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第2回アトリウム野点

7/29㊏ 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
［定　員］ 先着50人
［協　力］ 日立茶道連盟
季節のお菓子と抹茶を一服いかがですか。どな
たでもお気軽にお立ち寄りください。

［お問合せ：日立シビックセンター］

第9回子どもオペラ学校成果発表公演 オペラ《魔笛》

オペラを通して子どもたちの創造性・想像力を養う子どもオペラ学校。第９回は「考え
る・理解する・伝える」のテーマのもと、子どもたちがW.A.モーツァルトのオペラ《魔笛》
を公演します。

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］

7/30㊐ 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、高校生以下：700円、セット券：1,500円
［出　演］ 第９回子どもオペラ学校生徒・卒業生
　　　　  指揮：松下京介　演出：馬場紀雄

全席自由

ひたち納涼寄席

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。

完売 8/4 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

8/24㊍、25㊎ 18：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［出　演］ 8/24（木） 三遊亭円楽（真打）、
　　　　　　　 マグナム小林（バイオリン漫談）、
 初音家左吉（二ツ目） ほか
　　　　  8/25（金） 三遊亭小遊三（真打）、
 初音家左橋（真打）、
 桂竹丸（真打） ほか

三遊亭円楽 三遊亭小遊三

出前寄席

市内交流センター等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。

［お問合せ：日立市民会館］

7/26㊌～7/28㊎ 13：30／18：30開演
［会　場］ 7/26(水) 昼の部 大久保交流センター
 夜の部 会瀬交流センター
　　　　  7/27(木) 昼の部 十王交流センター
 夜の部 久慈川日立南交流センター
　　　　  7/28(金) 昼の部 滑川交流センター
 夜の部 諏訪交流センター

［出　演］ 入船亭扇遊（真打）、柳家やなぎ（二ツ目）

入船亭扇遊 柳家やなぎ

入場無料

発売中

アロマで愉しむプラネタリウム～海の香り～

豊かな香りの中で星空を見ながら癒されてみませんか？夏らしく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。

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

7/21㊎ 19：00開演
7/22㊏ 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

洋楽文庫　森麻季 音の美術館～イタリア 美への旅路～

スクリーンに映し出される名画の数々と、それにまつわる物語をテー
マにした珠玉の名曲を、日本を代表するソプラノ、森麻季が美しい語
りとともにあざやかに歌い上げます。まるでイタリアの美の世界を旅
するような、これまでにないおしゃれなコンサートをお届けします。

発売中 7/1 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

7/15㊏ 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 3,000円
 高校生以下 1,500円
［出　演］ 森麻季（ソプラノ）、山岸茂人（ピアノ）、
　　　　  浦久俊彦（トーク･ナビゲーター）
［曲　目］ アヴェ･マリアの名曲たち ほか

全席指定

ⒸYuji Hori
発売中

その場を一気に「祭り」にする７人がやって来る！！
ハッピーなエネルギーをたくさん浴びてアツイ夏を乗り
切ろう！！

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

8/5㊏ 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
 高校生以下 　500円
 親子ペア 1,200円

全席指定

BLACK BOTTOM BRASS BAND LIVE!!
～最高にハッピー＆パワフルなサウンドをゲットしよう！～

7/22

入場無料

「声と身体で伝えたい美しい日本語表現」ワークショップに集まった小学1年生から
大人までのパフォーマンス隊が、谷川俊太郎や日本語の名セリフを使ってパフォーマ
ンスします！

［お問合せ：日立シビックセンター］

7/1㊏ 13：00～13：30
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ アトリウムパフォーマンス隊
　　　　  劇団コミューン
　　　　  茨城県立日立第一高等学校演劇部

アトリウムパフォーマンス

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、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。

［お問合せ：多賀市民会館］

8/5㊏ 15：30開演
［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

第１回から第８回までの公演の記録、衣裳小道具等
の展示や過去の公演の上映を行います。ぜひご覧く
ださい。

入場無料 ［お問合せ：日立シビックセンター］

7/11㊋～7/16㊐
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

「子どもオペラ学校」ギャラリー展
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日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞受賞。第二次
世界大戦下の広島・呉を舞台に、大切なものを失いながらも
前向きに生きようとするヒロインと、彼女を取り巻く人々の日
常を生き生きと描いた作品です。

