
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

5/3～5/7

5/7

5/13・5/14

科学館 ゴールデンウィークイベント

ミュージックトレイン2017

ひたち国際大道芸

P6

P2

P8

催し物・前売り P.2-3 / 募集・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

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3月2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3月1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。

ひたち国際大道芸

ひたちジュニア弦楽合奏団

ミュージックトレイン2017

天球劇場春の新番組ひたち舞祭2017

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

5月13日 12:00～
　20:00

日立シビックセンター新都市広場、日立駅前広場、
パティオモール、まいもーる

ジャグリングやアクロバット、パントマイムなど、
“笑い！感動！驚き！”の２日間。
日立会場のフィナーレを飾る「夜会」では、
神秘的でファンタジックな空間が展開されます。

２日間の出演アーティスト及
び出演スケジュールや会場
マップ、当日ここでしか買え
ないオリジナルグッズの紹介
など、内容盛りだくさんの
ガイドブックです。

日立会場

観覧無料

土

4月8日（土）発売 定価 １00円
[発売場所] 日立シビックセンター ほか

夜 会

昼間の大道芸とはまた違う幻想
的な空間、そして一体感。あな
たの五感に訴える様々な衝撃と
感動を全身で確かめてください。

まさにカオス！すべてが、混ざり合う！！

今年も凄いやつらが
やってくる！！

5月14日 12:00～
　17:00

よかっぺ通り、すずらん通り、あんず並木通り、
多賀駅前通り、多賀駅前広場、多賀市民プラザ広場

当日に運営スタッフとして参加してくれる
ボランティアスタッフ、ピエロに変身して
アーティストと一緒に街を盛り上げてく
れるキッズスタッフを募集します。

多賀会場日

フィナーレパレード

夕焼けに染まる山々を背景に、街
に流れる音楽に身をゆだねる。
アーティストたちが、観客と共に
フェスティバルの終演を告げます。

人の波が、終演を締めくくる！

当日の出演アーティストなど、詳細は決定次第、チラシや
ホームページ、市報などでお知らせします。

詳しくは、P4をご覧ください

アーティストの芸術的な
パフォーマンスは勿論、
アーティストと観客の楽しいふれあいも魅力の一つ。
ぜひ、会場で楽しいひとときをお過ごしください。

ひたち国際大道芸 公式ガイドブック

ボランティア、キッズスタッフ募集

PiCK UP
HITACHI CIVIC
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日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館



入場無料

バギーコンサート vol.1

5月予定
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ フレーズ（ピアノ連弾）

日立シビックセンターの正面玄関“アトリウム”で、親子で
お楽しみいただけるコンサートです。0歳のお子様からど
なたでも、お楽しみいただけます。

（詳細は決定次第、ホームページ、市報などでお知らせし
ます）

［お問合せ：日立シビックセンター］

アトリウム野点

第1回 5月下旬／第2回 7月下旬
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。
（詳細は決定次第、ホームページ、市報などでお知らせします）

［お問合せ：日立シビックセンター］

入場無料

ひたちジュニア弦楽合奏団 スプリングコンサート2017

4/30㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［出　演］ ひたちジュニア弦楽合奏団
　　　　  指揮：蒲生克郷

［演　目］ 第1部：楽器体験
　　　　  第2部：コンサート
　　　　  　　　ハイドン：チェロ協奏曲第1番 ほか 

日立シビックセンターを拠点に活動する弦楽オーケストラ、ひたちジュニア弦楽合奏
団のコンサートです。

［お問合せ：日立シビックセンター］

入場無料

お花見ふれあいサロン

4/8㊏ 12：30～16：00
［会　場］ 平和通り（「ひたち舞祭」会場内）

今年もさくらまつりにお花見ふれあいサ
ロンを出店します。市民有志の方々による
桜の押し花と切り絵販売コーナーもあり
ます。お気軽にお立ち寄りください。

［お問合せ：日立市民会館］

入場無料

アトリウムコンサート vol.1
～「音楽の園」プレ公演～ピアノデュオコンサート

4/22㊏ 11：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 熊谷邦子、鈴木範之
［曲　目］ ドビュッシー：小組曲、フォーレ：組曲「ドリー」

日立シビックセンターの正面玄関“アトリウム”で、素敵な生演奏をお届けする「アトリ
ウムコンサート」。4月のコンサートは、翌日に開催する「音楽の園」の出演者によるピ
アノ連弾をお贈りします。

［お問合せ：日立シビックセンター］

熊谷邦子 鈴木範之

４/15発売

第24回 ひたち Big Band フェスティバル2017

5/21㊐ 13：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ ５００円
［出　演］ 市内外アマチュアビッグバンド

全席指定

市内外11組のビッグバンドによる競演。今年も日立で開催決定！実力派ぞろいのセッ
ションに酔いしれてください。また、フィナーレの合同演奏に参加していただける方も
募集しています。詳しくはお問い合わせください。

［お問合せ：日立市民会館］

入場無料

日立シビックセンター市民音楽企画 2017
ミュージックトレイン2017

第1部は幅広い年代が集まった一日限りの大編成吹奏楽コンサート。第2部は様々な
ジャンルの個性あふれる生演奏が楽しめるアコースティックコンサート。ゴールデン
ウィーク恒例の市民参加音楽フェスティバルです。
また、第1部、第2部の出演者も募集しています。詳しくはP4をご覧ください。

［お問合せ：日立シビックセンター］

5/7㊐ 第1部 12：15／第2部 13：30 開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［演　目］ 第1部：マーチ・シャイニング・ロード ほか
　　　　  第2部：クラシック、ポップス、吹奏楽曲 など

