
■日立シビックセンター科学館・天球劇場 ・開館時間　9：00～17：00（最終入館16：30）
・休館日　12/26㊊、12/28㊌～1/1㊐㊗、1/10㊋～1/13㊎、1/30㊊～1/31㊋、2/27㊊～2/28㊋

☎  0294-24-7731
〒317-0073  茨城県日立市幸町1-21-1

Ⓒ上野隆文

出口大地
©hiro.pberg_berlin

※この演奏会は、競輪の補助を受けて開催します。

安藤享平村松修

東京フィルハーモニー交響楽団日立特別演奏会 ～氷上のオーケストラコンサート～

［出　演］出口大地（指揮）、廣津留すみれ（ヴァイオリン）、田添菜穂子（ナビゲーター）
［会　場］日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］全席指定　一般5,000円、ステージサイド席4,000円、
　　　　　　　　　高校生以下2,000円
　　　　※シビックメンバーズ各200円引、特別会員各300円引、
　　　　　未就学児入場不可
［申込み］受付中　0294-24-7720

2/4㊏ 15：00開演

新春の運試し！抽選会で素敵な景品を当てよう！
1/2㊊㊡～1/9㊊㊗◆正月イベントも同時開催！

期間中の土日、特別なゲストによる実験ショーが楽しめます！
1/28㊏～2/19㊐の土日
第30回日立サイエンスショーフェスティバル

［対　象］科学館入館者
※時間は決まり次第HPでお知らせします。

おもちゃ鉄道の大型ジオラマや精巧な大型模型まで、様々な
展示が大集合！鉄道の仕組みや日立市内の鉄道について、
遊びながら学んでみよう！

～1/9㊊㊗ 9：00～17：00
冬の特別イベント「鉄道キッズワールド」
［会　場］オリエンテーションルーム
［対　象］科学館・天球劇場入館者

日本初！
日本列島大分析『地球化学図』の
パネルを展示します。

1/2㊊㊡～2/26㊐ 9：00～17：00
ミニ企画展示「元素で見る『地球化学図』」展

［資料提供］産業技術総合研究所 地質調査総合センター
［対　　象］科学館入館者

有効期限：2023/2/26㊐

①2/25㊏ 10：30～11：15、14：45～15：30
②3/19㊐ 10：30～11：15、14：45～15：30

全国★プラネタリアンライブ解説

［出　演］①村松修（コスモプラネタリウム渋谷プラネタリウム解説員）
　　　　②安藤享平（郡山市ふれあい科学館学芸員）
［申込み］1/16㊊　10：00～　HPにて

全国のプラネタリウムの名物解説員による、星空や宇宙に関するライブ
解説を行います。※料金は入館料と同額ですが、通常の入館とは異なる
入場チケットが必要です。HPにてお申込みください。
①その道一筋40年の大ベテラン、伝説のプラネタリウム解説員による
　解説です。
②地上から世界一高いところにあるプラネタリウムのベテラン解説員
　による解説です。

近 代 プ ラ ネ タ リ ウ ム 誕 生 1 0 0 年 企 画

入館料

※（　　）は30人以上の団体割引料金。　障がい者は付添者1人含む。

500円（450円）

500円（450円）

200円（150円）

200円（150円）

750円（650円） 300円（200円）

大人［大学生以上］小人［小・中・高校生］高齢者［65歳以上］

無料

幼児・
障がい者入 館 料

科 学 館

天球劇場

セット券（科学館+天球劇場）

１階チケット
カウンターで
チケットをお
買い求めくだ
さい。

2022年12月5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12月2日現在の情報です。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点等により、掲載したイベント、チケット発売及び申込みは中止または変更となる場合がございます。

1/9㊊㊗までの土日祝日と冬休み
　①パンダキャンドル　②ランプケース
1/14㊏からの土日祝日
　③くるくるレインボー　ほか ①① ②② ③③

ひ ら め き 工 作

毎日
開催

サイエンスショー 10：00～、11：15～、14：30～、15：45～
1～2月は「♪おと♪のサイエンス」と「シャボン玉の科学」を行います。

1/2㊊㊡ 14：45～15：25
［申込み］ 観覧募集　12/19㊊　10：00～　HPにて
  リクエスト募集　～12/26㊊まで　右記QRにて
「あの日の星空が見たい」、「星を見ながらこんな音楽が聴きたい」という
あなたのご要望にお答えします！