6/28発売 ［お問合せ：日立市民会館］

8/27㊐ 10：00／13：00／16：00
［会　場］日立市民会館 ホール
［入場料］ 1,000円
［声の出演］ のん、細谷佳正、稲葉菜月、尾身美嗣　ほか

全席自由

映画「この世界の片隅に」上映会

6/25発売

萩尾望都原作・野田秀樹共同脚本による劇作品「半神」を劇団コミューンが公演し
ます。役者の息遣いを感じられるような小ホールでの、迫力ある舞台をお楽しみく
ださい。

［お問合せ：多賀市民会館］

9/23㊏㊗ 18：00開演
9/24㊐ 11：00／15：00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

全席自由

ひたち街角小劇場第35弾「半神」

公益財団法人日立市民科学文化財団設立3周年記念
東京フィルハーモニー交響楽団特別演奏会
～オーケストラで世界一周～

日本を代表するオーケストラ、東京フィルハーモ
ニー交響楽団と、世界を舞台に活躍する指揮者、
三ツ橋敬子を迎え、新財団設立３周年を記念した
コンサートを開催します。
音楽ホールの素晴らしい響きに包まれた感動的
なひとときをお楽しみください。

発売中 8/13 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

8/27㊐ 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 5,000円
 高校生以下 2,500円
［出　演］ 東京フィルハーモニー交響楽団
　　　　  指揮：三ツ橋敬子
　　　　  ナビゲーター：松本志のぶ

全席指定

平成27年４月１日に、（公財）日立市科学文化情報財団と（公財）日立市民文化事業団が合併
し、新財団・公益財団法人日立市民科学文化財団が設立しました。地域社会の発展と心豊かな
まちづくりに寄与する財団として、これからも皆様に愛される財団をめざしていきます。

東京フィルハーモニー交響楽団 ©上野隆文

三ツ橋敬子  ©大杉隼平 松本志のぶ

7/28発売

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

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

［お問合せ：日立市民会館］

10/25㊌ 18：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ S席 5,700円
 A席 5,200円
［曲　目］ 傷ついた蝶（Mariposa De Alas Rotas）
　　　　  何処へ？（A Donde Van？）
　　　　  開かれた家（Casa Abierta） ほか

全席指定

渡辺美里M・Generation Tour 2017

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

7/8発売 ［お問合せ：日立市民会館］※発売日当日10:00から窓口発売開始

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

レコメン！！vol.4 Gentle Forest Jazz Band

リーダー＆トロンボーンのジェントル久保田が指揮する、総勢２1人から成るビッグバン
ド、Gentle Forest Jazz Bandが多用途ホールライヴシリーズ「レコメン！！」に登場！！踊
れるスウィングジャズに“今”の要素を盛り込み、新たなエンターテイメントを展開。人力
の音圧と笑い溢れるステージは見る人の鼓動を打ち、ウキウキ心を燃え上がらせる！！

8/26発売 ［日立シビックセンター チケットカウンター］11/17

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

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】

【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】
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第162回文化サロン
「生誕300年 長久保赤水とは」おとな

茨城の先人で日本地図を完成させた長久保赤水。江戸時代の儒学者、地理学者とし
ても知られ、今年11月に生誕300年を迎えます。赤水顕彰会の佐川春久会長を招
いて、赤水の生き方や業績などを語ってもらいます。

9/16㊏ 13：30～15：00
［会　場］ 日立市民会館 111号室
［募集人数］ 100人
［講　師］ 佐川春久（赤水顕彰会会長）
［受講料］ 無料

申
込 8/5㊏ 10:00～ 0294-22-6481

親子で楽しむ天文教室
「簡単プラネタリウムと太陽観察」

7/9㊐ 10：15～12：15
［会　場］ 日立シビックセンター科学館 アトリエ
［対　象］ 小学2年生以上の児童とその保護者
［募集人数］ 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）
［受講料］ 1組800円

夏の1等星や星座について楽しく学び、ビニール傘を使って簡単プラネタリウムを作
ります。その後、使い方やお天気が良ければ太陽観察も行います。

おやこ

申
込 6/27㊋ 10:00～ 0294-24-7731

宇宙実験教室キッズコース

7/16㊐ 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1～3年生の児童とその保護者
［募集人数］ 20組
［講　師］ JAXAコズミックカレッジ講師
［受講料］ 1組500円