第9回子どもオペラ学校成果発表公演 オペラ《魔笛》

「考える・理解する・伝える」のテーマで半年間オペラの授業を受けた子どもたちが、授
業の成果発表としてＷ．Ａ．モーツァルト作曲のオペラ《魔笛》を公演します。

（入場料は決定次第、ホームページ、市報などでお知らせします）

5/27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］7/16

7/30㊐ 14：00開演（予定）
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 未定
［出　演］ 第9回子どもオペラ学校生徒
　　　　  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。

5/27発売 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
［入場料］  1日券 3,000円
  2日券 5,500円

［出　演］ 8/24（木） 三遊亭円楽 ほか
　　　　  8/25（金） 三遊亭小遊三 ほか

全席指定

三遊亭円楽 三遊亭小遊三

入場無料

ひたち舞祭2017SPRING

4/8㊏ 9：00～17：00
4/9㊐ 13：00～17：00

［会　場］ 日立シビックセンター新都市広場
　　　　  平和通り ほか

子どもが主役のひたち舞祭。今年も市内はもちろん、全国の舞祭チームが日立に集
結します。約1,000人の踊り子が、各地に縁の深いメロディをモチーフとしたダンス
ミュージックにのって、笑顔いっぱい舞い踊ります。

［お問合せ：日立シビックセンター］

3/11発売

アロマで愉しむプラネタリウム～春の香り～

香り豊かなアロマの中で癒されてみませんか？春をイメージした香りの中、春の夜空
に描かれる星座たちをご紹介します。

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

4/21㊎ 19：00～19：50
4/22㊏ 18：00～18：50

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 500円全席自由

入場無料

アトリウムコンサート vol.2

5/27㊏ 時間未定
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 小林玲子
日立シビックセンターの正面玄関“アトリウム”で、素敵な生演奏
をお届けする「アトリウムコンサート」。5月のコンサートは、ピア
ノソロ演奏をお届けします。

（詳細は決定次第、ホームページ、市報などでお知らせします）

［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.3

6/4㊐ 12：45～13：15
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 日立交響楽団アンサンブル
［曲　目］ モーツァルト：ディベルティメント第17番
　　　　  ニ長調K.334から第1.3楽章 ほか

日立シビックセンターの正面玄関“アトリウム”で、素敵な生演奏をお届けする「アト
リウムコンサート」。6月のコンサートは、弦楽とフルートのアンサンブルをお贈りし
ます。

［お問合せ：日立シビックセンター］

4/22発売 7/1

洋楽文庫　森麻季 音の美術館

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。（入場料は決定次第、ホームページ、市報などでお知らせします）

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

7/15㊏ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 未定
［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

5/20発売 7/22

BLACK BOTTOM BRASS BAND

ニューオリンズスタイルのブラスバンド、ブラック・
ボトム・ブラス・バンド！暑い夏にふさわしい、最高に
パワフルなサウンドをお届けします。夏休みは日立
シビックセンターで思い出を作ろう！！

［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

日立シビックセンター市民音楽企画 2017
第27回ひたち出身者によるコンサート「音楽の園」

今年で27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。

4/23㊐ 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］ 熊谷邦子・鈴木範之（2台ピアノ）

　　　　  石坂淑恵（ヴァイオリン）

　　　　  枝川孝行（指揮）による茨城県立佐和高等学校
　　　　  吹奏楽部マーチングバンド

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］4/9

熊谷邦子 鈴木範之

石坂淑恵 枝川孝行

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】

4月

前 売 情 報

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

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。
日立シビックセンター 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。

（詳細は決定次第、ホームページ、市報などでお知らせします）

4/29発売 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］ 未定
［出　演］ 東京フィルハーモニー交響楽団
　　　　  指揮：三ツ橋敬子

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

5月
6月

2 3



入場無料

バギーコンサート vol.1

5月予定
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ フレーズ（ピアノ連弾）

日立シビックセンターの正面玄関“アトリウム”で、親子で
お楽しみいただけるコンサートです。0歳のお子様からど
なたでも、お楽しみいただけます。

（詳細は決定次第、ホームページ、市報などでお知らせし
ます）

［お問合せ：日立シビックセンター］

アトリウム野点

第1回 5月下旬／第2回 7月下旬
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。
（詳細は決定次第、ホームページ、市報などでお知らせします）

［お問合せ：日立シビックセンター］

入場無料

ひたちジュニア弦楽合奏団 スプリングコンサート2017

4/30㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［出　演］ ひたちジュニア弦楽合奏団
　　　　  指揮：蒲生克郷

［演　目］ 第1部：楽器体験
　　　　  第2部：コンサート
　　　　  　　　ハイドン：チェロ協奏曲第1番 ほか 

日立シビックセンターを拠点に活動する弦楽オーケストラ、ひたちジュニア弦楽合奏
団のコンサートです。

［お問合せ：日立シビックセンター］

入場無料

お花見ふれあいサロン

4/8㊏ 12：30～16：00
［会　場］ 平和通り（「ひたち舞祭」会場内）

今年もさくらまつりにお花見ふれあいサ
ロンを出店します。市民有志の方々による
桜の押し花と切り絵販売コーナーもあり
ます。お気軽にお立ち寄りください。

［お問合せ：日立市民会館］

入場無料

アトリウムコンサート vol.1
～「音楽の園」プレ公演～ピアノデュオコンサート

4/22㊏ 11：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 熊谷邦子、鈴木範之
［曲　目］ ドビュッシー：小組曲、フォーレ：組曲「ドリー」

日立シビックセンターの正面玄関“アトリウム”で、素敵な生演奏をお届けする「アトリ
ウムコンサート」。4月のコンサートは、翌日に開催する「音楽の園」の出演者によるピ
アノ連弾をお贈りします。

