727

〒316-0013 茨城県日立市千石町2-4-20

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

第25回日立サイエンスショーフェスティバル

日立市少年少女合唱団50周年記念定期演奏会「あいあいコンサート」
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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・アクセス P.8

地域社会の発展と心豊かなまちづくりに寄与する財団です　公益財団法人日立市民科学文化財団平成29年１２月1日発行　指定管理者 公益財団法人日立市民科学文化財団が主催する事業情報です。 掲載内容は1１月３０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

PiCK UP

青少年の部

出演

全国の科学館の部

1/28日

2/4日

☆ 「実験名人によるサイエンスショー」

☆要観覧券（観覧券の申込み方法については「観覧券について」をご覧ください。）

出演

名古屋市科学館
釧路市こども遊学館
ほか２組

工作・科学実験に参加できるブース 会場：科学館

10：20～11：40　会場：２階多用途ホール

★「科学館スタッフによる
　　　　　  サイエンスショー」

☆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します。）

①13：00～14：10　②14：50～16：00
会場：２階多用途ホール

全国で活躍する実験名人2人による楽しいサイエンスショーです。2007、2008、
2011年と三度の「科学の鉄人」に選出された益田孝彦先生と、大阪市立科学館で実演を
行っている吉岡亜紀子先生による特別サイエンスショーを楽しみましょう！

観覧券について

必要事項：①代表者の名前 ②住所 ③参加人数（１枚のはがきで５人まで）
応募先：〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1 日立シビックセンター科学館

12/22㊎必着／応募多数時は抽選／定員120人

往復はがきに必要事項を明記の上、お申込みください。

日立サイエンスショーフェスティバル日立サイエンスショーフェスティバル日立サイエンスショーフェスティバル日立サイエンスショーフェスティバル日立サイエンスショーフェスティバル日立サイエンスショーフェスティバル第25回第25回

日立市内の青少年によるサイエンスショー
10：30～14：30　会場：科学館９階サイエンススタジオ

両日
開催

益田孝彦 吉岡亜紀子

神奈川県葉山町立
一色小学校校長

大阪市立科学館
科学デモンストレーター

サイエンスショーフェスティバル当日(1/28、2/4)は科学館、天球劇場の入館が無料になります。
天球劇場の入場には整理券が必要です。 ＊地下1階チェックインカウンターで配布します。(1人1枚まで)

詳しいスケジュールは、12月中旬以降にホームページをご覧ください。

参加料：100円

1/28日、2/4日 10：30～15：00（工作のみ16：00まで）

工作コーナー

楽しい実験や
工作のブースがたくさん！
ぜひ参加してね☆

光るスライム 入浴剤

実験体験ブース

●日立市立駒王中学校 科学研究部
●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による特別サイエンスショーもあります。

状況によって入場制限をさせていただく場合があります。

出
演
団
体

第25回日立サイエンスショーフェスティバル

伊勢正三＆イルカ～二人の物語～

日立市少年少女合唱団 50周年記念定期演奏会「あいあいコンサート」

天球劇場春の新番組

ひたち街角小劇場 第38弾
県北地区高等学校演劇部
第６回春季フェスティバル
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日立市にゆかりのある若手演奏家を中心に、これまでに延べ100人を超える音楽家
が出演してきました。28回目を迎える今回は、ピアノ、声楽、弦楽器の４組が演奏を
披露します。

4/22㊐ 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］ 石井里佳（ピアノ）、柴田崇考（ピアノ）
 薄井美伽（ソプラノ）、照沼美弦（チェロ）

日立シビックセンター市民音楽企画2018 
第28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］１/２７発売 4/8

全席自由

石井里佳 柴田崇考

薄井美伽 照沼美弦

初音家左橋

1/20㊏ 13：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 2,000円
［出　演］ 初音家左橋（落語）、小泉ポロン（マジック）、
　　　　  三遊亭吉窓（落語）、桃月庵はまぐり（落語）

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

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

全席指定

初春落語会

発売中 1/12

第１部は市内の幼稚園とコーラスグループによる合唱コンサート。第２部は元・体操
のお兄さんとしてテレビで活躍中の佐藤弘道さん、「となりのトトロ」でお馴染みの井
上あずみさんとゆーゆさん親子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！

発売中 ［お問合せ：日立市民会館］

第30回ひたち童謡のつどい

1/21㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］
　　　　  大人 1,000円
　　　　  子ども 500円（３歳以上中学生以下）
　　　　  ペア 1,300円（前売のみ）

全席指定

佐藤弘道 井上あずみ＆ゆーゆ

［出　演］ 第1部 学校法人のびろ学園 池の川幼稚園、日立市立南高野幼稚園
 日立市少年少女合唱団、ひたち童謡を歌う会
　　　　  第2部 佐藤弘道、井上あずみ&ゆーゆ

老いも若きも一度は通る、はかなき恋の蟻地獄。時に滑稽にうつる人間模様を詰め
込んだ喜劇の重箱。日立市出身のミュージシャンに、うら若き踊り子たちが華をそえ
た、総天然色短編集です。

1/27㊏ 14：00／18：00開演
1/28㊐ 15：00開演

［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］ 一　般 1,000円（当日1,500円）
 高校生    500円
 中学生以下 無料

［出　演］ 劇団五寸釘

全席自由

ひたち街角小劇場 第37弾
 『喜劇の重箱～さよならの代わりに』

［お問合せ：多賀市民会館］発売中

ひたち街角小劇場は、平成２５年から、高等学校演劇部の皆様と共に高等学校演劇
部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。

3/24㊏、3/25㊐ 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38弾
県北地区高等学校演劇部第6回春季フェスティバル

［お問合せ：多賀市民会館］入場無料

毎年開催している定期演奏会。今年は設立５０年を記念し、ミュージカルに挑戦！
また、団員と卒団生のコラボレーションなど、盛りだくさんの内容で皆さんをお迎
えします。かわいらしくも力強い歌声にご期待ください。

3/25㊐ 13：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール

日立市少年少女合唱団 50周年記念定期演奏会
「あいあいコンサート」

［お問合せ：日立市民会館］入場無料

［曲　目］ ミュージカル「ブレーメンの音楽隊」 
　　　　  《サウンド オブ ミュージック》より ほか

極度の乗り物酔いなのに、ツアーコンダクターとして働いている岡本。憧れの坂本竜
馬の様になりたいと夢見るも、現実はドジばかり。この日も自分のミスがきっかけで、
事件に巻き込まれていきます。
作：成井豊（演劇集団キャラメルボックス）、演出：籠宮ジュン（チーム無印）

2/11㊐㊗、2/12㊊
11：00／16：00開演

［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］
　　　　  高校生以上 1,500円（当日1,800円）
　　　　  ※2/11（日・祝）の11：00の回のみ1,000円（当日1,200円）
　　　　  ※高校生のみ各回先着５人無料（要予約）
　　　　  中学生以下 無料（要予約）