申
込 7/1㊏ 10:00～ 0294-24-7731

JAXAの講師と一緒に宇宙について楽しく学びます。
宇宙の低温の世界を再現する楽しい低温実験やペー
パークラフト工作を行います。※写真は昨年の様子です。

おやこ

能楽文化サロン「能と伊勢物語」おとな

『伊勢物語』を題材とした能「井筒」「雲林院」「小塩」についてお話します。また、伊勢
物語の主人公在原業平についてもお話します。

7/17㊊㊗ 14：00開催
［会　場］日立シビックセンター 会議室502号
［募集人数］ 70人
［講　師］ 関根利一（茨城県立多賀高等学校教諭）
［受講料］ 無料

日立シビックセンター
ホール事業課（2階事務室）

申
　
込

受付中

0294-24-7755

8/10㊍ 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］ 小学3年生以上の児童とその保護者
［募集人数］ 12組
［講　師］ 矢内浩文（茨城大学工学部 メディア通信工学科准教授）
［受講料］ 1組500円

「へこんでいるのにでばって見えたりするのは、どうして？」そんな目の錯覚のふしぎ
について、クラフト工作をしたり、作品を使って錯覚の体験をしたりしながら、そのふ
しぎを学びます。

親子で楽しむ科学教室 「目の錯覚のふしぎ」おやこ

申
込 7/15㊏ 10:00～ 0294-24-7731

※写真はイメージです。

宇宙実験教室基礎コース

7/15㊏ 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］ 40人
［講　師］ JAXAコズミックカレッジ講師
［受講料］ 700円

JAXAの講師と一緒に宇宙について楽しく学びます。
無重力状態などを学ぶ実験や工作、模型を使用した疑似探査を行います。

申
込 7/1㊏ 10:00～ 0294-24-7731

こども

※写真は昨年の様子です。

9/14㊍ 
10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室703号
［募集人数］ 24人
［講　師］ 増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）
［受講料］ 500円

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

大人のための天文教室
「秋の星空の楽しみ方」おとな

申
込 8/19㊏ 10:00～ 0294-24-7731

【表記について】

郵送でお送りください
※住所は裏表紙をご覧ください

直接ご持参ください
※住所は裏表紙をご覧ください

電話でお申込みください ＦＡＸでお申込みください

○/○ 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）

ホームページの専用フォームで
お申込みください

eメールで
お申込みください

【申込受付時間】
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

こども こども おとな
対 象

おとな おやこ
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「BLACK BOTTOM BRASS BAND LIVE!!」の最後に演奏する「聖者の行進」を
“BBBB”と一緒に演奏しませんか？本番当日に、そのリハーサルを兼ねたワーク
ショップを行います。“BBBB”と夏の思い出をつくりましょう！

申
　
込

受付中
「BLACK BOTTOM BRASS BAND LIVE!!」チラシ裏面にある
申込用紙に必要事項を明記の上、ご提出ください

0294-24-7979 日立シビックセンター ホール
事業課(2階事務室）

BBBBの夏休みワークショップ
みんなで大合奏！！こども おとな

8/5㊏ 12：30～13：00（集合12:20）

［曲目］「聖者の行進」（当日楽譜を配布します。事前に必要な方はお問合せください）
［楽器］ご自分の好きな楽器

（管楽器は勿論、学校の授業で使用する鍵盤ハーモニカやリコーダー、
 家にあるものを楽器に変身させたもの等、何でも結構です）

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［対　象］ 同日開催の「BLACK BOTTOM BRASS 

BAND LIVE!!」のチケットをご購入の上、当
日楽器を持参して参加していただける方

 　　　　 　詳しくは、P2をご覧ください
［参加料］ 無料 ※要前述ライブチケット

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

科学館夏の特別展を一足早くお楽しみいただける特別見学会にご参加いただける方
を募集します。
※一般の方の入館は当日12:00からとなります。

7/22㊏ 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

申
込 6/26㊊ 10:00～ http://www.civic.jp

［スケジュール］
10:30～　天球劇場新番組「Space Dreamers～宇宙兄弟 南波六太がやってきた！」上映
11:30～　科学館 夏の特別展「おどろき！サイエンス・アート2017～みる・あそぶ・とる？～」見学

うたとお話で綴るオペラコンサートPart.2
～指揮者編～こども おとな

企画構成・お話は「ニューイヤーオペラコンサート」でもお馴染み、指揮者の大浦智弘
氏。今回はどういった公演になるのか、乞うご期待。

10/15㊐ 15：00～17：00
［会　場］ 日立シビックセンター 第2音楽室
［定　員］ 70人
［出　演］ 大浦智弘（指揮者）、
 　　　　 佐藤千洋（ヴァイオリン／
 　　　　 　　　　  ひたちジュニア弦楽合奏団OG） ほか
［入場料］ 無料