プラネタリウム  リクエスト・アワー

2/6㊊ 10：30～11：00
［申込み］ 1/23㊊　10：00～　HPにて

0歳から楽しめるプラネタリウムです。

ひよこプラネタリウム
～冬のほしぞら～

通常上映

特別上映

上映スケジュール

各番組の上映日時や
内容はHPから
ご確認ください→

東京フィルハーモニー交響楽団、4年ぶりの日立公演!!
毎年冬に注目をあびるスポーツといえばフィギュアスケート。フィギュアスケート界
の名演を生み出した音楽を、オーケストラの生演奏にてお贈りいたします。氷上を
彩る数々の音楽を、お話つきのコンサートでお楽しみください。

静電気の反発の力を利用して、ティッシュペーパーや
ビニールなどを浮かばせる実験をします。

2/6㊊、2/20㊊ 15：30～17：00
放課後かがくクラブ
［会　場］オリエンテーションルーム
［料　金］無料　※入館料不要
［対　象］小学生

第33回ひたち童謡のつどい
［出　演］ 第1部： 茨城キリスト教大学附属認定こども園せいじ園、おおもり保育園、
  かみね保育園、日立市少年少女合唱団、ひたち童謡を歌う会
 第2部： 鈴木翼、ロケットくれよん
［会　場］ 日立市民会館ホール
［料　金］ 全席指定 一般前売　1,000円
   当日　1,200円
  3歳～中学生以下前売 500円
   当日　　 600円
　　　　（前売のみ）親子ペア 1,200円
 ※シビックメンバーズ一般 900円
 　3歳～中学生以下 450円
 　親子ペア 1,150円
［申込み］ 受付中　0294-22-6481

1/15㊐ 14：00開演

ミュージックトレイン2022「みんなでつなぐホールコンサート」
［会　場］ 日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］ 無料

1/29㊐ 13：30開演

ゆったりシエスタ★
プラネタリウム

星めぐり☆プラネタリウム

土日祝日

平日
「チコちゃんに叱られる!」ⒸNHK

プラネタリウムでチコちゃんに
叱られる！チコとキョエの宇宙
大冒険！無知との遭遇

ⒸKAGAYA studio

星の旅 -世界編-

専門家の先生と一緒に、実験や工作から宇宙を楽しく
学びます。

サクリエ☆スクール「宇宙実験教室」
①キッズコース 2/18㊏、2/19㊐ 10：00～12：00  ②基礎コース 2/18㊏ 14：00～17：00
［講　師］ 川瀬源（コズミックカレッジ講師）
［会　場］ オリエンテーションルーム
［料　金］ ①1,000円　②800円
［対　象］ ①小学1～3年生とその保護者
 ②小学4～6年生
［申込み］12/23㊎　10：00〜　HPにて

サクリエとハレニコでスタンプを10個集めると、それぞれの招待券がもらえます！

～3/31㊎サクニコ！スタンプラリー

「未来の学習ツールを考える」をテーマに、プログラミング体験などのブースを出展します。
1/8㊐～1/9㊊㊗ 10：00～16：30◆茨城大学工学部オープンラボ

Ⓒチャギントン

チャギントン　  　　   
～星空にレッツライド！～

　　　 with つるの剛士

天球劇場平日限定スタンプカード
「STAR★MILEAGE」実施中!

