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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

1/29・2/5…第24回サイエンスショーフェスティバル

2/4…親子で楽しむコンサート 塚越慎子の魔法のマリンバ

3/4…ひなまつり  ジャズ&スタンダード・ライヴ

P8

P2

P3
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地域社会の発展と心豊かなまちづくりに寄与する財団です　公益財団法人日立市民科学文化財団平成28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。

サイエンスショーフェスティバル

ニューイヤーオペラコンサート

土岐麻子akiko エミ・マイヤー
ひなまつり ジャズ＆スタンダード・ライヴ

日立市少年少女合唱団定期演奏会 よしもとお笑いまつりin日立

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
PiCK UP

お す す め 情 報
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●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科学部
●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
　物理部・化学部・（生物部・地学部）
※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。

日立市内の青少年によるサイエンスショー

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。

青少年の部 10：30～14：30

参加料：100円

【第一部】14：00～14：45

実験名人の部 ★科学館の入館には入館料が必要です
☆天球劇場の入場には観覧券または整理券が必要です

1/29日

2/5日

〈両日開催〉

時間：10：30～12：30
会場：科学館８階フロア

工作コーナー

☆要整理券
（10：00から地下1階チェックインカウンターにて配布）

①10：30～10：45　②11：00～11：15
③11：30～11：45

先着500名様入館無料（以降は科学館入館料が必要です）

出
演
団
体

★要入館料

★要入館料　※1/29（日）は、先着500名様無料です

「スペシャルゲストによるサイエンスショー」天球ステージ
☆要観覧券（観覧券の申し込み方法については下記をご覧ください）会場：天球劇場

会場：科学館９階サイエンス スタジオ

【第二部】15：15～16：00

入場無料／各回先着200名様

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。

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。

【天球ステージ観覧券について】
第一部か第二部どちらか
希望の時間帯を往復はが
きでお申し込みください

記入事項： ①代表者の名前　②住所　③参加人数（１枚のはがきで５名まで）
　　　　　④希望時間
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

工作・科学実験に参加できるブース 会場：科学館

1/13㊎必着／応募多数時は抽選／定員各回150名

山田ふしぎ 科学家ちきん・科学家すずめ

ネコと宇宙を旅して
実験ニャン！

科学マジックで
漫才！？
笑いと驚きの45分！

（　　　　　　　　　　　   ）サイエンスコーディネーター、
サイエンスライター、科学マンガ家、声優

（全日本科学漫才研究会）

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 プラバンキーホルダー

大人520円、 小中学生320円、 幼児無料科学館入館料

全国の科学館から集まった
実験名人のサイエンスショーが

見られるよ！

実験体験ブース

1/29日 10：30～15：00（工作のみ16：00まで）
2/ 5 日 10：30～16：00

プラネタリウム特別プログラム
『行き先はあなた次第！
「日立発 宇宙ミステリーツアー」』

科学館ステージ
「実験名人によるサイエンスショー」
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ⓒShingo
　Azumaya

親子で楽しむコンサート 塚越慎子の魔法のマリンバ

国際コンクールで数々の賞を受賞した世界的なマリンバ奏者、塚越慎子（つかごしのり
こ）さんがシビックセンターにやって来ます！皆さんがよく耳にする曲が、塚越さんの“魔
法”でどんな風に変わるのか…必聴です！！

発売中 1/21 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

2/4㊏ 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

［出　演］ 塚越慎子（マリンバ）、志村和音（ピアノ）
［曲　目］ ベートーヴェン：エリーゼのために、葉加瀬太郎：情熱大陸
　　　　  サン＝サーンス：白鳥、モンティ：チャルダッシュ ほか

全席指定

劇団飛行船50周年記念公演「ピーターパン」

光り輝く永遠の国“ネバーランド”で巻き起こるピーターパンのお話。フライング
の迫力はもちろん、不思議なブラックアート空間やきらめくイルミネーションなど、
舞台ならではの驚きがたくさんつまった作品です。

［お問合せ：日立市民会館］発売中

2/15㊌ 10：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  Ｓ席 2,000円
 Ａ席 1,500円
 Ｂ席 1,200円