申
込 8/26㊏ 10:00～ 0294-24-7755

天球劇場ドーム映像番組「Space Dreamers～宇宙兄弟 南波六太がやってきた！」
試写会 参加者募集こども おとな

講談社『モーニング』に連載中の人気コミック「宇宙兄弟」
の主人公、南波六太が登場する天球劇場新番組の試写会
にご参加いただける方を募集します。

7/9㊐ 10：30～11：30
［会　場］ 日立シビックセンター 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］ 100人
［参加料］ 無料

申
込
6/26㊊
10:00～  http://www.civic.jp

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

3/25㊐ 13：30～15：30
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［対　象］
 昭和４２年設立当初から
 平成２８年度までの卒団生及び在籍経験者
［募集人数］ 30人
［参加料］ 無料

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

0294-22-6481 0294-22-6633
日立市少年少女合唱団事務局
（日立市民会館内） hitachi-hall@civic.jp

申
　
　
込

受付中（2018.1/31㊌まで）

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

［活動日］ 毎週土曜日
［会　場］ 中小路交流センター など
［対　象］ 市内に住む
 　　　　 小学1年生～高校3年生
［団　費］
 ジュニアクラス（小学生）：2,000円／月
 シニアクラス（中・高生）：1,500円／月

日立市少年少女合唱団 団員募集こども

申
　
　
込

受付中

0294-22-6481 0294-22-6633

日立市民会館

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

申
込 受付中 0294-24-7731

ご寄附のお願い
みなさまからのご寄附は、
当財団が実施する事業に活用いたします。
●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 経営企画課　TEL：0294-24-7711

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 お天気の実験
9月 錯覚のふしぎ

所要時間：約10分
参加料：無料
開催時間：12:00～15:00

※（  ）内は30名以上の団体割引料金

520円（470円）
520円（470円）

320円（270円）
320円（270円）

800円（700円） 400円（300円）
2,000円 1,000円

大人[高校生以上] 小人 幼 児入   館   料

科 学 館
天球劇場

セット券（科学館+天球劇場）
年間パスポート

無 料

小・中学生、障がい者
高齢者（65才以上）

【開館時間】 10：00～18：00（入館は17：00まで）

【休 館 日】 毎月最終月曜日、年末年始
臨時休館
・科学館のみ：7/20（木）、21（金）
・天球劇場のみ：7/11（火）～14（金）
　　　　　　　  9/5（火）～8（金）

【お問合せ】　TEL：0294-24-7731（10：00～18：00）

土
日
・
祝
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

鉄道模型実演コーナー

たのしくつくろう！ 工作コーナー

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

レッツ！ ひらめきサイエンス

所要時間：約15分
参加料：100円～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「ビー玉万華鏡」
②「ふうりん」

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。

[9/2土～10/29日][7/1土～7/17月㊗]

【施設入館料】

ビー玉万華鏡 ふうりん 指レプリカ せっけんねんど

参加料100円

参加料200円 ①「指レプリカ」
②「せっけんねんど」 参加料100円

参加料200円

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト（
8
／
6
）

錯覚のふしぎお天気の実験

※7/22～8/31はお休みです

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～
　　　　※夏休み期間（7/22土～8/31木）

毎
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

7/22土～8/31木 10：00～18：00
7/22土 10：30～12：00 開催

展示協力：茨城大学工学部、県立ＩＴ短大　ほか
作品提供：那須とりっくあーとぴあ、（株）エス・デー

大人気の「トリックアート」や
体を動かしてアートを体感する「メディアアート」、
驚きの「錯覚オブジェアート」など、目にも不思議な展示が大集合！
その他、工作コーナーやクイズラリーも行います。
後半（8/12土～）からは、一部展示・工作内容が変わります。

詳しくは、P5をご覧ください

るみ ぶあそ ると？

夏の特別展

工作コーナー

時間：10：00～16：00　　参加料：200円

開館時間を延長して、
「特別サイエンスショー」や

「星空のお話＋観望会」を行ないます。

（7/22土  一般の方の入館は12：00からです）

１日限定！

8/6日 17：00～20：30

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

10：30～ 天球劇場新番組

「おどろき！
 サイエンス・アート2017
  ～みる・あそぶ・とる？～」見学

11：30～ 科学館 夏の特別展

毎日開催
8/11金㊗まで・・・ガラス玉万華鏡
8/12土から・・・・・光るスライム（ブルーバージョン）
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※他の割引券との併用はできません