日 立 シ ビ ッ ク セ ン タ ー 科 学 館 ・ 天 球 劇 場 は お 正 月 1 / 2 か ら 開 館 ！   ※ 1 / 2 ～ 4 は 9 ： 0 0 ～ 1 6 ： 0 0 （ 最 終 入 館 1 5 ： 3 0 ）

はやしべさとし  三十歳の旅立ち ～叙情歌を道づれに～ 日立編

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　6,600円　※未就学児入場不可
［申込み］受付中　0294-22-6481

2/4㊏ 15：00開演

鈴木翼

たにぞう いとうまゆ

薄井美伽 黒澤栄理子

ロケットくれよん

様々なジャンルの個性あふれる生演奏が楽しめる、
市民参加によるコンサートです。
第1部はピアノソロと弾き語り、第2部は様々なジャンル
のアコースティック演奏をお楽しみください。

バギーコンサート　Let's go to the zoo!
～おんがく動物園へ行こう！～
［出　演］ 佐川静香（ピアノ）、ジェロー（トランペット）
［会　場］ 日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］ 無料
［申込み］ 1/14㊏　10：00～　HPにて

2/20㊊ 11：00開演

いろいろな音楽があふれるおんがく動物園には、どんな動物が隠れているのでしょう!?
音楽の中にいる動物を探したり、英語を使いながら音楽に合わせて体を動かしたりと親子で楽しめる
体験型音楽コンサートです。

ギャラリーコンサートVol.6

［出　演］ La・Jouer
［会　場］ 多賀市民プラザギャラリー
［料　金］ 無料
［申込み］ 1/14㊏　9：00～　HPまたは0294-34-1727

2/23㊍㊗ 14：00開演

午後のひと時を音楽とともにゆっくりと過ごしませんか。
ジャズ、タンゴ、シャンソン、ポピュラーソングを
ちょっとお洒落なアレンジでお届けします。

たにぞう・いとうまゆ
ファミリーコンサート
［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］一般1,200円、高校生以下500円、親子ペア1,500円
　　　　※シビックメンバーズ一般1,100円、
　　　　　親子ペア1,400円
［申込み］1/11㊌　10：00～　0294-24-7720

2/23㊍㊗ 14：00開演

音楽を聴いたり、体を動かしたりして楽しく過ごせる
ファミリーコンサートです。

ワンコイン・コンサート ～声の饗宴～
［出　演］ 薄井美伽（ソプラノ）、黒澤栄理子（ソプラノ）、
 阿部桂子（ピアノ）
［会　場］ 日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］ 全席自由　500円
［対　象］ 小学生以上
［申込み］  1/7㊏　10：00～　HPにて

2/26㊐ 14：00開演

バレンタインにホワイトデー…そんな愛の季節に、
日立市出身のソプラノ歌手ふたりが、いろんな国の
愛のうたをお届けします。

10：00、10：30、11：00、11：30、14：00、14：30、15：00、15：30

期間中の詳しいスケジュールはこちらからご確認ください→

1/2㊊㊡から上映開始

平日、天球劇場に3回入館いただくと、
科学館・天球劇場の招待券が
1枚もらえる！　  詳しくはこちらから→

その歌声に恋をする…泣きの貴公子「はやしべさとし」のコンサート決定!!
今回は、時の流れに身をまかせた「ふらり旅」。
のんびりと、ゆったりと、新たな年の始まりに、ご一緒に旅路につかれてみては
いかがですか。

ラ ・ ジ ュ エ

ハローキティ
トゥインクル☆
　　ムーンライト

NEW

番組ごとに上映日時が異なります。 詳細は右記上映スケジュールからご確認ください。

Ⓒ1976, 2020 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO.L635721
ⒸEXPLORERS JAPAN, Ltd

1/20㊎ 19：00～19：50、1/21㊏ 17：30～18：20
［料　金］ ハンドメイドアロマ＋プラネタリウム上映　1,000円
 プラネタリウム上映のみ　800円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 12/23㊎　10：00～　HPにて

アロマで愉しむプラネタリウム～冬の香り～

EVENT INFORMATION
日立シビックセンター／日立市民会館／多賀市民会館

2023.1-2

HP申込みは
こちらから→

←日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館の

　HPはこちらからご確認ください

科学館サクリエ

天球劇場

ベビーシッターサービスについて
開催日の2週間前までに日立シビックセンター
インフォメーションカウンターに直接または
電話でお申し込みください。
（料金　お子様1名につき1,000円）