全席指定

akikoakiko

エミ・マイヤーエミ・マイヤー

土岐麻子土岐麻子

CMでもお馴染み、ポップなジャズ・フィーリングの土岐麻子、50年代の
アメリカンドリームから抜け出てきたようなスウィンギーなakiko、パリ
のアンニュイとモノクロームを綴るエミ・マイヤーのブルージィなジャ
ズ・ヴォイス3人3様のジャジーなヴォーカルに酔いしれる夕べを。

ひなまつり ジャズ&スタンダード・ライヴ
3/4㊏ 17：30開演

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  一　　般 4,000円（当日4,500円）
 高校生以下 2,000円（当日2,500円）

［出　演］ 土岐麻子、akiko、エミ・マイヤー ほか
［曲　目］ 「マイ・フェイバリット・シングス」、「スマイル」 ほか　

全席指定

［お問合せ：日立市民会館］発売中 2/18

第29回ひたち童謡のつどい

第一部は地元幼稚園や合唱団による歌のステージ、第二部はＣＭなどでもお馴染み
の”たにぞう”こと谷口國博さんと、きよこお姉さんによる歌と踊りのファミリーコン
サートです。お楽しみに！

発売中 ［お問合せ：日立市民会館］

1/22㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  一　　　般　　1,000円
　　　　   中学生以下　　　500円
　　　　   ペア（前売のみ）　1,300円

［出　演］ 第一部 十王幼稚園・保育園、日立市立金沢幼稚園、
　　　　  　　　 日立市少年少女合唱団、ひたち童謡を歌う会
　　　　  第二部 たにぞう（谷口國博）、きよこ（『デ・ポン！』お姉さん） 

全席指定

たにぞう きよこ

入場無料

平成28年度日立市少年少女合唱団
定期演奏会『あいあいコンサート』

日立市少年少女合唱団員たちによる歌のプレゼント。日頃の活動の集大成をご覧く
ださい。

［お問合せ：日立市民会館］

3/26㊐ 13：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［出　演］ 日立市少年少女合唱団、
　　　　  合唱体験教室参加者（P4.参照）

入場無料

ひたち街角小劇場第34弾
県北地区高校演劇部第5回春季フェスティバル

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

［お問合せ：多賀市民会館］

3/25㊏、3/26㊐ 9：30開演
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［出　演］ 茨城県県北地区高等学校演劇部 ほか

よしもとお笑いまつりin日立

今年もよしもとのお笑い芸人たちが日立にやってくる！！抱腹絶倒のステージに乞う
ご期待！

12/10発売 ［お問合せ：日立市民会館］

2/16㊍ 19：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  3,500円（当日4,000円）
［出　演］ 中川家、COWCOW、佐久間一行、とろサーモン、
　　　　  ジャルジャル、バンビーノ、オスペンギン
　　　　 

全席指定

COWCOW 佐久間一行

ひたち街角小劇場第33弾
「第2回ひたち短編演劇祭～トライアングル～」

日立市で活躍している３劇団に、古河市を中心に都内でも活躍している「自己批判
ショー」をゲストに迎え、ひたち街角小劇場短編演劇祭を開催します。４劇団の白熱の
演技を是非ご覧ください。

2/26㊐ 11：00／15：00
［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］  大　人 1,000円（当日1,500円）
 高校生 1,000円（前売り/当日）
 中学生以下 無料（要予約）

［出　演］ チーム無印、劇団五寸釘、 ＥＴＣひたち、自己批判ショー

全席自由

発売中 ［お問合せ：多賀市民会館］

第3回アトリウム野点
3/25㊏ 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］ 40人（当日先着）

［協　力］ 日立茶道連盟 小松崎社中（裏千家）

季節のお菓子と抹茶を一服味わってはみませんか。
大人から子どもまで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］

バギーコンサートvol.3
3/5㊐ 13：30～14：00

［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 谷口和子（ヴァイオリン）、大内和美（ピアノ）、
　　　　  小林泰子（読み聞かせ）