科学館または
天球劇場の

入館料50円引き
有効期限：2017/9/30（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

番組の
対象

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

★どなたでもご利用いただけます
　（入館チケットは必要ありません）

【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

最新のプラネタリウムの機能を活用し、美しい星空
と可視化した宇宙を体感できるヒーリング＆エキサ
イティングな全編生解説の上映です。

星と宇宙を楽しむプラネタリウム
全編生解説

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
星の物語をご紹介します。

プラネタリウム特別上映
「見上げてみよう！七夕と天の川」

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

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。

7/1土、7/2日 11：00～11：50  14：30～15：20

7/15土～11/13月 上映

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。夏らしく海を
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。

アロマで愉しむプラネタリウム～海の香り～
7/21金 19：00～　7/22土 18：00～

おとな

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。

知って得する！天球劇場のひみつ探検ツアー
7/30日 12：00～12：30　8/6日 12：00～12：30

秘密結社鷹の爪
THE PLANETARIUM 
ジュラジュラ！
ジュラシックトラベル

WE ARE
STARS

詳しくは、P2をご覧ください

上
映
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル【
各
回
約
50
分
】

毎
日
上
映
の
番
組

7
／
10
ま
で
上
映
の
番
組

9
／
9
〜
11
／
13
上
映
の
番
組

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

9/9土

～

11/13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

ノーマンザ
スノーマン

ノーマンザ
スノーマン

ノーマンザ
スノーマン

生 生

季
季 全

13：00 14：30 16：0011：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

Space
Dreamers

平　日

土日祝

Space
Dreamers

Space
Dreamers

Space
Dreamers

生

生

季
季 全

7/15土

～

9/4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

秘密結社
鷹の爪

平　日

土日祝

秘密結社
鷹の爪

WE ARE
STARS

WE ARE
STARS

生 生

季

季

全
7/10月
まで

オリジナルグッズが出ました！

特
別
上
映

※7/9（日）、7/22（土）の11:00の回はそれぞれ試写会、特別見学会を実施のため、上映を休止します。
※7/18（火）～7/21（金）、9/1（金）、9/4（月）の11:00の回は、団体予約専用です。

イ
ベ
ン
ト

7/9日 10：30～11：30 開催

試写会参加者募集

詳しくは、P5をご覧ください

全国初上映！

要整理券 ※各日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
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BLACK BOTTOM
BRASS BAND LIVE！！
～最高にハッピー＆
　パワフルなサウンドを
　ゲットしよう！～

映像で探る
恐竜の世界

音楽ミニシアターを
つくろう！
「夏の音楽大冒険」

らっこのおへや

アトリウム
ピアノだいかいぼう！＆
コンサート

シビックサロン
「海のふしぎな
 いきものを作ろう」

親子で楽しむ科学教室
「目の錯覚のふしぎ」
おはなし会

戦争体験を聞く会恐竜を作ろう・
ペーパークラフト

オペラのセットを
見てみよう！
子どもオペラ学校
舞台セット展示
（8/16まで）

音楽ホールを知りつくせ！
～バックステージツアー～
知って得する！
天球劇場の
ひみつ探検ツアー
夜の科学館

休館日 親子でわらべうた
を楽しもう！

恐竜の進化と
絶滅の謎
戦争と平和を考える
こどもの本展（8/15まで） 
ひみつをさがそう!!展
(8/16まで) 

知って得する！
天球劇場の
ひみつ探検ツアー
第9回子どもオペラ学校
成果発表公演オペラ《魔笛》

※このスケジュールの他に、期間中毎日開催しているイベントがあります。

シビックセンターの中に隠されているクイズを見つけてこたえを書こう！
参加してくれた人にはオリジナルシールをプレゼント★

シビックのひみつをさがせ！

※台紙は１階総合案内で7/30（日）から配布します。

色々なジャンルのイベントに参加してスタンプを集めよう！
抽選でオリジナルグッズをプレゼント！

スタンプラリー

※台紙は１階総合案内で7/30（日）から配布します。

期間中毎日開催！

夏の遊び場、探してる？

それならシビックセンターに遊びに来よう！

シビックセンター夏の大イベント「夏のひみつ基地～シビックを遊びつくせ～」

音楽、科学、工作などなど、シビックセンター内のいろんなイベントが毎日楽しめます。

今年のシビックセンターは、ひみつ基地のようなわくわくがたくさん！

みんなシビックに集まれ！！

夏のひみつ基地夏のひみつ基地
～シビックを遊びつくせ !!～～シビックを遊びつくせ !!～

7/30 ㊐～ 8/16 ㊌7/30 ㊐～ 8/16 ㊌
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かんどうにであう