コンサート



イベント・展示

上演・上映

ワークショップ・講座

橋本理沙maRin

国末貞仁 中川賢一 鵜木絵里
ⒸMika Oizumi

ゲド戦記Ⓒ2006 Studio Ghibli・NDHDMT

■日立シビックセンター ・チケット取扱い　9：00 ～ 18：00 ・休館日　毎月最終月曜日、12/28㊌〜1/4㊌
　※科学館・天球劇場は次ページ下参照

☎  0294-24-7711
〒317-0073  茨城県日立市幸町1-21-1

■日立市民会館 ・チケット取扱い　9：00 ～ 17：30 ・休館日　毎週火曜日、12/29㊍〜1/3㊋☎  0294-22-6481
〒317-0063  茨城県日立市若葉町1-5-8

■多賀市民会館 ・チケット取扱い　9：00 ～ 17：30 ・休館日　毎週火曜日、12/29㊍〜1/3㊋☎  0294-34-1727
〒316-0013  茨城県日立市千石町2-4-20

3/5㊐ 10：00～13：00
シビックサロン「アトリウム茶会－春」

［講　師］日立茶道連盟　裏千家　澁谷宗康社中
［会　場］日立シビックセンターアトリウム

［料　金］350円
［申込み］当日受付　※先着順40名

椅子に座って行うお茶会です。 子どもから大人までどなたでもお楽しみいただけます。

3/21㊋㊗ 14：00開演
中川賢一ファミリーコンサート

［出　演］中川賢一（ピアノ）、鵜木絵里（ソプラノ）、
 国末貞仁（サックス）
［会　場］日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］全席指定　一般1,200円、高校生以下500円、
 親子ペア1,500円
　　　　※シビックメンバーズ各200円引、
 　特別会員各300円引、
 　5歳未満入場不可
［申込み］1/28㊏　10：00～　0294-24-7720

歌、 ピアノ、 サックスが織りなす音色を聴いてみませんか？
ぜひ家族全員でホールに響く音色をお楽しみください。

3/5㊐ 10：00開演、14：00開演
「映画クレヨンしんちゃん   もののけニンジャ珍風伝」上映会

［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］全席自由　一般1,100円、高校生以下700円、子どもペア（高校生以下2枚1組）1,100円
 ※シビックメンバーズ各200円引、特別会員各300円引（子どもペアを除く）
［チケット］1/7㊏　9：00～　日立市民会館、多賀市民会館、日立シビックセンター、
 ゆうゆう十王Jホールにて

3/25㊏、3/26㊐ 10：00開演

ひたち街角小劇場第58弾　県北地区高等学校演劇祭
第11回春季フェスティバル

［出　演］県北地区高等学校演劇部等
［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］全席自由　無料
［申込み］当日受付
ひたち街角小劇場は、2013年から高等学校演劇部の皆様と
とも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。
高校生の伸びやかで情熱溢れる舞台をぜひご覧ください。

3/19㊐ 15：00開演
tricolor BIGBAND LIVE

［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］全席自由　3,000円
 ※シビックメンバーズ200円引、
 　特別会員300円引、未就学児入場不可
［申込み］1/15㊐　10：00～　0294-24-7720
アイルランド音楽やケルト音楽をベースにしたオリジナルの音楽を演奏、 連続テレビ小説 「マッサン」 や
大河ドラマ 「西郷どん」 の音楽にバンドで参加するなど、 精力的に活動を続けるtricolorがビッグバンド
編成でお送りするスペシャルライブです。
※画像の編成とは一部異なります

3/19㊐ 10：00～11：30、14：00～15：30
フラダンスワークショップ

［講　師］富岡かず恵（日立市内ダンススクール講師）
［会　場］日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］1,500円

［対　象］小学生～中学生
［申込み］2/4㊏　10：00～　HPにて

ホールで照明を浴びながら、 みんなで楽しくフラを体験してみませんか？
初心者でも安心して参加できる内容です。

 1/15㊐ 第25回ヴォーカルアンサンブルフェスタいばらき …… 茨城県合唱連盟
 2/19㊐ 日立能楽会新春発表会 ……………………………………………日立能楽会

音楽ホール
日立シビックセンター

多賀市民会館／ホール
 2/4㊏ 𠮷田正音楽記念館
  みんなで奏でよう𠮷田メロディーコンサート～心に響く歌声を～
   …………………………………  日立市、𠮷田正記念事業推進委員会
 2/5㊐ 映画上映会「おらおらでひとりいぐも」…… 日立上映実行委員会
 2/19㊐ ヤマハ音楽教室発表会  …………………………  （株）クシダピアノ社
 2/25㊏ ピティナ・ピアノステップ……………… 全日本ピアノ指導者協会