小さなお子様とご一緒にお楽しみいただけるコンサー
トです。絵本『にじいろのしまうま』に素敵な音楽をのせ
てお届けします。

［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.12
3/19㊐ 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］ 中川幸恵
［曲　目］ ショパン：バラード第4番
　　　　  ディズニーソングからワンスアポンアタイム ほか

ピアノソロです。幼稚園で、音楽の素晴らしさを伝えられるように、日々の保育の中や行
事の際に演奏をしています。美しい曲を美しい音色で、楽しい曲を弾むように、聴いてく
ださる方が癒しを味わえる演奏をお届けします。

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

アトリウム装飾「正月」
1月上旬
9：30～22：00

［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［協　力］ 日立華道連合会 草月流

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

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

映画会「海よりもまだ深く」

是枝裕和監督作品。夢見た未来とちがう今を生きる、元家族の物語です。

［お問合せ：日立市民会館］発売中

2/5㊐
10：00／13：00／16：00 開演

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  1,000円
［出　演］ 阿部寛、真木よう子、樹木希林、橋爪功、
　　　　  小林聡美、リリー・フランキー ほか

全席自由

ⓒ2016フジテレビジョン
　バンダイビジュアル AOI Pro. ギャガ

アトリウムコンサートvol.11
～春先取り！音楽で綴る春の喜び～

1/29㊐
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］ 東屋敷尚子（ソプラノ）、秋葉桃子（ピアノ）

［曲　目］ ティリンデッリ：おお春よ
　　　　  歌劇≪ジャンニ・スキッキ≫より 「私のお父さん」 ほか

ピアノ連弾で、クラシックからミュージカルソング、ポピュラーソングまで幅広いレ
パートリーを演奏。聴いてくださる方の心がほっこりするような音楽をお届けします。

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

東屋敷尚子 秋葉桃子

第20回ニューイヤーオペラコンサート
～愛のメッセージは歌に乗せて～

イタリア・オペラの巨匠ロッシーニ、ドニゼッティ、ベッリーニの作品とメノッティの代表作のオペラ《電
話》を上演します。「オペラは初めて」という方にもお楽しみ頂けるプログラムです。良席は、お早めに。

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］ 音楽監督・指揮：大浦智弘／ソプラノ：西本真子・宍戸茉莉衣
　　　　  メゾ・ソプラノ：大津香津子／テノール：相山潤平
　　　　  バリトン：大島嘉仁／合唱：ひたちオペラ合唱団
　　　　  アンサンブル：ニューイヤーオペラアンサンブル

［曲　目］ 《愛の妙薬》より「人知れぬ涙」、
　　　　  《ドン・パスクァーレ》より「あの騎士の眼差しは」
　　　　  《ノルマ》より「清らかな女神よ」、《電話》全１幕 ほか

全席指定

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］12/20

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（ピアノ連弾）、
　　　　  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

1/28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］4/9

熊谷邦子 鈴木範之

石坂淑恵 枝川孝行

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。
※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください

初春落語会
1/21㊏ 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）、柳家小菊（粋曲）、
　　　　  林家うん平（落語）

全席指定

初音家左橋 柳家小菊 林家うん平

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］1/13

ロン=ティボー、エリザベート各国際コンクール第2位、歴史的
ヴァイオリン名手・パガニーニのライバルと絶賛されたヴァイオリ
ニスト・成田達輝と、ジュネーヴ国際コンクールで優勝したピアニ
スト・萩原麻未のデュオをお届けします。

洋楽文庫第2章  成田達輝＆萩原麻未Duo!
1/29㊐ 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
［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　

全席指定

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］1/15

©Hiroki Sugiura©Hiroki Sugiura

©Akira Muto©Akira Muto

日立シビックセンター市民音楽企画 アンサンブルの祭典2017

タイムテーブル 10：30～アンサンブル公開レッスン受講者のコンサート（アトリウム）
 13：00～講師コンサート（音楽ホール）
 14：30～レッスン開始（4会場で並行して行います）

迫昭嘉迫昭嘉

 3/18㊏ 10：30開始（講師コンサートは13：00開演）
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール ほか
［入場料］  一日通し券 1,000円
 （全てのレッスンとコンサートをご覧いただけます）