ピアノの仕組みについてのお話しとコンサートを行います。

8/11㊎・㊗ 11：00～12：00　アトリウム
出演：酒井佳奈子（ピアノ）、高田美智子（調律師）
曲目：カノン、エリーゼのために ほか

アトリウム
ピアノだいかいぼう！＆コンサート

第9回子どもオペラ学校成果発表公演オペラ《魔笛》
7/30㊐ 14：00開演　音楽ホール
詳しくは、Ｐ2をご覧ください

8/5㊏ 14：00開演　音楽ホール
詳しくは、Ｐ2・P5・P10をご覧ください

BLACK BOTTOM BRASS BAND LIVE！！
～最高にハッピー＆
　 パワフルなサウンドをゲットしよう！～

たんけん

普段は見ることができない舞台の裏側をのぞいてみよう！
音響や照明など舞台のお仕事を体験することもできます。
夏休みの自由研究にいかがでしょうか？

8/6㊐ ①11：00～12：00 ②14：00～15：00　音楽ホール
対象：小学生　定員：各15人　参加料：500円（保護者は無料）

音楽ホールを知りつくせ！～バックステージツアー～ 0294-24-7755

詳しくは、Ｐ7をご覧ください
7/30㊐、8/6㊐ 12：00～12：30　天球劇場

知って得する！天球劇場のひみつ探検ツアー

あ そ ぶ

7/22㊏～8/31㊍　科学館

夏の特別展「おどろき！サイエンス・アート2017 ～みる・あそぶ・とる？～」

詳しくは、Ｐ６をご覧ください

たくさんの仕掛けがされた、ひみつのからくり装置を一つの玉が転がっていきます。
7/30（日）には、からくり装置をつくるワークショップも開催します。（参加料一人100円）

7/30㊐～8/16㊌ 10：00～18：00　アトリウム
制作：茨城キリスト教学園中学校科学部

アトリウム装飾「ひみつのからくり装置」 0294-24-7711

8/6㊐ 17：00～20：30　科学館

夜の科学館

詳しくは、Ｐ６をご覧ください

音楽と体の動きを使ったワークショップをとおして、ひとつの舞台をつくります。

8/12㊏ 10：00～16：30　多用途ホール
対象：小学生　定員：20人　講師：佐川静香　参加料：500円

音楽ミニシアターをつくろう！「夏の音楽大冒険」 0294-24-7755

これまで子どもオペラ学校の公演で実際に使用した、《ヘンゼルとグレーテル》、《魔笛》の舞台
セット・小道具を展示します。オペラの登場人物になりきって、セットの前で写真を撮りましょう！

8/7㊊～8/16㊌ 10：00～18：00（最終日は16：00まで）　アトリウム

オペラのセットを見てみよう！
子どもオペラ学校舞台セット展示

つ く る

みんなで色をぬったつまようじで大きな絵をつくろう！イベ
ントの最終日に完成した絵をお披露目します！

7/30㊐～8/16㊌ 9：30～22：00　アトリウム

つまようじオブジェ

※写真はイメージです。

8/10㊍ 10：30～12：00　科学館

親子で楽しむ科学教室 「目の錯覚のふしぎ」 0294-24-7731

詳しくは、Ｐ4をご覧ください

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。

8/11㊎・㊗ ①受付終了 ②13：30～15：30
会議室101号
対象：小学1年生以上　受講料：500円
定員：各回20人
講師：木暮奈津子（造形作家）

シビックサロン「海のふしぎないきものを作ろう」 0294-24-7711

その他そそそそそそそそそそそののののののののののの他他他他他他他他他他他その他その他 6階 会議室3
学習室開放　7/22㊏～8/31㊍ 9：30～17：30

戦争と平和を考えるこどもの本展　8/1㊋～8/15㊋

おはなし会（幼児向け）　8/10㊍ 15：30～16：00

らっこのおへや（赤ちゃん向けおはなし会）　8/16㊌ 11：00～11：30

対象：０歳から２歳までの子どもとその保護者　定員：20組
親子でわらべうたを楽しもう！　8/2㊌ 11：00～11：40 0294-24-7714

視聴覚センター映像セミナー室　定員：40人　講師：矢代克己
戦争体験を聞く会　8/9㊌ 14：00～15：00　 0294-24-7714

ひみつをさがそう!!展　8/1㊋～8/16㊌
～生きもののひみつ、天体のひみつ、からだのひみつ…いろいろな「ひみつ」をさがしてみよう～

記念図書館記記記記記記記記記念念念念念念念念念念念図図図図図図図図図書書書書書書書書書書館館館館館館館館館館館記念図書館記念図書館 ［お問合せ：0294-24-7714］