［お問合せ：日立シビックセンター］

熊谷邦子 鈴木範之

４/15発売

第24回 ひたち Big Band フェスティバル2017

5/21㊐ 13：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ ５００円
［出　演］ 市内外アマチュアビッグバンド

全席指定

市内外11組のビッグバンドによる競演。今年も日立で開催決定！実力派ぞろいのセッ
ションに酔いしれてください。また、フィナーレの合同演奏に参加していただける方も
募集しています。詳しくはお問い合わせください。

［お問合せ：日立市民会館］

入場無料

日立シビックセンター市民音楽企画 2017
ミュージックトレイン2017

第1部は幅広い年代が集まった一日限りの大編成吹奏楽コンサート。第2部は様々な
ジャンルの個性あふれる生演奏が楽しめるアコースティックコンサート。ゴールデン
ウィーク恒例の市民参加音楽フェスティバルです。
また、第1部、第2部の出演者も募集しています。詳しくはP4をご覧ください。

［お問合せ：日立シビックセンター］

5/7㊐ 第1部 12：15／第2部 13：30 開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［演　目］ 第1部：マーチ・シャイニング・ロード ほか
　　　　  第2部：クラシック、ポップス、吹奏楽曲 など

第9回子どもオペラ学校成果発表公演 オペラ《魔笛》

「考える・理解する・伝える」のテーマで半年間オペラの授業を受けた子どもたちが、授
業の成果発表としてＷ．Ａ．モーツァルト作曲のオペラ《魔笛》を公演します。

（入場料は決定次第、ホームページ、市報などでお知らせします）

5/27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］7/16

7/30㊐ 14：00開演（予定）
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 未定
［出　演］ 第9回子どもオペラ学校生徒
　　　　  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。

5/27発売 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
［入場料］  1日券 3,000円
  2日券 5,500円

［出　演］ 8/24（木） 三遊亭円楽 ほか
　　　　  8/25（金） 三遊亭小遊三 ほか

全席指定

三遊亭円楽 三遊亭小遊三

入場無料

ひたち舞祭2017SPRING

4/8㊏ 9：00～17：00
4/9㊐ 13：00～17：00

［会　場］ 日立シビックセンター新都市広場
　　　　  平和通り ほか

子どもが主役のひたち舞祭。今年も市内はもちろん、全国の舞祭チームが日立に集
結します。約1,000人の踊り子が、各地に縁の深いメロディをモチーフとしたダンス
ミュージックにのって、笑顔いっぱい舞い踊ります。

［お問合せ：日立シビックセンター］

3/11発売

アロマで愉しむプラネタリウム～春の香り～

香り豊かなアロマの中で癒されてみませんか？春をイメージした香りの中、春の夜空
に描かれる星座たちをご紹介します。

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

4/21㊎ 19：00～19：50
4/22㊏ 18：00～18：50

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 500円全席自由

入場無料

アトリウムコンサート vol.2

5/27㊏ 時間未定
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 小林玲子
日立シビックセンターの正面玄関“アトリウム”で、素敵な生演奏
をお届けする「アトリウムコンサート」。5月のコンサートは、ピア
ノソロ演奏をお届けします。

（詳細は決定次第、ホームページ、市報などでお知らせします）

［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.3

6/4㊐ 12：45～13：15
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 日立交響楽団アンサンブル
［曲　目］ モーツァルト：ディベルティメント第17番
　　　　  ニ長調K.334から第1.3楽章 ほか

日立シビックセンターの正面玄関“アトリウム”で、素敵な生演奏をお届けする「アト
リウムコンサート」。6月のコンサートは、弦楽とフルートのアンサンブルをお贈りし
ます。

［お問合せ：日立シビックセンター］

4/22発売 7/1

洋楽文庫　森麻季 音の美術館

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。（入場料は決定次第、ホームページ、市報などでお知らせします）

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

7/15㊏ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 未定
［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

5/20発売 7/22

BLACK BOTTOM BRASS BAND

ニューオリンズスタイルのブラスバンド、ブラック・
ボトム・ブラス・バンド！暑い夏にふさわしい、最高に
パワフルなサウンドをお届けします。夏休みは日立
シビックセンターで思い出を作ろう！！

［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

日立シビックセンター市民音楽企画 2017
第27回ひたち出身者によるコンサート「音楽の園」

今年で27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。

4/23㊐ 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］ 熊谷邦子・鈴木範之（2台ピアノ）

　　　　  石坂淑恵（ヴァイオリン）

　　　　  枝川孝行（指揮）による茨城県立佐和高等学校
　　　　  吹奏楽部マーチングバンド

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］4/9

熊谷邦子 鈴木範之

石坂淑恵 枝川孝行

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】

4月

前 売 情 報

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

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。
日立シビックセンター 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。

（詳細は決定次第、ホームページ、市報などでお知らせします）

4/29発売 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］ 未定
［出　演］ 東京フィルハーモニー交響楽団
　　　　  指揮：三ツ橋敬子

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

5月
6月

2 3



［説明会］ 4/22（土）13：30～15：00
 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

申
込 受付中～4/21㊎ 0294-24-7711

ひたち国際大道芸に運営スタッフとして参加してくれる方
を募集します。

5/13㊏ 9：00～20：30
5/14㊐ 9：00～18：30

［会　場］ 13日 日立会場（日立シビックセンター新都市広場 ほか）
 　　　　 14日 多賀会場（よかっぺ通り ほか）

［対　象］ 18歳以上の学生、社会人（高校生は除く）
［募集人数］ 各日50人

日立シビックセンター市民音楽企画 2017
ミュージックトレイン2017 出演者募集こども おとな

一日限りの大編成吹奏楽コンサートの第1部、アコースティックコンサートの第2部
に出演していただける方・団体を募集します。ゴールデンウィーク恒例の市民参加音
楽フェスティバルで、音楽体験してみませんか？