［出　演］ 迫昭嘉（ピアノ）、渡辺美穂（ヴァイオリン）、
　　　　  工藤重典（フルート）、日髙剛（ホルン）©武藤章©武藤章

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］

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）

1月

3月

前 売 情 報

2月

2 3



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

1/22㊐

1/28㊏

2/19㊐
3/5㊐

3/20㊊
3/26㊐

第19回ヴォーカルアンサンブルフェスタ茨城

「みんなの学校」上映会＆飛田隆氏講演会 

日立市芸術祭 日立能楽会新春発表会
第37回日本フルートフェスティバルin茨城

茨城大学吹奏楽団第58回定期演奏会
第40回全日本おかあさんコーラス茨城県大会

茨城県合唱連盟、茨城県高等学校文化連盟、（公財）げんでん ふれあい茨城財団

地域子育て支援事業実行委員会、（公財）日立財団、日立市教育委員会
日立能楽会、日立市、日立市文化協会

茨城笛の会（一般社団法人日本フルート協会茨城部会）
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

日立市民会館/ホール
2/26㊐
3/27㊊

青少年健全育成のための市民のつどい
定期演奏会

日立市青少年育成推進会議
多賀中学校吹奏楽部

多賀市民会館/ホール
1/9㊊
1/22㊐

1/28㊏～1/29㊐
2/4㊏～2/5㊐

2/11㊏～2/12㊐
2/18㊏
2/19㊐
2/25㊏
2/26㊐
3/1㊌
3/4㊏
3/5㊐

3/11㊏～3/12㊐
3/16㊍～3/18㊏

3/19㊐

ダンスパーティー
第１２回ひたち郷土かるた大会
日立書道連盟展・日立市小中学校書初め展
ソロ・コンテストいばらき
池坊75周年記念花展
ピティナステップ
ヤマハ音楽教室発表会
講演会
コンタクトフリーダンスパーティー
防災講演会
お別れ発表会
Drops Party!! vol.2
ヤマハ音楽教室発表会
ファミレド市追い出しコンサート
吹奏楽部定期演奏会

Music Bless Men
日立市青少年育成推進会議

日立書道連盟
茨城県吹奏楽指導者協会

池坊日立支部
ピティナ（全日本ピアノ指導者協会）

(株)クシダピアノ社
一般社団法人日立歯科医師会

コンタクトフリー
日立市防災協会

学校法人たみ学園認定こども園・ほほえみ水木わかば幼稚園
Studio Drops
（株）映光社
ファミレド市

日立市立泉丘中学校

2/26㊐
3/5㊐
3/25㊏
3/26㊐

ひたちシネマスペシャル
アリシアベリーダンス発表会
ピアノ発表会
Spring Concert 17

日立市視聴覚センター
Arishia Belly Dance

西尾由美子
弓野まどか

多用途ホール

1/6㊎～1/12㊍
1/17㊋～1/22㊐
1/25㊌～1/29㊐
2/2㊍～2/5㊐
2/6㊊～2/12㊐
2/14㊋～2/19㊐
2/21㊋～2/26㊐

3/11㊏～3/12㊐
3/22㊌～3/26㊐

日立市在住日展洋画作家展
2017ちいさな文化展！～ゆっくりそして歩きだそう！
県北退職教職員の会 趣味の作品展
第34回香雅書道展
第30回魁(さきがけ)美術会 絵画展
ふるさとの英霊大東亜戦争戦没者追悼展
第13回フレンドシップ・キルト展

第8回ひたちこども芸術祭
第23回教育友の会写真クラブ県北支部写真展

日立市在住日展洋画作家の会
ちいさな文化展、日立会演劇部

県北退職教職員の会
香雅書道会
魁美術会

ふるさとの英霊展実行委員会

日立国際交流協議会、第１3回フレンドシップ・キルト展実行委員会
ひたちこども芸術祭推進委員会、日立市

教育友の会写真クラブ県北支部

ギャラリー

募集/講座情報 （先着順） ※一部、応募者多数の場合、抽選になるものあり

申 

込

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

大人のための数学教室̶数学の考え方̶

数学者・矢野健太郎氏の著書「数学の考え方」を使って、数学（数）の歴史から現代
数学まで触れていきます。

1/12㊍ 「集合」
2/ 2 ㊍ 「数学思想の流れ」
3/ 2 ㊍ 「生涯学習としての数学」 
［時　間］ 10：00～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター ４０１号
［定　員］ 24人 
［講　師］ 渡辺信（元東海大学教授）
［受講料］ 各200円 