【表記について】
申込不要
当日お越し下さい

有料の
イベントです

電話にて
お申込ください0000-00-0000期 間 中 の イ ベ ン ト

第1部 7/28㊎ ①10：50～12：00　②13：50～15：00
第2部 8/4㊎ ①10：30～12：00　②13：30～15：00
定員：各40人

映像で探る恐竜の世界 0294-24-5055

定員：40人　講師：加藤太一（ミュージアムパーク茨城県自然博物館）
恐竜の進化と絶滅の謎　8/1㊋ 13：30～15：00 0294-24-5055

定員：各30人

恐竜を作ろう・ペーパークラフト
8/8㊋ ①10：30～12：00 ②13：30～15：00 0294-24-5055

視聴覚センター視視視視視視視視視視視聴聴聴聴聴聴聴聴聴覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚セセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタターーーー視聴覚センター視聴覚センター ［お問合せ：0294-24-5055］
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PiCK UP お す す め 情 報

PiCK UP 2

感性豊かな子どもたちに、様々な芸術文化に触れ、その魅力を感じ
てもらいたい――。昨年度より「シビックアウトリーチプログラム」と
して小中学校の児童生徒の皆さんを対象に、音楽や伝統芸能など
に親しむ機会をお届けしています。「アウトリーチ」とは、英語で「外
に手を伸ばす」という意味で、施設外で行われる普及活動を指しま
す。様々な角度から芸術について知ること、近い距離でアーティスト
の持つ力を感じることで、子どもたちに「とびっきり」の思い出を作
ります。

シビックアウトリーチプログラム

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

7/16㊐
8/19㊏
8/19㊏
8/20㊐
9/3㊐

9/10㊐

フラ　カレイ　オ　プアラニ発表会
フルートおさらい会
フルートできく名曲コンサート
第72回茨城県合唱コンクール
ひたちオペラ合唱団「OPERA NOSTRA」公演オペレッタ《こうもり》

日立市民混声合唱団第35回定期演奏会

Hula Kalei o Pualani
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

ひたちオペラ合唱団
日立市民混声合唱団

7/8㊏
7/9㊐
7/12㊌

7/16㊐
7/28㊎
8/5㊏

8/6㊐
8/27㊐
9/2㊏
9/3㊐

9/16㊏～9/24㊐

フラ　マリエラニ発表会
miuおんがく教室
響き合うこころ～人とアートをつなぐトークライブ～

ピアノ発表会
マシコタツロウ先生の作曲ワークショップ
母心独演会2017
～10年目全て見せます！晒します！
ひたちシネマスペシャル「サクラ花」
アンダンテピアノコンサート
第10回コンテンポラリー観劇会＆講習会
日立ギタークラブコンサート
第53回日立市美術展覧会