［出　演］ チーム無印

全席自由

ひたち街角小劇場 番外編
「また逢おうと竜馬は言った」

［お問合せ：多賀市民会館］発売中

申
込 12/9㊏ 10:00～ 0294-24-77５５

オペラの魅力を伝えるコンサート。名作から厳選した珠玉の独唱曲、重唱曲を解説ととも
に分かりやすくお届けします。ソリストたちのお話と、華やかな歌声をお楽しみください。

2/25㊐ 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（要申込み・当日支払）
［定　員］ 60人

うたとお話で綴るオペラコンサートPartⅢ
～ソリスト編～

相山潤平 伊藤尚子

［出　演］ 相山潤平（お話・テノール）、伊藤尚子（ソプラノ）、六角実華（ソプラノ）、齋藤菜緒（ピアノ）
［曲　目］ 《トゥーランドット》より「誰も寝てはならぬ」、《トスカ》より「歌に生き恋に生き」 ほか 

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。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。

1/19㊎ 19：00開演
1/20㊏ 18：00開演

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

全席自由

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］12/16発売

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

【お問合せ先について】

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

表記の日付までにお申込みください
（料金：お子様一人につき1,000円）

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

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

【チケット発売について】

1月

発売中

伊勢正三とイルカのスペシャルコンサートが実現！！二人の物語が皆さんの心に沁み
わたることでしょう。
「なごり雪」「海岸通」「雨の物語」「22才の別れ」「サラダの国から来た娘」など時を
経て今もなお心に残る名曲の数々をお届けします。

［お問合せ：日立市民会館］

2/10㊏ 17：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ S席 6,500円
 A席 6,000円

全席指定

伊勢正三＆イルカ～二人の物語～

伊勢正三 イルカ

　当財団は、ひたち国際大道芸、ひたち秋祭り郷土芸能大
祭、Hitachi Starlight Illumination、日立サイエンスショー
フェスティバルなどのイベントを多くの皆様との協働により
盛大に実施するため、この趣旨にご賛同をいただく皆様から
のご協賛を募集しています。
　ご協賛いただいた際には、イベントチラシやホームページ
などにご芳名を記載させていただきます。
　皆様のご協力をお願い申し上げます。

［お問合せ：日立シビックセンター 経営企画課］

ご協賛のお願い

●当財団発行書籍のご案内

2 『竹南荘の日々』
茨城県の歴史研究の第一人者であ
り日立市名誉市民の故・瀬谷義彦氏
の文筆集。

価格：１，０００円（税込）
販売場所：日立シビックセンター
　　　　　日立市民会館
　　　　　多賀市民会館

1 『天馬空を行く　久原房之助物語』
日立鉱山創業者で日立市近代化の
父である久原房之助氏の激動の人
生を描いた伝記漫画。

価格：500円（税込）
販売場所：日立シビックセンター
　　　　　日立市民会館
　　　　　多賀市民会館

3 『生命ある限り－田正・私の履歴書－』
国民栄誉賞を受賞し、日立市名誉市
民でもある作曲家の故・田正氏。
氏にゆかりのある方々から寄稿され
たエッセーに加え、氏自身が執筆し
た『私の履歴書』を載せた随筆集。

価格：1，500円（税込）
販売場所：日立シビックセンター
　　　　　日立市民会館
　　　　　田正音楽記念館

前 売 情 報

3月

2月

2 3



日立市にゆかりのある若手演奏家を中心に、これまでに延べ100人を超える音楽家
が出演してきました。28回目を迎える今回は、ピアノ、声楽、弦楽器の４組が演奏を
披露します。

4/22㊐ 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］ 石井里佳（ピアノ）、柴田崇考（ピアノ）
 薄井美伽（ソプラノ）、照沼美弦（チェロ）

日立シビックセンター市民音楽企画2018 
第28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］１/２７発売 4/8

全席自由

石井里佳 柴田崇考

薄井美伽 照沼美弦

初音家左橋

1/20㊏ 13：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 2,000円
［出　演］ 初音家左橋（落語）、小泉ポロン（マジック）、
　　　　  三遊亭吉窓（落語）、桃月庵はまぐり（落語）

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

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

全席指定

初春落語会

発売中 1/12

第１部は市内の幼稚園とコーラスグループによる合唱コンサート。第２部は元・体操
のお兄さんとしてテレビで活躍中の佐藤弘道さん、「となりのトトロ」でお馴染みの井
上あずみさんとゆーゆさん親子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！

発売中 ［お問合せ：日立市民会館］

第30回ひたち童謡のつどい

1/21㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］
　　　　  大人 1,000円
　　　　  子ども 500円（３歳以上中学生以下）
　　　　  ペア 1,300円（前売のみ）

全席指定

佐藤弘道 井上あずみ＆ゆーゆ

［出　演］ 第1部 学校法人のびろ学園 池の川幼稚園、日立市立南高野幼稚園
 日立市少年少女合唱団、ひたち童謡を歌う会
　　　　  第2部 佐藤弘道、井上あずみ&ゆーゆ

老いも若きも一度は通る、はかなき恋の蟻地獄。時に滑稽にうつる人間模様を詰め
込んだ喜劇の重箱。日立市出身のミュージシャンに、うら若き踊り子たちが華をそえ
た、総天然色短編集です。

1/27㊏ 14：00／18：00開演
1/28㊐ 15：00開演

［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］ 一　般 1,000円（当日1,500円）
 高校生    500円
 中学生以下 無料

［出　演］ 劇団五寸釘

全席自由

ひたち街角小劇場 第37弾
 『喜劇の重箱～さよならの代わりに』

［お問合せ：多賀市民会館］発売中

ひたち街角小劇場は、平成２５年から、高等学校演劇部の皆様と共に高等学校演劇
部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。

3/24㊏、3/25㊐ 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38弾
県北地区高等学校演劇部第6回春季フェスティバル

［お問合せ：多賀市民会館］入場無料

毎年開催している定期演奏会。今年は設立５０年を記念し、ミュージカルに挑戦！
また、団員と卒団生のコラボレーションなど、盛りだくさんの内容で皆さんをお迎
えします。かわいらしくも力強い歌声にご期待ください。

3/25㊐ 13：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール

日立市少年少女合唱団 50周年記念定期演奏会
「あいあいコンサート」

［お問合せ：日立市民会館］入場無料

［曲　目］ ミュージカル「ブレーメンの音楽隊」 
　　　　  《サウンド オブ ミュージック》より ほか

極度の乗り物酔いなのに、ツアーコンダクターとして働いている岡本。憧れの坂本竜
馬の様になりたいと夢見るも、現実はドジばかり。この日も自分のミスがきっかけで、
事件に巻き込まれていきます。
作：成井豊（演劇集団キャラメルボックス）、演出：籠宮ジュン（チーム無印）

2/11㊐㊗、2/12㊊
11：00／16：00開演

［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］
　　　　  高校生以上 1,500円（当日1,800円）
　　　　  ※2/11（日・祝）の11：00の回のみ1,000円（当日1,200円）
　　　　  ※高校生のみ各回先着５人無料（要予約）
　　　　  中学生以下 無料（要予約）