5/7㊐
第1部9：00～13：00／第2部13：30～17：00

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［対　象］ 第1部 吹奏楽経験者
 　　　　第2部 楽器、声楽等の演奏者 

［募集人数］ 第1部：200人　第2部：30組（1組20人以内）
　　　　 ※どちらも先着

［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人以上の団体一律

日立シビックセンター
ホール事業課（２階事務室）

申

　
込

第1部：3/4㊏～4/23㊐／第2部：3/4㊏～3/31㊎

0294-24-7755

大人のための天文教室

4/13㊍ 「星空観察入門」
5/11㊍ 「春の星空の楽しみ方」
6/ 8 ㊍ 「夏の星空の楽しみ方」

［時　間］ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［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）
［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。各1回の講座からお申し込みいただけます。

おとな

申
込 3/25㊏～ 0294-24-7731

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。

［説明会］ 4/29（土）13：30～15：00
 日立シビックセンター 会議室503号

5/13㊏、5/14㊐ 10：00～15：00
［会　場］ 13日 日立会場（日立シビックセンター新都市広場 ほか）
 　　　　 14日 多賀会場（よかっぺ通り ほか）

［対　象］ 小学1年生～中学3年生
［募集人数］ 日立会場30人
 　　　　 多賀会場20人

申
込 受付中～4/28㊎ 0294-24-7711

募集 講座情報

日立市少年少女合唱団 団員募集

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

こども

申

　
　
込

受付中

0294-22-6481 0294-22-6633

日立市民会館

海のふしぎないきものを作ろう

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。

（※5歳以上の未就学のお子様の場合は、保護者の方の付添があれば参加できます。
詳しくはお問い合わせください）

8/11㊎
10：00～12：00／13：30～15：30

［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［対　象］ 小学1年生以上※

［定　員］ 各回15人
［講　師］ 木暮奈津子（造形作家）
［受講料］ 2,000円

こども

申
込 6/11㊐～ 0294-24-7711

ひたちジュニア弦楽合奏団 団員募集

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
せんか？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
［会　　場］ 日立シビックセンター 音楽室
［対　　象］ 小学2年生～高校3年生
　　　　　 （平成29年度の学年）

［団　　費］ 5,000円／月

こども

日立シビックセンター
ホール事業課（２階事務室）

申

　
込

申込書に必要事項を明記の上、お申込みください
申込書はチラシ裏面、ホームページからもダウンロードできます
3/11㊏～5/6㊏必着

0294-２４-７９７９

貸館情報 月日／催物名／主催

日立シビックセンター

日立市民会館/ホール
4/29㊏

5/17㊌
5/28㊐

6/4㊐
6/11㊐
6/18㊐

田正音楽記念館入館者100万人記念コンサート

演歌ふたりのビッグショー
日立会民謡民舞連合会春季発表会
定期演奏会
定期演奏会
レイコバレエスクール発表会

日立市・田正記念事業推進委員会
（株）エムアイ企画

日立民謡民舞連合会
明秀学園日立吹奏楽部
多賀高等学校吹奏楽部
レイコバレエスクール

音楽ホール
4/2㊐
4/6㊍

5/5㊎

5/28㊐
6/2㊎
6/4㊐
6/9㊎

6/11㊐

6/18㊐
6/24㊏
6/25㊐

沙羅の会 ピアノ発表会
2017全国さくらシンポジウムin日立

日立第一高等学校吹奏楽部第43回定期演奏会

日立市民吹奏楽団第34回定期演奏会
全国安全週間説明会
日立交響楽団第123回定期演奏会
第42回日立地区高等学校音楽会
日立第二高等学校吹奏楽部第16回定期演奏会

日立大みか吹奏楽団第15回定期演奏会
茨城管楽合奏団第59回定期演奏会
第25回ピアノ発表会

沙羅の会

2017全国さくらシンポジウムin日立実行委員会、公益財団法人日本花の会

茨城県立日立第一高等学校吹奏楽部
日立市民吹奏楽団

一般社団法人日立労働基準協会
日立交響楽団

茨城県高等学校文化連盟

茨城県立日立第二高等学校吹奏楽部
株式会社日立製作所大みか吹奏楽団

茨城管楽合奏団
川崎音楽教室

4/23㊐
4/30㊐
5/14㊐

6/3㊏
6/4㊐

6/11㊐
6/17㊏～6/18㊐

6/24㊏
6/25㊐

不思議の国のちいさなちいさなコンサートⅫ
大人のためのミニコンサート
口笛とシャンソンのコンサート
まじゃりんこ会ピアノ発表会
ピアノ発表会
アリシアベリーダンス発表会
日立事業所/日立会演劇部第131回公演「楢山節考」
リトルピアノコンサート
日立三曲協会箏曲演奏会

渡辺
田沼靖子
柴田晶子

小佐野恭子
大森・武藤

Arishia Belly Dance
日立事業所日立会

小西・佐藤
日立三曲協会

多用途ホール

4/17㊊～4/23㊐
5/8㊊～5/14㊐

5/22㊊～5/28㊐
5/30㊋～6/4㊐
6/5㊊～6/11㊐

6/17㊏～6/18㊐
6/21㊌～6/25㊐

写友日立クラブ＋徳光教室＋ぶらり500合同写真展
第６２回日製謳美会展
二科会茨城支部展
第16回ＮＥＷアートライフ展
よかっぺ写友会写真展
拓美会書道展
第25回写真散歩の会 写真展