さら

伊藤
miuおんがく教室

響き合うこころ～人とアートをつなぐプロジェクト実行委員会
中山葉子

特定非営利活動法人子ども大学常陸

株式会社オフィスまめかな
日立市視聴覚センター

須能まゆみ
日立市洋舞踊協会
日立ギタークラブ

日立市、日立市文化協会

多用途ホール

7/2㊐～7/8㊏
7/18㊋～7/22㊏

7/29㊏～7/30㊐
8/3㊍～8/16㊌
8/24㊍～8/27㊐
9/1㊎～9/3㊐

9/16㊏～9/24㊐

第66回日立美術協会展
環境教育活動ポスター展　第23回環境を考えるポスター展

ASJ水戸スタジオ　第34回「未来をのぞく住宅展」
第31回日立市平和展
第17回香雅書道展PARTⅡ
ワールドアートフェア2017
第53回日立市美術展覧会

日立市、日立市文化協会、日立美術協会

日立市、環境を創る日立市民会議
（株）葵建設工業

日立市
鈴木鳴龍

ギャラリー萌
日立市、日立市文化協会

ギャラリー

7/9㊐
7/22㊏

9/16㊏～9/24㊐
9/16㊏

百年塾フェスタ2017
エコフェスひたち2017
第53回日立市美術展覧会
2017 市民生活安全フェスティバル

ひたち生き生き百年塾推進本部
エコフェスひたち2017実行委員会

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
7/9㊐
7/16㊐

7/23㊐
8/6㊐

バレエ発表会
全国大会出場 日立第一高等学校演劇部壮行公演

バレエフェスティバル
立木と歌う夏祭り

摺木朋子バレエスクール

茨城県高等学校文化連盟　茨城県高等学校演劇連盟
ヨーコバレエアカデミー

立木音楽企画

多賀市民会館/ホール
7/1㊏
7/23㊐
7/29㊏
8/12㊏

8/19㊏～8/20㊐

9/1㊎
9/2㊏
9/3㊐
9/17㊐
9/30㊏

ピアノ発表会
こどもおんがくかい
スタジオWEST ピアノコンサート2017
加入者の集い（映画会）
平成29年度第68回県北地区高等学校演劇部合同公演兼
第31回茨城県高等学校演劇祭県北地区大会

平成29年度日立地区安全衛生大会
彰の会 ゆかたざらい
山口流篠笛 南地区 笛の会
チャリティーダンスパーティー
ひたち童謡を歌う会 二十周年発表会

ルヴゥール会
カワイ音楽教室
スタジオWEST

全労済

茨城県高等学校文化連盟演劇部会
（一社）日立労働基準協会

彰の会
山口流篠笛

ミュージック・ブレス・メン
ひたち童謡を歌う会

○昨年度の活動の様子

ふれてみよう かんじてみよう
イタリア歌曲

ピアノのふ・し・ぎ

今年度は、ニューオリンズスタイルのブラスバンド、「BLACK BOTTOM BRASS 
BAND」とともに学校へ。当日の様子は学校の児童生徒の皆さんしか見られません
が、８月に音楽ホールで彼らのライブが見られます！

詳しくは、P2・P5・P9をご覧ください

プロフィール 全国各地でのライブツアー・イベント出演の他に、フジロック・ライジングサンなどの国内外のロック・ジャズフェスティバルに多数出演。また、ユニクロのCM曲を
担当するなど、TV・CM、映画に多数の楽曲提供を行う。甲本ヒロト・東京スカパラダイスオーケストラ・トータス松本・BEGINなど様々なアーティストとコラボレーションを行なう
等、活動の幅を広げている。現在までに、アルバムを22枚発売。音楽の楽しさをストレートに伝えるブラスワークショップや音楽教室は、全国各地で大好評！

BLACK BOTTOM BRASS BAND 
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PiCK UP 3 日立シビックセンター、日立・多賀市民会館を利用してみませんか？

日立シビックセンターの施設使用料が半額になっています！

日立シビックセンターは、より多くの方にご利用いただくため、一部の会議室や音楽室等の使用料が半額となってい
ます。この機会に日立シビックセンターの施設を利用してみませんか？
他にも茶室や和室、トレーニングルーム、スタジオなど目的や人数、ご予算に合わせ様々なお部屋をご利用いただけま
す。詳しい施設の紹介は、財団ホームページをご覧ください。

日立シビックセンター、日立・多賀市民会館の施設の空き
状況がインターネットで閲覧できます。

財団ホームページにあるリンクから「いばらき公共施設
予約システム」がご利用いただけます。施設を利用される
際には、ご活用ください。

会議室702・703・704号 マーブルホール

第２音楽室 料 理 室

インターネットで施設の空き状況を閲覧できます！
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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

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

平成29年6月14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13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

PiCK UP お す す め 情 報

PiCK UP 4 第27回ひたち秋祭り
　　　 ～郷土芸能大祭

全国各地の郷土芸能や、市内中学生の芸能競演を堪能できる、日立市の秋の一大風
物詩。今回は、北は北海道、南は沖縄から名高い芸能をお招きします。全国にも類のな
い特設大ステージでの演舞をお楽しみ下さい。

会場

13：00～19：45
【日立荒馬踊り】
【招待芸能】
アイヌ古式舞踊（北海道釧路市）
エイサー（沖縄県沖縄市）ほか

11：00～16：00
【地元団体芸能披露】
【青少年フェスティバル】
日立市内中学校3校（十王、河原子、久慈）ほか

河中エイサー（河原子中学校）

久慈中ソーラン（久慈中学校）

十王鵜鳥舞（十王中学校）

入場
無料

時間と内容は全て予定です。

両日とも雨天中止
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