おとな

申
込 受付中 0294-24-7731

茶道講座～盆略点前を学ぶ～

初心者向けの教室です。礼から始まり、盆略点前でお茶を点てるところまで、茶道の
基本と心を学びます。

1/25、2/8、22、3/8、22
※いずれも水曜日（全5回）
18：30～20：30
［会　場］ 日立シビックセンター 茶室、和室
［定　員］ 15人
［講　師］ 山崎宗陽（裏千家教授）
［受講料］ 5,000円

おとな

申
込 受付中 0294-24-7711

ベビーシッターサービスあり
※詳しくはお問合せください

大人のための科学教室
「プラスチックの魅力と高分子の世界」

電気を流すプラスチックや光を発するプラスチックなど、身近にあるプラスチック製品
から最先端の高分子の研究についてお話しします。

1/16㊊ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 401号
［定　員］ 24人
［講　師］ 福元博基（茨城大学工学部准教授）
［受講料］ 200円

申
込 受付中 0294-24-7731

おとな

ミュージックトレイン2017
第1部レッツ・ブラス、第2部ホールコンサート出演者募集こども おとな

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
を希望される方、団体を募集します。

5/7㊐ 第1部9：30～13：00／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 音楽ホール
［対　象］ 音楽経験者
［募集人数］ 第1部：２００人　 第2部：３０組
　　　　　　　　　　　　　   （編成：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）

申
込
3/4㊏
10:00～

0294-
24-7755

ＦＡＸでお申込みください

うたとお話で綴るオペラコンサート
～指揮者編～

「オペラって何？」からはじまり「指揮者はオペラでは何をするの？」まで、オペラにつ
いてのヒミツをお話します。

3/25㊏ 14：00～16：00
［会　場］ 日立シビックセンター 第２音楽室
［定　員］ 70人
［出　演］ 松下京介、黒田詩織、望月一平、橘知里
［入場料］ 無料

こども おとな

©BANAZO©BANAZO
松下京介松下京介

申
込 1/28㊏10：00～ 0294-24-7755

多賀市民会館開館10周年記念
「ラジオ深夜便のつどい」公開収録観覧募集こども おとな

多賀市民会館開館10周年を記念して、NHK全国放送「ラジオ深夜便のつどい」
の公開収録を実施します。「ラジオ深夜便」のアンカーが心温まるトークをお届け
します。ゲストによる講演会もあります。

1/14㊏ 13：30～16：00
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［入場料］ 無料（要入場整理券）
［出　演］ 寺内タケシ・宮川泰夫・高橋淳之
　　　　  南山吉弘アナウンサー（NHK水戸放送局）

申
　
込

往復はがきに必要事項を明記の上、お申込みください
応募者多数の場合は抽選となります
詳しくはチラシ、ホームページ等をご覧ください
受付中 １２/15㊍必着

多賀市民会館

寺内タケシ寺内タケシ

大人のための科学教室
「タンパク質のかたちと薬のかたち」

タンパク質の構造から分かる病気及びその治療薬についての話しと、ノーベル賞で
話題のオートファジーについてお話しします。

1/23㊊ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 401号
［定　員］ 24人
［講　師］ 海野昌喜（茨城大学工学部教授）
［受講料］ 200円

申
込 受付中 0294-24-7731

おとな

廃線の危機にあった、ひたちなか海浜鉄道を立て直した講師の経験談を中心に、こ
れからの可能性について講演します。

2/18㊏ 13：30～15：00
［会　場］ 日立市民会館
［定　員］ 100人
［講　師］ 吉田千秋（ひたちなか海浜鉄道株式会社 代表取締役）
［受講料］ 無料