日立市民会館／ホール
 2/18㊏ 十王幼稚園・保育園　発表会
  ………………（学）山の尾学園認定こども園　十王幼稚園・保育園

貸館情報 月日／催物名／主催

1/10㊋～1/15㊐ 2023・ちいさな文化展～歩むことの大切さ～ ………… 日立演劇連盟

 1/19㊍～1/22㊐ 第31回趣味の作品展 ……………………………… 県北退職教職員の会

 1/26㊍～1/29㊐ 西陣美術織 若冲動植綵絵展 ……… 西陣美術織全国巡回展実行委員会

ギャラリー

 1/28㊏ いばらき就職・転職フェア
  ………茨城労働局、茨城県内ハローワーク、NPO法人雇用人材協会

多用途ホール

 1/5㊍、2/6㊊ 新都市広場移動献血…………………… 茨城県赤十字血液センター

 2/4㊏～2/5㊐ クラフトマルシェ 雑貨村at
  ………………… 日立駅前地区活性化委員会、雑貨村at実行委員会
 2/11㊏㊗～2/12㊐ 日立スカイランタンフェスティバル …………… rain coat studio

新都市広場／マーブルホール

1/21㊏ 17：00開演、1/22㊐ 11：00開演、15：00開演
［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］一般前売1,500円、一般当日1,800円、
 高校生以下無料
［申込み］受付中　0294-34-1727

ひたち街角小劇場第57弾　演劇ユニット  チーム無印公演「アンフォゲッタブル」

～1/9㊊㊗ 17：00～22：00
［会　場］日立シビックセンター新都市広場
［料　金］無料

Hitachi Starlight Illumination 2022
～ヒカリウタ～

2/9㊍ 10：30開演

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「くまのがっこう  すてきな すてきな

おくりもの」
［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　前売2,800円、当日3,000円、
 親子券　1人につき2,000円　
 ※シビックメンバーズ2,600円、特別会員2,500円
［申込み］受付中　0294-22-6481

2/12㊐ 10：00開演、14：00開演
Civic Dance Fes.2022

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］無料
［申込み］観覧募集   12/10㊏   10：00〜   HPにて
 ※出演募集は受付終了

1/7㊏ 14：00開演
新春!!親子映画会withひたちシネマスペシャル

［内　容］「ゲド戦記」の上映会
［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］全席自由　無料
［申込み］12/17㊏　10：00～　HPまたは0294-34-1727
親子で楽しめるジブリ映画の上映会です。この機会にぜひスクリーンでジブリの
世界をお楽しみください。

トピックス

募集情報

90年代に人気を博した演劇集団キャラメルボックスの
戯曲を、演劇ユニット「チーム無印」が上演します。

茨城県内から公募により集まった様々なジャンルの
ダンスチームが、日立市民会館ホールに一堂に
会して、ダンスを披露します。

「星降るイルミ」をテーマに上下左右から光に包まれる幻想的な世界を創り出します。
360度光溢れる空間をご堪能ください。

1/7㊏～1/14㊏
［制　作］日立華道連合会池坊日立支部
［会　場］日立シビックセンターギャラリー
［料　金］無料

アトリウム装飾「迎春」

新春の慶びと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。

2/24㊎～2/26㊐ 9：00～17：00
［会　場］日立シビックセンターギャラリー
［料　金］無料

Civic Gallery 企画展
Artを身近に。Yusuke Kanjo＆MEIKO ILLUSTRATION
作品展

日立市を拠点にイラストレーターとして活動するKanjo氏とMEIKO ILLUSTRATION
氏による作品展。
「Artを仕事にした私たちの作品」をコンセプトにただ見るだけではなく2人の作品
を身近に感じる「空間」を提供します。

1/22㊐ 13：00～17：00
オリジナルソングを作ろう！

［講　師］maRin、橋本理沙
［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］1,000円
［対　象］中学生〜高校生
［申込み］受付中　HPにて