［出　演］ チーム無印

全席自由

ひたち街角小劇場 番外編
「また逢おうと竜馬は言った」

［お問合せ：多賀市民会館］発売中

申
込 12/9㊏ 10:00～ 0294-24-77５５

オペラの魅力を伝えるコンサート。名作から厳選した珠玉の独唱曲、重唱曲を解説ととも
に分かりやすくお届けします。ソリストたちのお話と、華やかな歌声をお楽しみください。

2/25㊐ 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（要申込み・当日支払）
［定　員］ 60人

うたとお話で綴るオペラコンサートPartⅢ
～ソリスト編～

相山潤平 伊藤尚子

［出　演］ 相山潤平（お話・テノール）、伊藤尚子（ソプラノ）、六角実華（ソプラノ）、齋藤菜緒（ピアノ）
［曲　目］ 《トゥーランドット》より「誰も寝てはならぬ」、《トスカ》より「歌に生き恋に生き」 ほか 

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。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。

1/19㊎ 19：00開演
1/20㊏ 18：00開演

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

全席自由

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］12/16発売

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

【お問合せ先について】

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

表記の日付までにお申込みください
（料金：お子様一人につき1,000円）

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

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

【チケット発売について】

1月

発売中

伊勢正三とイルカのスペシャルコンサートが実現！！二人の物語が皆さんの心に沁み
わたることでしょう。
「なごり雪」「海岸通」「雨の物語」「22才の別れ」「サラダの国から来た娘」など時を
経て今もなお心に残る名曲の数々をお届けします。

［お問合せ：日立市民会館］

2/10㊏ 17：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ S席 6,500円
 A席 6,000円

全席指定

伊勢正三＆イルカ～二人の物語～

伊勢正三 イルカ

　当財団は、ひたち国際大道芸、ひたち秋祭り郷土芸能大
祭、Hitachi Starlight Illumination、日立サイエンスショー
フェスティバルなどのイベントを多くの皆様との協働により
盛大に実施するため、この趣旨にご賛同をいただく皆様から
のご協賛を募集しています。
　ご協賛いただいた際には、イベントチラシやホームページ
などにご芳名を記載させていただきます。
　皆様のご協力をお願い申し上げます。

［お問合せ：日立シビックセンター 経営企画課］

ご協賛のお願い

●当財団発行書籍のご案内

2 『竹南荘の日々』
茨城県の歴史研究の第一人者であ
り日立市名誉市民の故・瀬谷義彦氏
の文筆集。

価格：１，０００円（税込）
販売場所：日立シビックセンター
　　　　　日立市民会館
　　　　　多賀市民会館

1 『天馬空を行く　久原房之助物語』
日立鉱山創業者で日立市近代化の
父である久原房之助氏の激動の人
生を描いた伝記漫画。

価格：500円（税込）
販売場所：日立シビックセンター
　　　　　日立市民会館
　　　　　多賀市民会館

3 『生命ある限り－田正・私の履歴書－』
国民栄誉賞を受賞し、日立市名誉市
民でもある作曲家の故・田正氏。
氏にゆかりのある方々から寄稿され
たエッセーに加え、氏自身が執筆し
た『私の履歴書』を載せた随筆集。

価格：1，500円（税込）
販売場所：日立シビックセンター
　　　　　日立市民会館
　　　　　田正音楽記念館

前 売 情 報

3月

2月

2 3



3/18㊐ 13：00～16：00
［会　場］ 日立シビックセンター マーブルホール 会議室
［募集人数］ 20人
［講　師］ 岡田仁（民族歌舞団荒馬座）
［受講料］ ２，０００円

日本の伝統芸能である和太鼓のお試し講座です。基本のたたき方を学び、一台の太
鼓をかわるがわるたたく「ぶち合わせ太鼓」という演奏方法にチャレンジします。

シビックサロン「和太鼓体験講座」
おとな

申
込 1/27㊏ 10:00～ 0294-24-7711

3/3㊏ 13:30～15:00
［会　場］ 日立市民会館 111号室
［募集人数］ 100人
［講　師］ 岩間信之
 （茨城キリスト教大学文学部文化交流学科教授）

［受講料］ 無料
まち活性化に取り組む大学生の実践的な活動を紹介するとともに、参加者の皆さん
にまちづくり活動のコツなどを伝授します。

第163回文化サロン
「知って得ダネ！地理・歴史～日立学のススメ～」おとな

申
込 2/4㊐ 9:30～ 0294-22-6481

申
込 受付中 0294-24-7731

シビックサイエンススタッフ募集おとな

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

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

講座情報（先着順）

募集 （募集人数の表記がある場合は先着順）

日立市内の年長さんから小学６年生のみなさん！今年も合唱体験教室を行います。
歌うことが大好きなお友達、大歓迎です。成果発表として、3/25（日）50周年記念
定期演奏会（P3参照）に出演します。

［開催日］ 2/3㊏、2/24㊏、3/10㊏
 　　　　 3/24㊏、3/25㊐

［時　間］ 13：30～15：30※3/25（日）は時間未定
［会　場］ 日立市民会館 １１１号室、ステージ
［対　象］ 日立市内の年長～小学6年生
［募集人数］ 30人
［参加料］ ５００円

日立市少年少女合唱団 合唱体験教室こども

申

　
　込

12/15㊎ 9：00～

0294-22-6481 0294-22-6６３３

日立市少年少女合唱団事務局（日立市民会館内）

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。

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽室
［団　費］ 5,000円／月

ひたちジュニア弦楽合奏団団員募集こども

申

　
　込

日立シビックセンター
ホール事業課（２階事務室）

申込書に必要事項を明記の上、お申込みください。詳しくは2月発行予定のチラシ等をご覧ください。
3/10㊏ 10:00～4/22㊐必着

0294-24-7979

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。

5/12㊏、5/13㊐ 10：00～14：00 
［会　場］ 12日 日立会場（日立シビックセンター新都市広場 ほか）
 13日 多賀会場（よかっぺ通り ほか）

［対　象］ 小学生～中学生
［募集人数］ 各日20人

ひたち国際大道芸キッズスタッフ募集こども

［説明会］ 4/28（土）13:30～15:00（予定）
 日立シビックセンター 会議室501号

申
込 2/24㊏ 10：00～4/27㊎ 0294-24-7711

ひたち国際大道芸の運営スタッフを募集します。大道芸に興味のある方、野外イ
ベントがお好きな方、一緒にひたち国際大道芸を盛り上げましょう！

5/12㊏ 9：00～20：30
5/13㊐ 9：00～18：30  

［会　場］ 12日 日立会場（日立シビックセンター新都市広場 ほか）
 13日 多賀会場（よかっぺ通り ほか）

［対　象］ 18歳以上39歳以下（高校生は除く）
［募集人数］ 各日50人
［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

2/24㊏ 10：00～4/20㊎

0294-24-7711 http://www.civic.jp

［説明会］ 4/21（土）13:30～15:00（予定）
 日立シビックセンター 会議室503号

ひたち国際大道芸ボランティアスタッフ募集
おとな

1/11㊍  10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［募集人数］ 24人
［講　師］ 田内広（茨城大学理学部、大学院理工学研究科教授）
［受講料］ 500円