申
込 1/7㊏９：30～ 0294-22-6481

親子で楽しむ天文教室
̶星座早見盤を作ろう！̶

冬の1等星や星座を楽しく学び、星座早見盤の製作等を行います。その後、作った星座
早見盤を使って、星座を探します。

1/15㊐ 17：00～18：30
［会　場］ 日立シビックセンター科学館
［定　員］ 12組
［講　師］ 八重座明（シビックサイエンススタッフ）
　　　　  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］ 400円

申
込 受付中 0294-24-7731

おやこ

※実際に製作するものとは
　異なる場合があります

シビックサロン「桜のお花見料理教室」

桜を利用した見た目も華やかなお花見弁当を作ります。また、料理だけでなく、盛り
付けまでレクチャーします。今年のお花見は見るだけでなく、食べても楽しんでみま
せんか。メニューの詳細はホームページをご覧ください。

3/4㊏ 11：00～13：30
［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［定　員］ 30人
［講　師］ 岡村比都美（さくらコーディネーター）
［受講料］ 2,500円

おとな

申
込 1/22㊐10：00～ 0294-24-77112/24

1/8㊐ 日立市成人祝 2017年日立市成人祝実行委員会

新都市広場／マーブルホール

日立市少年少女合唱団
合唱体験教室参加者募集

歌が大好きなお友達を大募集！楽譜が読めなくても大丈夫です。合唱団の先生が
やさしく、楽しく教えてくれます。3/26（日）の定期演奏会『あいあいコンサート』
（P3.参照）で成果を発表します。

1/28㊏、2/25㊏、3/18㊏、25㊏、26㊐
13：30～15：30
［会　　場］ 日立市民会館
［対　　象］ 市内年長～小学6年生
［募集人数］ 20人
［参 加 料］ 500円

こども

申
　
　
込

申込書に必要事項を明記の上、お申込みください
詳しくはチラシ、ホームページ等をご覧ください
１２/5㊊9：00～

日立市民会館

0294-22-6481 0294-22-6633

第９回子どもオペラ学校参加者募集

「考える・理解する・伝える」の３つをテーマに実施した第８回子どもオペラ学校。続く
第９回では、同じテーマで、モーツァルトのオペラ《魔笛》の公演を創っていきます。
音楽の好きな子大募集、初心者も大歓迎です。

2/11㊏㊗～8/6㊐
［会　　場］ 日立シビックセンター 音楽室 ほか
［対　　象］ 小学3年生～中学2年生（応募時）
［募集人数］ 40人
［参 加 料］ 月額4,000円（2月～7月の6カ月間）

こども

日立シビックセンター
ホール事業課

申
　
込

申込書に必要事項を明記の上、お申込みください
詳しくはチラシ、ホームページ等をご覧ください
１２/18㊐10：00～1/22㊐必着

0294-２４-７９７９

申
込 1/15㊐10：00～ 0294-24-77112/17

シビックサロン「三線体験講座」

沖縄の伝統楽器である三線を気軽に体験できる講座です。三線の弾き方から沖縄
民謡「南嶽節（なんだきぶし）」にチャレンジ。沖縄が好きな方はもちろん、買う前に試
してみたい方、新たな趣味を探している方も大歓迎です。三線の奥深い音色に出会
うチャンスです。

3/5㊐ 13：30～16：00
［会　場］ 日立シビックセンター トレーニングルーム
［定　員］ 12人
［講　師］ 民族歌舞団荒馬座
［受講料］ 1,000円

おとな

【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）

第161回文化サロン
「ローカル線とまちづくり」こども おとな

大人のための天文教室
～春の星空の楽しみ方～

春の星空は明るい星が少ないですが、宇宙にある無数の銀河を見渡すことのできる
季節です。今回はそんな春の星空に輝く１等星や星の並び、星座の探し方など、星空
を楽しむポイントについて紹介します。

3/15㊌ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 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］ 200円

おとな

申
込 受付中 0294-24-7731
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〜
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特
別
上
映

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。
1月 慣性で大歓声！
2月 静電気であそぼう
3月 空気はとっても力持ち
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