写友日立クラブ
日製謳美会

二科会写真部茨城支部
NEWアートライフ

よかっぺ写友会
小沼典弘

写真散歩の会

ギャラリー

4/2㊐
4/9㊐

4/22㊏
4/26㊌～5/7㊐

第5回常陸ノ国グルメフェス
第１７回日立さくらロードレース
日立地区メーデー
日立オクトーバー・フェスト

常陸ノ国グルメフェス実行委員会
公益財団法人日立市体育協会

連合県北日立地区協議会
日立オクトーバー・フェスト実行委員会

新都市広場／マーブルホール

多賀市民会館/ホール
4/2㊐

4/8㊏～4/9㊐

4/23㊐
4/30㊐
5/20㊏
5/21㊐

6/4㊐

6/10㊏
6/17㊏
6/18㊐
6/24㊏
6/25㊐

コンセールMIKI会音楽会
一般財団法人小原流日立支部創立40周年記念花展

映画「オケ老人」上映会
多賀地区日本舞踊各流発表会
家庭倫理講演会
大久保中学校吹奏楽部　定期演奏会
日本消化器病学会関東支部　市民公開講座

演劇「六月の赤い空」
第42回民謡を楽しむつどい
県北地区ハーモニカのつどい
エレクトーンフェスティバル2017 クシダピアノ大会
PTNAピアノコンペティション

コンセールMIKI会

一般財団法人小原流日立支部
「オケ老人」日立上映実行委員会

多賀地区日本舞踊各流会
倫理研究所

日立市立大久保中学校吹奏楽部

筑波大学附属病院　日立社会連携教育研究センター
TEAM  SANT

民謡法濤会
県北地区ハーモニカ同好会

（株）クシダピアノ社
ヤマハミュージック水戸店

5/27㊏～5/28㊐
6/9㊎

～声優星空プラネタリウム朗読会～ほし×こえ
DEEN LIVE

株式会社AIR AGENCY
株式会社スーパーキャスト

天球劇場

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　TEL：0294-24-7711

ご寄附のお願い

こども こども おとな
対 象

おとな おやこ

郵送でお送りください
※住所は裏表紙をご覧ください

電話でお申込みください

直接ご持参ください
※住所は裏表紙をご覧ください

ＦＡＸでお申込みください

【表記について】

○/○ 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）

【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

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？サイエンススタッフ
の活動内容や科学館、天球劇場内を紹
介する説明会を行います。

［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 3/26㊐～ 0294-24-７７３１

［説明会］ 4/30（日）10：30～12：00　日立シビックセンター科学館

アトリウムパフォーマンス
「声と身体で伝えたい美しい日本語表現」参加者募集

声をお腹からしっかり出して自分の息づかいを身体で感じ、遊びながら、数々の美しい
日本語が散りばめられた名文句・名文を暗誦してパフォーマンスしてみよう！

［活 動 日］ 5/21㊐ 10：00～11：30
　　　　     6/24㊏ 10：00～12：00
　　　　     7/ 1 ㊏ 時間未定

［会　　場］ 日立シビックセンター スタジオ ほか
［対　　象］ 小学1年生以上
［募集人数］ 15人
［講　　師］ 豊田郁央、劇団コミューン
［参 加 料］ 無料

［活動内容］ ①5/21（日） 「台本をもらってお友達をつくろう」
 ②6/24（土） 「読んで、つなげて、遊んでみよう」
 ③7/ 1 （土） 「アトリウムパフォーマンス」（成果発表）

こども

申
込 4/15㊏～ 0294-24-７７55

カレンダー「ふるさと日立」写真募集

あなたの撮った写真が平成30年用カレンダーに！日立の四季を捉えた写真で、カレ
ンダーを作ります。市内で撮影した季節感のある写真をお寄せください。ご応募写
真の中から数点を選出させていただき発行します。

こども おとな

日立市民会館
申

　
込

4/10㊊～8/31㊍ 必着
ご応募写真の裏に「応募票」を貼り、
必要事項を明記の上、お送りください
詳しくは、チラシ、ホームページなどをご覧下さい

［募集内容］

［写真規格］

「ふるさと日立」をテーマにした市内の風
景、風物で四季や日立市らしさが感じられる
写真
平成27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

※使用するときはフィルム（データ）を借用します。写真の版権は（公
財）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。

4 5



［説明会］ 4/22（土）13：30～15：00
 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

申
込 受付中～4/21㊎ 0294-24-7711

ひたち国際大道芸に運営スタッフとして参加してくれる方
を募集します。

5/13㊏ 9：00～20：30
5/14㊐ 9：00～18：30

［会　場］ 13日 日立会場（日立シビックセンター新都市広場 ほか）
 　　　　 14日 多賀会場（よかっぺ通り ほか）

［対　象］ 18歳以上の学生、社会人（高校生は除く）
［募集人数］ 各日50人

日立シビックセンター市民音楽企画 2017
ミュージックトレイン2017 出演者募集こども おとな

一日限りの大編成吹奏楽コンサートの第1部、アコースティックコンサートの第2部
に出演していただける方・団体を募集します。ゴールデンウィーク恒例の市民参加音
楽フェスティバルで、音楽体験してみませんか？

5/7㊐
第1部9：00～13：00／第2部13：30～17：00

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［対　象］ 第1部 吹奏楽経験者
 　　　　第2部 楽器、声楽等の演奏者 

［募集人数］ 第1部：200人　第2部：30組（1組20人以内）
　　　　 ※どちらも先着

［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人以上の団体一律

日立シビックセンター
ホール事業課（２階事務室）

申

　
込

第1部：3/4㊏～4/23㊐／第2部：3/4㊏～3/31㊎

0294-24-7755

大人のための天文教室

4/13㊍ 「星空観察入門」
5/11㊍ 「春の星空の楽しみ方」
6/ 8 ㊍ 「夏の星空の楽しみ方」

［時　間］ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［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）
［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。各1回の講座からお申し込みいただけます。