「ゲノムとは何か」という基礎的なお話から始めて、ヒトゲノムの多様性や遺伝子調
節のふしぎ、病気との関係などについてお話します。

大人のための科学教室
－ゲノムでひも解く生命科学おとな

申
込 12/12㊋ 10:00～ 0294-24-7731

2/8㊍  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］ 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）

［受講料］ 500円
中性子による物質研究、素粒子ニュートリノ、重力波、そのいずれにも共通する“波”。
身近な“波”を使った実験をしながら最先端研究についてお話します。

大人のための科学教室
－“波”の魔法で素粒子・宇宙の不思議をひも解くおとな

申
込 1/12㊎ 10:00～ 0294-24-7731

3/8㊍  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］ 中川洋（日本原子力研究開発機構 物質科学研究センター）
［受講料］ 500円

生命活動にとって必須の水の挙動や食品に含まれる水の状態がどのようになってい
るのかを、ナノスケールの分子の形や動きといったミクロの視点からお話します。

大人のための科学教室－魅力度ランキング最下位ってホント⁉
～中性子で探る生命の謎から食文化まで、魅力いっぱいの茨城おとな

申
込 2/12㊊ 10:00～ 0294-24-7731

3/10㊏  14：10頃
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［募集人数］ 20人
［講　師］ 後田洋子（観世流能楽師） ほか
［参加料］ 無料

初心者を対象にした舞、大鼓、小鼓、笛、太鼓の体験を「ひたちこども芸術祭」の中で
行います。
共催：市民のための能を知る会実行委員会

能楽をすべて体験しましょう
こども

申
込 3/10㊏ 会場で受付

5/6㊐  第1部 8：45～12：30／第2部 13：30～17：00
※時間はどちらも予定です。

［会　場］ 日立シビックセンター新都市広場、音楽ホール
［募集人数］ 第1部：200人 第2部：30組（1組20人以内)
［参加料］ 第1部 一般500円、高校生以下300円
　　　　 第2部 500円／1人、3,000円／6人以上の1団体(一律)

吹奏楽コンサートの第1部、歌から楽器演奏まで様々な
ジャンルのアコースティックコンサートを行う第2部にそ
れぞれ出演を希望される個人、団体を募集します。

ミュージック・トレイン2018
第1部：レッツブラス 第2部：ホールコンサート 参加者募集おとな

第1部3/3㊏ 10：00～4/21㊏
第2部3/3㊏ 10：00～3/31㊏

申
込 0294-24-77５５

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

1/28㊐

2/10㊏

2/12㊊
2/18㊐
3/12㊊
3/18㊐
3/24㊏

3/27㊋

夜回り先生からのメッセージ「子育てで一番大切なこと」

平成29年度卒業研究・修了研究発表会

ル･シエル音楽団発足15周年記念演奏会
日立市芸術祭　日立能楽会新春発表会
平成29年度日立地区デュアルシステム成果発表会
茨城大学吹奏楽団第59回定期演奏会
第41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11回定期演奏会

地域子育て支援事業実行委員会、(公財)日立財団、日立市、日立市教育委員会

茨城大学教育学部音楽教育教室、茨城大学大学院教育学研究科音楽教育専修、音楽教育選修専攻会
ル･シエル音楽団

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

茨城大学吹奏楽団

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

1/27㊏
2/11㊐

3/25㊐

Arouse Beauty フェスタ
共楽館創建100周年記念シンポジウム

Spring Concert18

助川裕美子

「共楽館創建100周年を祝う会」記念事業実行委員会
弓野まどか

多用途ホール

1/5㊎～1/11㊍
1/12㊎～1/15㊊
1/16㊋～1/21㊐
1/25㊍～1/28㊐
2/7㊌～2/13㊋
2/22㊍～2/25㊐
2/28㊌～3/4㊐

日立市在住日展洋画作家の会
山水苑ギャラリー
2018ちいさな文化展！
県北退教　趣味の作品展
ふるさとの英霊　大東亜戦争戦没者追悼展
第４５回香雅書道展
第14回フレンドシップ・キルト展

日立市在住日展洋画作家の会
社会福祉法人山水苑

日立会演劇部・ちいさな文化展
県北退職教職員の会

ふるさとの英霊展実行委員会
鈴木鳴龍

日立国際交流協議会

ギャラリー

3/10㊏～3/11㊐
3/13㊋～3/18㊐
3/20㊋～3/25㊐

第９回ひたちこども芸術祭
春童と半仙の書展
茨城教育友の会県北支部写真展

ひたちこども芸術祭推進委員会、日立市
野沢半仙

教育友の会県北支部

日立市民会館/ホール
2/3㊏
2/25㊐
3/17㊏
3/21㊌

ミュージックフェスティバル
青少年健全育成のための市民のつどい
卒園フェスティバル
定期演奏会

全日本幼児教育連盟
日立市青少年育成推進会議

聖徳保育園
日高中学校吹奏楽部

多賀市民会館/ホール
1/13㊏
1/14㊐
1/21㊐

2/3㊏～2/4㊐

2/11㊐
2/12㊊
2/17㊏
2/18㊐
2/22㊍
3/11㊐

3/14㊌～3/16㊎
3/18㊐
3/28㊌
3/31㊏

チャリティーダンスパーティー
市民公開講座
ファミレド市音楽コンサート
第41回日立書道連盟展併催 平成29年度日立市小中学校書き初め展

ヤマハ音楽教室発表会
映画「ふたりの桃源郷」
ピティナステップ
ひたちシネマスペシャル「レミングスの夏」
防災講演会
Drops Party!! Vol.3
ファミレド市追い出しコンサート
映光社ヤマハ発表会
日立市立泉丘中学校吹奏楽部　第15回定期演奏会
ヨーコバレエアカデミーおさらい会

Music Bless Men
医療法人一誠会

ファミレド市

日立書道連盟
（株）クシダピアノ社
日立上映実行委員会

ピティナ（全日本ピアノ指導者協会）
日立市視聴覚センター

日立市防災協会
Studio Drops

ファミレド市
（株）映光社

日立市立泉丘中学校
ヨーコバレエアカデミー

1/28㊐、2/4㊐、2/18㊐
3/4㊐、3/18㊐（全5回）

［時　間］ 14：00～16：00
［会　場］ 日立シビックセンター 和室、茶室
［募集人数］ 15人
［講　師］ 能登谷宗幸（裏千家教授）
［受講料］ 7,000円

茶道の作法や薄茶、濃茶の飲み方を一から学び、最終回には参加者のための茶会を
開催します。「お茶会に興味はあるけれどマナーが分からない」という方や、茶道の
基本を学びたい方におすすめの講座です。

シビックサロン「茶道講座～茶会への誘い～」
おとな

申
込 受付中 0294-24-7711

3/3㊏  10：30～13：30
［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［募集人数］ 30人
［講　師］ 茨城工業高等専門学校留学生
［受講料］ 1,500円