◆1/5木～3/8水
13：00～ 14：30～ 16：00～11：00～

WE ARE
STARS

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

WE ARE
STARS

団体予約
専用

ぬすまれた月

期間/時間

平　日

土日・祝日

◆3/11土～4/5水
13：00～ 14：30～ 16：00～11：00～

秘密結社
鷹の爪

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

秘密結社
鷹の爪

団体予約
専用

秘密結社鷹の爪

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
メンテナンス休館：1/31（火）
天球劇場のみ：2/5(日)、3/9(木)・10（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：2017/3/31（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
・
春
休
み
期
間（
3
／
25
〜
4
／
 5
）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

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。（メニューは2か月ごとの更新）

工作教 室　「化石レプリカをつくろう」

化石のお話をきいたり、アンモナイトや
三葉虫などの化石のレプリカを作るよ！

協力：茨城県立自然博物館

体験コーナー　「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
帰れるよ！

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

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！

番組の
対象

所要時間：約10分
対　象 : 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
　　　　　（当日10:00から8階入口で参加受付）

時　間：10:30～16:00
　　　　（12:00～13:00昼休み）
参加料 : 200円
定　員 : 1日60人
　　　　（当日10:00から整理券配布）

参加料： 200円　
定　員：各回30人
申　込：2/19（日）10:00から電話受付 TEL：0294-24-7731

3/25土～4/5水 開催
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： ①11:00/12:00/14:00/15:00
　　　　②11:30/12:30/14:30/15:30
定　員：各回10人

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
　8階入口で配布

①「スノードーム」
②「入浴剤」

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。

[3/4土～4/30日][1/7土～2/26日]※1/29、2/5はお休みです

★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）

【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】

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
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スノードーム 入浴剤 ふしぎなしおり 光るフォトフレーム

参加料100円

参加料200円 ①「ふしぎなしおり」
②「光るフォトフレーム」 参加料100円

参加料100円

①「きらきらブンブンごま」
②「ビー玉万華鏡」

[1・2月]

PPプラトンボ UV（紫外線）ストラップ

[3・4月]
①「PPプラトンボ」
②「UV（紫外線）ストラップ」

科 学 館
SCIENCE WONDERLAND

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト（
3
／
25
〜
4
／
 5
）

毎
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

WE ARE STARS 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

「私たちは何でできているのか？」
という問いについて、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。

ぬすまれた月
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

女優の大竹しのぶさんが語りを
務め、月をめぐって繰り広げら
れる物語と共に、国や地域に
よって異なる月の呼び名や模
様、月の満ち欠けなども紹介し
ます。絵本タッチのやさしいイ
ラストとともに、ゆったりとし
た雰囲気をお楽しみください。

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

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

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。

地下１階

きらきらブンブンごま ビー玉万華鏡

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

人間の視力では見分けられない星すら再現すると言わ
れる、世界屈指のプラネタリウム投影機「MEGASTAR
(メガスター)」。その機能を活かして、星の世界をたっ
ぷりとお楽しみいただけるプログラムです。

3/17金 19：00～19：50　18土 18：00～18：50

MEGASTARスペシャル

プラネタリウムで、冬の時期に見られる星や星座の探
し方、日没後に西の空に見られる火星と金星などを学
んだ後、屋上で実際に天体望遠鏡を使って観察します。

2/18土 18：00～19：30

3/26日

※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

普段は見ることができないサイエン
スショーを行います。１日で３つのサ
イエンスショーが見られるよ！わく
わく、びっくり☆科学館で
楽しいお正月をすごそう！

サイエンスショーまつり

２０１７．1/5木・６金
１０：３０／１２：００／１５：００

※1/29、2/5、3/25～4/5はお休みです

(画像提供：NASA/JPL)

※3/9（木）、10（金）は、メンテナンスのため上映を休止します

※2/5（日）は、「第24回日立サイエンスショーフェスティバル」開催のため上映を休止します

NEW NEW

①10：30～12：00 ②13：30～15：00

春休み

イベント

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も実演しています。
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。

～化石でたどる地球の歴史
～