おとな

申
込 3/25㊏～ 0294-24-7731

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。

［説明会］ 4/29（土）13：30～15：00
 日立シビックセンター 会議室503号

5/13㊏、5/14㊐ 10：00～15：00
［会　場］ 13日 日立会場（日立シビックセンター新都市広場 ほか）
 　　　　 14日 多賀会場（よかっぺ通り ほか）

［対　象］ 小学1年生～中学3年生
［募集人数］ 日立会場30人
 　　　　 多賀会場20人

申
込 受付中～4/28㊎ 0294-24-7711

募集 講座情報

日立市少年少女合唱団 団員募集

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

こども

申

　
　
込

受付中

0294-22-6481 0294-22-6633

日立市民会館

海のふしぎないきものを作ろう

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。

（※5歳以上の未就学のお子様の場合は、保護者の方の付添があれば参加できます。
詳しくはお問い合わせください）

8/11㊎
10：00～12：00／13：30～15：30

［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［対　象］ 小学1年生以上※

［定　員］ 各回15人
［講　師］ 木暮奈津子（造形作家）
［受講料］ 2,000円

こども

申
込 6/11㊐～ 0294-24-7711

ひたちジュニア弦楽合奏団 団員募集

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
せんか？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
［会　　場］ 日立シビックセンター 音楽室
［対　　象］ 小学2年生～高校3年生
　　　　　 （平成29年度の学年）

［団　　費］ 5,000円／月

こども

日立シビックセンター
ホール事業課（２階事務室）

申

　
込

申込書に必要事項を明記の上、お申込みください
申込書はチラシ裏面、ホームページからもダウンロードできます
3/11㊏～5/6㊏必着

0294-２４-７９７９

貸館情報 月日／催物名／主催

日立シビックセンター

日立市民会館/ホール
4/29㊏

5/17㊌
5/28㊐

6/4㊐
6/11㊐
6/18㊐

田正音楽記念館入館者100万人記念コンサート

演歌ふたりのビッグショー
日立会民謡民舞連合会春季発表会
定期演奏会
定期演奏会
レイコバレエスクール発表会

日立市・田正記念事業推進委員会
（株）エムアイ企画

日立民謡民舞連合会
明秀学園日立吹奏楽部
多賀高等学校吹奏楽部
レイコバレエスクール

音楽ホール
4/2㊐
4/6㊍

5/5㊎

5/28㊐
6/2㊎
6/4㊐
6/9㊎

6/11㊐

6/18㊐
6/24㊏
6/25㊐

沙羅の会 ピアノ発表会
2017全国さくらシンポジウムin日立

日立第一高等学校吹奏楽部第43回定期演奏会

日立市民吹奏楽団第34回定期演奏会
全国安全週間説明会
日立交響楽団第123回定期演奏会
第42回日立地区高等学校音楽会
日立第二高等学校吹奏楽部第16回定期演奏会

日立大みか吹奏楽団第15回定期演奏会
茨城管楽合奏団第59回定期演奏会
第25回ピアノ発表会

沙羅の会

2017全国さくらシンポジウムin日立実行委員会、公益財団法人日本花の会

茨城県立日立第一高等学校吹奏楽部
日立市民吹奏楽団

一般社団法人日立労働基準協会
日立交響楽団

茨城県高等学校文化連盟

茨城県立日立第二高等学校吹奏楽部
株式会社日立製作所大みか吹奏楽団

茨城管楽合奏団
川崎音楽教室

4/23㊐
4/30㊐
5/14㊐

6/3㊏
6/4㊐

6/11㊐
6/17㊏～6/18㊐

6/24㊏
6/25㊐

不思議の国のちいさなちいさなコンサートⅫ
大人のためのミニコンサート
口笛とシャンソンのコンサート
まじゃりんこ会ピアノ発表会
ピアノ発表会
アリシアベリーダンス発表会
日立事業所/日立会演劇部第131回公演「楢山節考」
リトルピアノコンサート
日立三曲協会箏曲演奏会

渡辺
田沼靖子
柴田晶子

小佐野恭子
大森・武藤

Arishia Belly Dance
日立事業所日立会

小西・佐藤
日立三曲協会

多用途ホール

4/17㊊～4/23㊐
5/8㊊～5/14㊐

5/22㊊～5/28㊐
5/30㊋～6/4㊐
6/5㊊～6/11㊐

6/17㊏～6/18㊐
6/21㊌～6/25㊐

写友日立クラブ＋徳光教室＋ぶらり500合同写真展
第６２回日製謳美会展
二科会茨城支部展
第16回ＮＥＷアートライフ展
よかっぺ写友会写真展
拓美会書道展
第25回写真散歩の会 写真展

写友日立クラブ
日製謳美会

二科会写真部茨城支部
NEWアートライフ

よかっぺ写友会
小沼典弘

写真散歩の会

ギャラリー

4/2㊐
4/9㊐

4/22㊏
4/26㊌～5/7㊐

第5回常陸ノ国グルメフェス
第１７回日立さくらロードレース
日立地区メーデー
日立オクトーバー・フェスト

常陸ノ国グルメフェス実行委員会
公益財団法人日立市体育協会

連合県北日立地区協議会
日立オクトーバー・フェスト実行委員会

新都市広場／マーブルホール

多賀市民会館/ホール
4/2㊐

4/8㊏～4/9㊐

4/23㊐
4/30㊐
5/20㊏
5/21㊐

6/4㊐

6/10㊏
6/17㊏
6/18㊐
6/24㊏
6/25㊐

コンセールMIKI会音楽会
一般財団法人小原流日立支部創立40周年記念花展

映画「オケ老人」上映会
多賀地区日本舞踊各流発表会
家庭倫理講演会
大久保中学校吹奏楽部　定期演奏会
日本消化器病学会関東支部　市民公開講座

演劇「六月の赤い空」
第42回民謡を楽しむつどい
県北地区ハーモニカのつどい
エレクトーンフェスティバル2017 クシダピアノ大会
PTNAピアノコンペティション