モンゴルの家庭料理を学びます。現地のお話も聞きながら、楽しく交流してみませんか。

アジア料理サロン「モンゴル料理」
おとな

申
込 1/27㊏ 10:00～ 0294-24-7711 2/23

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

ホームページの専用フォームで
お申込みください

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

【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

【電話】 0294-24-7767　【営業時間】 10：00～18：00
【休み】 毎月最終月曜日（祝日の場合は営業）、年末年始（12/28～1/4）

日立市地域ブランド認定品の菓子を始め、市の花「さくら」にちなんだ商品など地元
の名産品から、姉妹都市ニュージーランド・タウランガ市の蜂蜜まで、こだわりの
品々を取り揃えています。フェアトレードの木工品、北欧・アジア雑貨や絵手ぬぐいな
どの和小物も人気です。心を伝える一品をお土産やギフトにどうぞご利用ください。

シビックの店
名産品からフェアトレード品まで

心伝えるギフトの店
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3/18㊐ 13：00～16：00
［会　場］ 日立シビックセンター マーブルホール 会議室
［募集人数］ 20人
［講　師］ 岡田仁（民族歌舞団荒馬座）
［受講料］ ２，０００円

日本の伝統芸能である和太鼓のお試し講座です。基本のたたき方を学び、一台の太
鼓をかわるがわるたたく「ぶち合わせ太鼓」という演奏方法にチャレンジします。

シビックサロン「和太鼓体験講座」
おとな

申
込 1/27㊏ 10:00～ 0294-24-7711

3/3㊏ 13:30～15:00
［会　場］ 日立市民会館 111号室
［募集人数］ 100人
［講　師］ 岩間信之
 （茨城キリスト教大学文学部文化交流学科教授）

［受講料］ 無料
まち活性化に取り組む大学生の実践的な活動を紹介するとともに、参加者の皆さん
にまちづくり活動のコツなどを伝授します。

第163回文化サロン
「知って得ダネ！地理・歴史～日立学のススメ～」おとな

申
込 2/4㊐ 9:30～ 0294-22-6481

申
込 受付中 0294-24-7731

シビックサイエンススタッフ募集おとな

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

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

講座情報（先着順）

募集 （募集人数の表記がある場合は先着順）

日立市内の年長さんから小学６年生のみなさん！今年も合唱体験教室を行います。
歌うことが大好きなお友達、大歓迎です。成果発表として、3/25（日）50周年記念
定期演奏会（P3参照）に出演します。

［開催日］ 2/3㊏、2/24㊏、3/10㊏
 　　　　 3/24㊏、3/25㊐

［時　間］ 13：30～15：30※3/25（日）は時間未定
［会　場］ 日立市民会館 １１１号室、ステージ
［対　象］ 日立市内の年長～小学6年生
［募集人数］ 30人
［参加料］ ５００円

日立市少年少女合唱団 合唱体験教室こども

申

　
　込

12/15㊎ 9：00～

0294-22-6481 0294-22-6６３３

日立市少年少女合唱団事務局（日立市民会館内）

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。

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽室
［団　費］ 5,000円／月

ひたちジュニア弦楽合奏団団員募集こども

申

　
　込

日立シビックセンター
ホール事業課（２階事務室）

申込書に必要事項を明記の上、お申込みください。詳しくは2月発行予定のチラシ等をご覧ください。
3/10㊏ 10:00～4/22㊐必着

0294-24-7979

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。

5/12㊏、5/13㊐ 10：00～14：00 
［会　場］ 12日 日立会場（日立シビックセンター新都市広場 ほか）
 13日 多賀会場（よかっぺ通り ほか）

［対　象］ 小学生～中学生
［募集人数］ 各日20人

ひたち国際大道芸キッズスタッフ募集こども

［説明会］ 4/28（土）13:30～15:00（予定）
 日立シビックセンター 会議室501号

申
込 2/24㊏ 10：00～4/27㊎ 0294-24-7711

ひたち国際大道芸の運営スタッフを募集します。大道芸に興味のある方、野外イ
ベントがお好きな方、一緒にひたち国際大道芸を盛り上げましょう！

5/12㊏ 9：00～20：30
5/13㊐ 9：00～18：30  

［会　場］ 12日 日立会場（日立シビックセンター新都市広場 ほか）
 13日 多賀会場（よかっぺ通り ほか）

［対　象］ 18歳以上39歳以下（高校生は除く）
［募集人数］ 各日50人
［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

2/24㊏ 10：00～4/20㊎

0294-24-7711 http://www.civic.jp

［説明会］ 4/21（土）13:30～15:00（予定）
 日立シビックセンター 会議室503号

ひたち国際大道芸ボランティアスタッフ募集
おとな

1/11㊍  10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［募集人数］ 24人
［講　師］ 田内広（茨城大学理学部、大学院理工学研究科教授）
［受講料］ 500円

「ゲノムとは何か」という基礎的なお話から始めて、ヒトゲノムの多様性や遺伝子調
節のふしぎ、病気との関係などについてお話します。

大人のための科学教室
－ゲノムでひも解く生命科学おとな

申
込 12/12㊋ 10:00～ 0294-24-7731

2/8㊍  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］ 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）

［受講料］ 500円
中性子による物質研究、素粒子ニュートリノ、重力波、そのいずれにも共通する“波”。
身近な“波”を使った実験をしながら最先端研究についてお話します。

大人のための科学教室
－“波”の魔法で素粒子・宇宙の不思議をひも解くおとな

申
込 1/12㊎ 10:00～ 0294-24-7731

3/8㊍  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］ 中川洋（日本原子力研究開発機構 物質科学研究センター）
［受講料］ 500円

生命活動にとって必須の水の挙動や食品に含まれる水の状態がどのようになってい
るのかを、ナノスケールの分子の形や動きといったミクロの視点からお話します。

大人のための科学教室－魅力度ランキング最下位ってホント⁉
～中性子で探る生命の謎から食文化まで、魅力いっぱいの茨城おとな

申
込 2/12㊊ 10:00～ 0294-24-7731

3/10㊏  14：10頃
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［募集人数］ 20人
［講　師］ 後田洋子（観世流能楽師） ほか
［参加料］ 無料

初心者を対象にした舞、大鼓、小鼓、笛、太鼓の体験を「ひたちこども芸術祭」の中で
行います。
共催：市民のための能を知る会実行委員会

能楽をすべて体験しましょう
こども

申
込 3/10㊏ 会場で受付

5/6㊐  第1部 8：45～12：30／第2部 13：30～17：00
※時間はどちらも予定です。

［会　場］ 日立シビックセンター新都市広場、音楽ホール
［募集人数］ 第1部：200人 第2部：30組（1組20人以内)
［参加料］ 第1部 一般500円、高校生以下300円
　　　　 第2部 500円／1人、3,000円／6人以上の1団体(一律)