コンセールMIKI会

一般財団法人小原流日立支部
「オケ老人」日立上映実行委員会

多賀地区日本舞踊各流会
倫理研究所

日立市立大久保中学校吹奏楽部

筑波大学附属病院　日立社会連携教育研究センター
TEAM  SANT

民謡法濤会
県北地区ハーモニカ同好会

（株）クシダピアノ社
ヤマハミュージック水戸店

5/27㊏～5/28㊐
6/9㊎

～声優星空プラネタリウム朗読会～ほし×こえ
DEEN LIVE

株式会社AIR AGENCY
株式会社スーパーキャスト

天球劇場

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　TEL：0294-24-7711

ご寄附のお願い

こども こども おとな
対 象

おとな おやこ

郵送でお送りください
※住所は裏表紙をご覧ください

電話でお申込みください

直接ご持参ください
※住所は裏表紙をご覧ください

ＦＡＸでお申込みください

【表記について】

○/○ 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）

【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

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？サイエンススタッフ
の活動内容や科学館、天球劇場内を紹
介する説明会を行います。

［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 3/26㊐～ 0294-24-７７３１

［説明会］ 4/30（日）10：30～12：00　日立シビックセンター科学館

アトリウムパフォーマンス
「声と身体で伝えたい美しい日本語表現」参加者募集

声をお腹からしっかり出して自分の息づかいを身体で感じ、遊びながら、数々の美しい
日本語が散りばめられた名文句・名文を暗誦してパフォーマンスしてみよう！

［活 動 日］ 5/21㊐ 10：00～11：30
　　　　     6/24㊏ 10：00～12：00
　　　　     7/ 1 ㊏ 時間未定

［会　　場］ 日立シビックセンター スタジオ ほか
［対　　象］ 小学1年生以上
［募集人数］ 15人
［講　　師］ 豊田郁央、劇団コミューン
［参 加 料］ 無料

［活動内容］ ①5/21（日） 「台本をもらってお友達をつくろう」
 ②6/24（土） 「読んで、つなげて、遊んでみよう」
 ③7/ 1 （土） 「アトリウムパフォーマンス」（成果発表）

こども

申
込 4/15㊏～ 0294-24-７７55

カレンダー「ふるさと日立」写真募集

あなたの撮った写真が平成30年用カレンダーに！日立の四季を捉えた写真で、カレ
ンダーを作ります。市内で撮影した季節感のある写真をお寄せください。ご応募写
真の中から数点を選出させていただき発行します。

こども おとな

日立市民会館
申

　
込

4/10㊊～8/31㊍ 必着
ご応募写真の裏に「応募票」を貼り、
必要事項を明記の上、お送りください
詳しくは、チラシ、ホームページなどをご覧下さい

［募集内容］

［写真規格］

「ふるさと日立」をテーマにした市内の風
景、風物で四季や日立市らしさが感じられる
写真
平成27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

※使用するときはフィルム（データ）を借用します。写真の版権は（公
財）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。
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～おうちでできる実験大集合～

ゴールデンウィークイベント

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。
4月 遠くまで飛ばそう！
5月 振り子の実験
6月 お天気の実験
所要時間：約10分　
対　象 : 科学館入館者
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、その他臨時休館
天球劇場のみ：6/12(月)～16(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

工作教室「化石レプリカをつくろう」

化石のお話をきいて、アンモナイトや
三葉虫などの化石のレプリカを作るよ！

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

参加料： 200円　
定　員：各回30人
申　込：電話受付中

所要時間：約15分
対　象 :科学館入館者
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

要整理券 ※10：00から
　8階入口で配布

①「ふしぎなしおり」
②「光るフォトフレーム」

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。

[5/3水㊗～6/25日][3/4土～4/30日]

【施設入館料】

ふしぎなしおり 光るフォトフレーム 紫外線ストラップ はずむミニボール

参加料100円

参加料100円 ①「紫外線ストラップ」
②「はずむミニボール」 参加料100円

参加料200円

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト（
3
／
25
〜
4
／
 5
）

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト（
5
／
3
〜
5
／
7
）

お天気の実験振り子の実験

遠くまで飛ばそう！

※3/25～4/5はお休みです

3/26日 ①10：30～12：00 ②13：30～15：00

体験コーナー

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。
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～

毎
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

先カンブリア時代から
中生代の化石がやってくる！
古代の地球は、
今とどう違うのだろう？
様々な化石から、
地球の環境や生きものの
変化をみてみよう！

先カンブリア時代から
中生代の化石がやってくる！
古代の地球は、
今とどう違うのだろう？
様々な化石から、
地球の環境や生きものの
変化をみてみよう！

3/25土～4/5水 開催

春休みイベント期
間
限
定
の

ベ
ン 3/25土 4/5水 開催

春休みイベント春休みイベント

～化石でたどる地球の歴史
～

協力：茨城県自然博物館

「チャレンジ！化石発掘」
ブロックをわりばしで崩して化石の発掘をしよう！
出てきた化石は持ち帰ることができるよ！
時間：10:30～16:00
　　　   （12:00～13:00を除く）