吹奏楽コンサートの第1部、歌から楽器演奏まで様々な
ジャンルのアコースティックコンサートを行う第2部にそ
れぞれ出演を希望される個人、団体を募集します。

ミュージック・トレイン2018
第1部：レッツブラス 第2部：ホールコンサート 参加者募集おとな

第1部3/3㊏ 10：00～4/21㊏
第2部3/3㊏ 10：00～3/31㊏

申
込 0294-24-77５５

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

1/28㊐

2/10㊏

2/12㊊
2/18㊐
3/12㊊
3/18㊐
3/24㊏

3/27㊋

夜回り先生からのメッセージ「子育てで一番大切なこと」

平成29年度卒業研究・修了研究発表会

ル･シエル音楽団発足15周年記念演奏会
日立市芸術祭　日立能楽会新春発表会
平成29年度日立地区デュアルシステム成果発表会
茨城大学吹奏楽団第59回定期演奏会
第41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11回定期演奏会

地域子育て支援事業実行委員会、(公財)日立財団、日立市、日立市教育委員会

茨城大学教育学部音楽教育教室、茨城大学大学院教育学研究科音楽教育専修、音楽教育選修専攻会
ル･シエル音楽団

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

茨城大学吹奏楽団

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

1/27㊏
2/11㊐

3/25㊐

Arouse Beauty フェスタ
共楽館創建100周年記念シンポジウム

Spring Concert18

助川裕美子

「共楽館創建100周年を祝う会」記念事業実行委員会
弓野まどか

多用途ホール

1/5㊎～1/11㊍
1/12㊎～1/15㊊
1/16㊋～1/21㊐
1/25㊍～1/28㊐
2/7㊌～2/13㊋
2/22㊍～2/25㊐
2/28㊌～3/4㊐

日立市在住日展洋画作家の会
山水苑ギャラリー
2018ちいさな文化展！
県北退教　趣味の作品展
ふるさとの英霊　大東亜戦争戦没者追悼展
第４５回香雅書道展
第14回フレンドシップ・キルト展

日立市在住日展洋画作家の会
社会福祉法人山水苑

日立会演劇部・ちいさな文化展
県北退職教職員の会

ふるさとの英霊展実行委員会
鈴木鳴龍

日立国際交流協議会

ギャラリー

3/10㊏～3/11㊐
3/13㊋～3/18㊐
3/20㊋～3/25㊐

第９回ひたちこども芸術祭
春童と半仙の書展
茨城教育友の会県北支部写真展

ひたちこども芸術祭推進委員会、日立市
野沢半仙

教育友の会県北支部

日立市民会館/ホール
2/3㊏
2/25㊐
3/17㊏
3/21㊌

ミュージックフェスティバル
青少年健全育成のための市民のつどい
卒園フェスティバル
定期演奏会

全日本幼児教育連盟
日立市青少年育成推進会議

聖徳保育園
日高中学校吹奏楽部

多賀市民会館/ホール
1/13㊏
1/14㊐
1/21㊐

2/3㊏～2/4㊐

2/11㊐
2/12㊊
2/17㊏
2/18㊐
2/22㊍
3/11㊐

3/14㊌～3/16㊎
3/18㊐
3/28㊌
3/31㊏

チャリティーダンスパーティー
市民公開講座
ファミレド市音楽コンサート
第41回日立書道連盟展併催 平成29年度日立市小中学校書き初め展

ヤマハ音楽教室発表会
映画「ふたりの桃源郷」
ピティナステップ
ひたちシネマスペシャル「レミングスの夏」
防災講演会
Drops Party!! Vol.3
ファミレド市追い出しコンサート
映光社ヤマハ発表会
日立市立泉丘中学校吹奏楽部　第15回定期演奏会
ヨーコバレエアカデミーおさらい会

Music Bless Men
医療法人一誠会

ファミレド市

日立書道連盟
（株）クシダピアノ社
日立上映実行委員会

ピティナ（全日本ピアノ指導者協会）
日立市視聴覚センター

日立市防災協会
Studio Drops

ファミレド市
（株）映光社

日立市立泉丘中学校
ヨーコバレエアカデミー

1/28㊐、2/4㊐、2/18㊐
3/4㊐、3/18㊐（全5回）

［時　間］ 14：00～16：00
［会　場］ 日立シビックセンター 和室、茶室
［募集人数］ 15人
［講　師］ 能登谷宗幸（裏千家教授）
［受講料］ 7,000円

茶道の作法や薄茶、濃茶の飲み方を一から学び、最終回には参加者のための茶会を
開催します。「お茶会に興味はあるけれどマナーが分からない」という方や、茶道の
基本を学びたい方におすすめの講座です。

シビックサロン「茶道講座～茶会への誘い～」
おとな

申
込 受付中 0294-24-7711

3/3㊏  10：30～13：30
［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［募集人数］ 30人
［講　師］ 茨城工業高等専門学校留学生
［受講料］ 1,500円

モンゴルの家庭料理を学びます。現地のお話も聞きながら、楽しく交流してみませんか。

アジア料理サロン「モンゴル料理」
おとな

申
込 1/27㊏ 10:00～ 0294-24-7711 2/23

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

ホームページの専用フォームで
お申込みください

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

【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

【電話】 0294-24-7767　【営業時間】 10：00～18：00
【休み】 毎月最終月曜日（祝日の場合は営業）、年末年始（12/28～1/4）

日立市地域ブランド認定品の菓子を始め、市の花「さくら」にちなんだ商品など地元
の名産品から、姉妹都市ニュージーランド・タウランガ市の蜂蜜まで、こだわりの
品々を取り揃えています。フェアトレードの木工品、北欧・アジア雑貨や絵手ぬぐいな
どの和小物も人気です。心を伝える一品をお土産やギフトにどうぞご利用ください。

シビックの店
名産品からフェアトレード品まで

心伝えるギフトの店

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

天球劇場
G L O B E  T H E A T R E

番組の
対象

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト 

（
3
／
24
〜
5
／
6
）

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。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。

※3/27火～4/5木は土日祝のスケジュールで上映します。
※3/24土、3/25日の11:00、14：30の回は
　「行き先はあなた次第！日立発ミステリーツアー」を上映します。

※1/5金は土日祝のスケジュールで上映します。

アロマで愉しむプラネタリウム～雪の香り～

プラネタリウムでその日の夜に見られる星を学んだ後、屋上で実際に
天体望遠鏡を使って観察します。今回は「すばる」や「オリオン大星雲」
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。

2/17土 18：00～19：30

観望のためのプラネタリウム＆観望会

行き先を決めるのは会場のあなた！宇宙船の操縦士とガイ
ドがお話をしながら、壮大な宇宙の世界をご案内します。

3/24土、3/25日 11：00～11：50  14：30～15：20

行き先はあなた次第！日立発ミステリーツアー

1/19金 19：00～、1/20土 18：00～ 詳しくは、P2をご覧ください

おとな

利
用
案
内

※（  ）内は30名以上の団体割引料金

520円（470円）
520円（470円）

320円（270円）
320円（270円）

800円（700円） 400円（300円）
2,000円 1,000円

大人[高校生以上] 小人 幼 児入   館   料

科 学 館
天球劇場

セット券（科学館+天球劇場）

年間パスポート

無 料

小・中学生、障がい者
高齢者（65才以上）

【開館時間】 10：00～18：00（入館は17：00まで）

【休 館 日】 毎月最終月曜日、年末年始
メンテナンス休館日：1/30（火）
天球劇場のみ：3/6（火）～3/9（金）

【お問合せ】　TEL：0294-24-7731（10：00～18：00）

※他の割引券との併用はできません

科学館または
天球劇場の

入館料50円引き
有効期限：2018/3/31（土）

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）

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

オリジナルグッズも発売中です！

要整理券 ※各回10：00から
　8階入口で配布

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。

所要時間：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

①「スノースコープ」
②「コインが消える箱」

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

[3/3土～4/30月][1/6土～2/25日]※1/28、2/4はお休みです

スノースコープ カラフルイクラ おさかなキーホルダー

参加料100円

参加料200円 ①「カラフルイクラ」
②「おさかなキーホルダー」参加料100円

参加料200円

月替わりのテーマに沿った科学実験を、自分の手
で試して楽しみましょう。係員が一緒に、実験の
仕方や原理をご説明しますので、どなたでもお気
軽にご参加できます。
１月 静電気の実験
２月 音の実験
３月 風の実験
所要時間：約10分
参加料：無料
開催時間：12:00～15:00

レッツ！ ひらめきサイエンス ※1/28、2/4、3/24～4/5はお休みです

風の実験 音の実験

静電気の実験

コインが消える箱

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

サイエンスショー
シャボン玉、ロケット、空気など、日替わりのテーマで実演しています。
実演時間：約20分
開催時間：平日 14：00～　土日・祝日 10：30～/ 15：00～ 

毎
日
開
催
の

   

イ
ベ
ン
ト

1
／
8
ま
で
の
イ
ベ
ン
ト

冬の特別イベント

オブジェ製作協力：茨城大学工学部
　　　　　　　　  都市システム工学科

自然の光 人工のと 光

紫外線をあてると光る
「蛍光鉱物」などの
自然に存在する光と、
ガス灯やLEDなどの
人が作り出した光をテーマにした
展示を行います。

紫外線をあてると光る
「蛍光鉱物」などの
自然に存在する光と、
ガス灯やLEDなどの
人が作り出した光をテーマにした
展示を行います。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

オーロラの調べ～神秘の光を探る～

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

ノーマン・ザ・スノーマン～流れ星のふる夜に～

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

日
・
祝
日
・
春
休
み
期
間（
3
／
27
〜
4
／
5
）開
催
の
イ
ベ
ン
ト

工作コーナー

開催予定のイベント

「おさかなフィギュア」
お湯であたためるとやわらかく
なるプラスチックを使って、魚
のフィギュアを作ろう。

「もぐる深海魚」
お魚の形をした醤油入れとペッ
トボトルで、握るとお魚が沈む
浮沈子を作ろう。

アクアドームを
作ろう！
ビンの中に魚のフィギュアなど
を入れて、かわいいアクアドー
ムを作ろう。

～このお魚、見た目が×展～
バッテン

春の特別イベント

お正月イベント
「サイエンスショーまつり」

１日３回、普段とは違うサイエ
ンスショーを行います。

1/5金～1/8月㊗

［工作］
ふわふわボールをつくろう
1/7日　10：30～15：00
参加料：無料
講師：大洗わくわく科学館

特別サイエンスショー
1/8月㊗　12：00～/14：00～
出演：ムシテックワールド

星と宇宙を楽しむプラネタリウム

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。

Ｓｐａｃｅ Ｄｒｅａｍｅｒｓ
～宇宙兄弟 南波六太がやってきた！
好評につき、再上映決定！
公開収録に集まった人々の、宇宙に関する素朴な
疑問に、ムッタが宇宙飛行士ならではの視点で答
えます。

全編生解説

電子顕微鏡で
見てみよう！
電子顕微鏡を使って、生き物や
身近にあるものなど様々なも
のみてみよう。

参加料：100円 参加料：200円

3/24土～4/5木
10：30～16：00（12：00～13：00を除く）

日時
4/28土～4/30月、5/3木㊗～5/6日
10：30～16：00（12：00～13：00を除く）

日時

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。

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
ノーマンザ
スノーマン

平　日

土日祝

オーロラの
調べ

オーロラの
調べ

オーロラの
調べ

生 生
季

季
全

1/5金

～

3/5月

13：00 14：30 16：0011：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

団体予約
専用
Space
Dreamers

平　日

土日祝

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

3/10土

～

4/5木

上
映
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル【
各
回
約
50
分
】

3
／
5
ま
で
上
映
の
番
組

3
／
10
か
ら
上
映
の
番
組

毎
日
上
映
の
番
組

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

天球劇場
G L O B E  T H E A T R E

番組の
対象

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト 

（
3
／
24
〜
5
／
6
）

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。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。

※3/27火～4/5木は土日祝のスケジュールで上映します。
※3/24土、3/25日の11:00、14：30の回は
　「行き先はあなた次第！日立発ミステリーツアー」を上映します。

※1/5金は土日祝のスケジュールで上映します。

アロマで愉しむプラネタリウム～雪の香り～

プラネタリウムでその日の夜に見られる星を学んだ後、屋上で実際に
天体望遠鏡を使って観察します。今回は「すばる」や「オリオン大星雲」
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。

2/17土 18：00～19：30

観望のためのプラネタリウム＆観望会

行き先を決めるのは会場のあなた！宇宙船の操縦士とガイ
ドがお話をしながら、壮大な宇宙の世界をご案内します。

3/24土、3/25日 11：00～11：50  14：30～15：20

行き先はあなた次第！日立発ミステリーツアー

1/19金 19：00～、1/20土 18：00～ 詳しくは、P2をご覧ください

おとな

利
用
案
内

※（  ）内は30名以上の団体割引料金

520円（470円）
520円（470円）

320円（270円）
320円（270円）

800円（700円） 400円（300円）
2,000円 1,000円

大人[高校生以上] 小人 幼 児入   館   料

科 学 館
天球劇場

セット券（科学館+天球劇場）

年間パスポート

無 料

小・中学生、障がい者
高齢者（65才以上）

【開館時間】 10：00～18：00（入館は17：00まで）

【休 館 日】 毎月最終月曜日、年末年始
メンテナンス休館日：1/30（火）
天球劇場のみ：3/6（火）～3/9（金）

【お問合せ】　TEL：0294-24-7731（10：00～18：00）

※他の割引券との併用はできません

科学館または
天球劇場の

入館料50円引き
有効期限：2018/3/31（土）

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）

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

オリジナルグッズも発売中です！

要整理券 ※各回10：00から
　8階入口で配布

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。

所要時間：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

①「スノースコープ」
②「コインが消える箱」

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

[3/3土～4/30月][1/6土～2/25日]※1/28、2/4はお休みです

スノースコープ カラフルイクラ おさかなキーホルダー

参加料100円

参加料200円 ①「カラフルイクラ」
②「おさかなキーホルダー」参加料100円

参加料200円

月替わりのテーマに沿った科学実験を、自分の手
で試して楽しみましょう。係員が一緒に、実験の
仕方や原理をご説明しますので、どなたでもお気
軽にご参加できます。
１月 静電気の実験
２月 音の実験
３月 風の実験
所要時間：約10分
参加料：無料
開催時間：12:00～15:00