参加料 : 200円
定　員 : 1日60人

工作コーナー

「入浴剤をつくろう」

え！こんなもので実験ができるの！？
家にある材料を使ってできる実験や工作が大集合！ゴールデン
ウィークは、科学館に来て「科学の不思議」を発見しよう！

時　間：10：30～16：00
　　　　　 （12：00～13：00を除く）

参加料 : 200円
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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：2017/6/30（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

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】

WE ARE STARS

「私たちは何でできているのか？」
という問いかけに、ビックバン
からの宇宙の進化や、星や物
質の形成などから解き明かして
いきます。複雑な宇宙の成り立
ちを美しいドーム映像で描き、
あらゆる年代の人たちを宇宙
の世界へ引き込みます。

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

チケットが事前に購入できるようになりました。
香り豊かなアロマの中で癒されてみませんか？

アロマで愉しむプラネタリウム～春の香り～

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。今回は木星の
ほか、月面にアルファベットのＸの模様で現れる月面Ｘを
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

5/3水㊗ 18：30～20：00

観望のためのプラネタリウム＆観望会

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

世界征服をたくらむ悪の秘密結
社 鷹の爪団が「良質な世界征服
は、良質な眠りから！」という
スローガンを掲げ、太古の恐竜
時代へタイムワープ。最新の研
究を元に描かれた羽毛恐竜た
ちの迫力ある姿をお楽しみいた
だけます。

4/21金 19：00～19：50　22土 18：00～18：50

詳しくは、P2をご覧ください ※春休み：3/27（月）～31（金）、4/3（月）～5（水）

※5/27（土）、28（日）、6/9（金）は、貸館のため16：00の上映を休止します。

◆3/11土～4/5水
13：00 14：30 16：0011：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

午前中
団体専用
秘密結社
鷹の爪

平　日

土日祝、
春休み※ 生

生 秘密結社
鷹の爪

生 秘密結社
鷹の爪

全

◆4/6木～7/10月
13：00 14：30 16：0011：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

午前中
団体専用
秘密結社
鷹の爪

平　日

土日祝 生 WE ARE
STARS生

WE ARE
STARS秘密結社

鷹の爪
季 全

季

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

おとな

予告 7月公開

☆詳細は決定次第、次号の「イベントインフォメーション」、市報、ホームページ等でお知らせします。

日立シビックセンター天球劇場オリジナル番組
あの“人気コミック”のキャラクターが番組に登場!?

？」
ン
物
て
立

上
映
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル【
各
回
約
50
分
】

3
／
11
〜
7
／
10
上
映
の
番
組

毎
日
上
映
の
番
組

特
別
上
映

4
／
6
〜
7
／
10
上
映
の
番
組
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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

5/3～5/7

5/7

5/13・5/14

科学館 ゴールデンウィークイベント

ミュージックトレイン2017

ひたち国際大道芸

P6

P2

P8

催し物・前売り P.2-3 / 募集・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

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3月2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3月1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。

ひたち国際大道芸

ひたちジュニア弦楽合奏団

ミュージックトレイン2017

天球劇場春の新番組ひたち舞祭2017

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

5月13日 12:00～
　20:00

日立シビックセンター新都市広場、日立駅前広場、
パティオモール、まいもーる

ジャグリングやアクロバット、パントマイムなど、
“笑い！感動！驚き！”の２日間。
日立会場のフィナーレを飾る「夜会」では、
神秘的でファンタジックな空間が展開されます。

２日間の出演アーティスト及
び出演スケジュールや会場
マップ、当日ここでしか買え
ないオリジナルグッズの紹介
など、内容盛りだくさんの
ガイドブックです。

日立会場

観覧無料

土

4月8日（土）発売 定価 １00円
[発売場所] 日立シビックセンター ほか

夜 会

昼間の大道芸とはまた違う幻想
的な空間、そして一体感。あな
たの五感に訴える様々な衝撃と
感動を全身で確かめてください。

夜 会

昼間の大道芸とはまた違う幻想
的な空間、そして一体感。あな
たの五感に訴える様々な衝撃と
感動を全身で確かめてください。

まさにカオス！すべてが、混ざり合う！！

ジャグリングやアクロバット、パントマイムなど、
“笑い！感動！驚き！”の２日間。
日立会場のフィナーレを飾る「夜会」では、

今年も凄いやつらが
やってくる！！

5月14日 12:00～
　17:00

よかっぺ通り、すずらん通り、あんず並木通り、
多賀駅前通り、多賀駅前広場、多賀市民プラザ広場

当日に運営スタッフとして参加してくれる
ボランティアスタッフ、ピエロに変身して
アーティストと一緒に街を盛り上げてく
れるキッズスタッフを募集します。

多賀会場日

フィナーレパレード

夕焼けに染まる山々を背景に、街
に流れる音楽に身をゆだねる。
アーティストたちが、観客と共に
フェスティバルの終演を告げます。

フィナーレパレード

夕焼けに染まる山々を背景に、街
に流れる音楽に身をゆだねる。
アーティストたちが、観客と共に
フェスティバルの終演を告げます。

人の波が、終演を締めくくる！

当日の出演アーティストなど、詳細は決定次第、チラシや
ホームページ、市報などでお知らせします。

詳しくは、P4をご覧ください

アーティストの芸術的な
パフォーマンスは勿論、
アーティストと観客の楽しいふれあいも魅力の一つ。
ぜひ、会場で楽しいひとときをお過ごしください。

ひたち国際大道芸 公式ガイドブック

ボランティア、キッズスタッフ募集

PiCK UP
HITACHI CIVIC

EVENT
INFORMATIONINFORMATION 4.5.6

2017

日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館