レッツ！ ひらめきサイエンス ※1/28、2/4、3/24～4/5はお休みです

風の実験 音の実験

静電気の実験

コインが消える箱

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

サイエンスショー
シャボン玉、ロケット、空気など、日替わりのテーマで実演しています。
実演時間：約20分
開催時間：平日 14：00～　土日・祝日 10：30～/ 15：00～ 

毎
日
開
催
の

   

イ
ベ
ン
ト

1
／
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ま
で
の
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ベ
ン
ト

冬の特別イベント

オブジェ製作協力：茨城大学工学部
　　　　　　　　  都市システム工学科

自然の光 人工のと 光

紫外線をあてると光る
「蛍光鉱物」などの
自然に存在する光と、
ガス灯やLEDなどの
人が作り出した光をテーマにした
展示を行います。

紫外線をあてると光る
「蛍光鉱物」などの
自然に存在する光と、
ガス灯やLEDなどの
人が作り出した光をテーマにした
展示を行います。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

オーロラの調べ～神秘の光を探る～

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

ノーマン・ザ・スノーマン～流れ星のふる夜に～

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

日
・
祝
日
・
春
休
み
期
間（
3
／
27
〜
4
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）開
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の
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ン
ト

工作コーナー

開催予定のイベント

「おさかなフィギュア」
お湯であたためるとやわらかく
なるプラスチックを使って、魚
のフィギュアを作ろう。

「もぐる深海魚」
お魚の形をした醤油入れとペッ
トボトルで、握るとお魚が沈む
浮沈子を作ろう。

アクアドームを
作ろう！
ビンの中に魚のフィギュアなど
を入れて、かわいいアクアドー
ムを作ろう。

～このお魚、見た目が×展～
バッテン

春の特別イベント

お正月イベント
「サイエンスショーまつり」

１日３回、普段とは違うサイエ
ンスショーを行います。

1/5金～1/8月㊗

［工作］
ふわふわボールをつくろう
1/7日　10：30～15：00
参加料：無料
講師：大洗わくわく科学館

特別サイエンスショー
1/8月㊗　12：00～/14：00～
出演：ムシテックワールド

星と宇宙を楽しむプラネタリウム

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。

Ｓｐａｃｅ Ｄｒｅａｍｅｒｓ
～宇宙兄弟 南波六太がやってきた！
好評につき、再上映決定！
公開収録に集まった人々の、宇宙に関する素朴な
疑問に、ムッタが宇宙飛行士ならではの視点で答
えます。

全編生解説

電子顕微鏡で
見てみよう！
電子顕微鏡を使って、生き物や
身近にあるものなど様々なも
のみてみよう。

参加料：100円 参加料：200円

3/24土～4/5木
10：30～16：00（12：00～13：00を除く）

日時
4/28土～4/30月、5/3木㊗～5/6日
10：30～16：00（12：00～13：00を除く）

日時

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。

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
ノーマンザ
スノーマン

平　日

土日祝

オーロラの
調べ

オーロラの
調べ

オーロラの
調べ

生 生
季

季
全

1/5金

～

3/5月

13：00 14：30 16：0011：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

団体予約
専用
Space
Dreamers

平　日

土日祝

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

3/10土

～

4/5木

上
映
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル【
各
回
約
50
分
】

3
／
5
ま
で
上
映
の
番
組

3
／
10
か
ら
上
映
の
番
組

毎
日
上
映
の
番
組

特
別
上
映



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

www.civic.jp

日立シビックセンター
TEL：0294-24-7711

〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1

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

日立市民会館 多賀市民会館
TEL：0294-34-1727

〒316-0013 茨城県日立市千石町2-4-20

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

詳しくは

1/21

1/28、2/4

3/25

第30回ひたち童謡のつどい

第25回日立サイエンスショーフェスティバル

日立市少年少女合唱団50周年記念定期演奏会「あいあいコンサート」

P2

P8

P3

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・アクセス P.8

地域社会の発展と心豊かなまちづくりに寄与する財団です　公益財団法人日立市民科学文化財団平成29年１２月1日発行　指定管理者 公益財団法人日立市民科学文化財団が主催する事業情報です。 掲載内容は1１月３０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

PiCK UP

青少年の部

出演

全国の科学館の部

1/28日

2/4日

☆ 「実験名人によるサイエンスショー」

☆要観覧券（観覧券の申込み方法については「観覧券について」をご覧ください。）

出演

名古屋市科学館
釧路市こども遊学館
ほか２組

工作・科学実験に参加できるブース 会場：科学館

10：20～11：40　会場：２階多用途ホール

★「科学館スタッフによる
　　　　　  サイエンスショー」

☆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します。）

①13：00～14：10　②14：50～16：00
会場：２階多用途ホール

全国で活躍する実験名人2人による楽しいサイエンスショーです。2007、2008、
2011年と三度の「科学の鉄人」に選出された益田孝彦先生と、大阪市立科学館で実演を
行っている吉岡亜紀子先生による特別サイエンスショーを楽しみましょう！

観覧券について

必要事項：①代表者の名前 ②住所 ③参加人数（１枚のはがきで５人まで）
応募先：〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1 日立シビックセンター科学館

12/22㊎必着／応募多数時は抽選／定員120人

往復はがきに必要事項を明記の上、お申込みください。

日立サイエンスショーフェスティバル日立サイエンスショーフェスティバル日立サイエンスショーフェスティバル日立サイエンスショーフェスティバル日立サイエンスショーフェスティバル日立サイエンスショーフェスティバル第25回第25回

日立市内の青少年によるサイエンスショー
10：30～14：30　会場：科学館９階サイエンススタジオ

両日
開催

益田孝彦 吉岡亜紀子

神奈川県葉山町立
一色小学校校長

大阪市立科学館
科学デモンストレーター

サイエンスショーフェスティバル当日(1/28、2/4)は科学館、天球劇場の入館が無料になります。
天球劇場の入場には整理券が必要です。 ＊地下1階チェックインカウンターで配布します。(1人1枚まで)

詳しいスケジュールは、12月中旬以降にホームページをご覧ください。

参加料：100円

1/28日、2/4日 10：30～15：00（工作のみ16：00まで）

工作コーナー

楽しい実験や
工作のブースがたくさん！
ぜひ参加してね☆

光るスライム 入浴剤

実験体験ブース

●日立市立駒王中学校 科学研究部
●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による特別サイエンスショーもあります。

状況によって入場制限をさせていただく場合があります。

出
演
団
体

第25回日立サイエンスショーフェスティバル

伊勢正三＆イルカ～二人の物語～

日立市少年少女合唱団 50周年記念定期演奏会「あいあいコンサート」

天球劇場春の新番組

ひたち街角小劇場 第38弾
県北地区高等学校演劇部
第６回春季フェスティバル
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