アーティスト集団「rain coat studio」
に よ る、作 詞 と 作 曲 が 体 験 で き る
ワークショップです。

1/7㊏、1/28㊏、2/25㊏、3/25㊏、3/26㊐
13：30～15：30

日立市少年少女合唱団  合唱体験教室

［会　場］日立市民会館111号室ほか
［料　金］500円
［対　象］年長～小学6年生
［申込み］受付中
 0294-22-6481

楽譜が分からなくても大丈夫！
合唱団の先生がやさしく教えて
くれます。

2/11㊏㊗ 10：00～12：30

シビックサロン
「フルールデリカでオリジナルコサージュ作り」

［講　師］村上佐登美（アート工房R&K主宰）
［会　場］日立シビックセンター会議室501号
［料　金］2,000円
［対　象］20歳以上
［申込み］1/14㊏　10：00～
 HPにて
入学式や卒業式、結婚式などで輝く
ような、素敵なコサージュを作ります。

※祝休日を除く㊊〜㊍は17：00〜21：00

　当財団をご支援いただくための
「寄附金制度」を設けております。
多くの皆様からのご支援、お待ち
しております。

詳しくは
こちらから

◆個人の方 ： 1口 1,000円から
◆法人・団体の方 ： 1口 5,000円から

ご寄附のお願い

詳しくは
こちらから

・チケット料金割引
・チケット先行予約
・科学館・天球劇場入館料割引
・ミュージアムショップ商品割引
・メールでのイベント案内
・提携店舗・レジャー施設での割引
などの各種特典が受けられます！

シビックメンバーズ会員募集中！各施設の年末年始の営業について
施設ごとの年末年始の休館日は以下のとおりです。

ご不明な点などございましたら、各施設までお問合せください。

施　設
日立シビックセンター 12/28 ㊌～ 1/4 ㊌

12/28 ㊌～ 1/1 ㊐㊗

12/29 ㊍～ 1/3 ㊋

※1/2㊊㊡9：00から開館します
科学館・天球劇場

日立市民会館
多賀市民会館

休館日

3/18㊏ 15：00～17：00
［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］1,500円
［対　象］18歳以上
［申込み］1/15㊐　10：00～　0294-24-7720

お家にあるギターなどの楽器を持ち寄り、
tricolorの3人と一緒にアイルランド音楽を
弾いてみませんか。初心者の方、久しぶりに
楽器を演奏したい方、ぜひご参加ください。

関連イベント

日本宇宙少年団　日立シビックセンター分団　団員募集 日立市少年少女合唱団　団員募集
（①ジュニアクラス　②シニアクラス）

※3/26㊐のみ時間未定

［活動日］原則毎月第4日曜日（ただし、活動内容によって変更になることがあります）
［会　場］日立シビックセンター科学館ほか
［参加料］年会費7,800円（日本宇宙少年団登録料、保険料含む）
［対　象］小学3年生～中学3年生
 （令和5年度時点）
［定　員］10名程度
［申込み］2/11㊏㊗～3/18㊏　HPにて

実験・工作、天体観察などの活動を月1回程度
行います。
※応募者多数の場合は抽選となります。結果は
　3月下旬にお知らせします。

［活動日］毎週土曜日　①14：30～16：30　②16：40～17：50
［会　場］中小路交流センター
 （日立市民会館3階）
［参加料］①2,000円/月　②1,500円/月
［対　象］①日立市内の小学1年生～小学6年生
　　　　②日立市内の中学1年生～高校3年生
［申込み］受付中　日立市民会館窓口または
 0294-22-6481

歌が好きな子、お友達と歌ってみたい子は
もちろん、音楽未経験者も大歓迎です。

楽器の［リピート］プロジェクト×tricolor

チケット前売・予約情報



イベント・展示

上演・上映

ワークショップ・講座

橋本理沙maRin

国末貞仁 中川賢一 鵜木絵里
ⒸMika Oizumi

ゲド戦記Ⓒ2006 Studio Ghibli・NDHDMT

■日立シビックセンター ・チケット取扱い　9：00 ～ 18：00 ・休館日　毎月最終月曜日、12/28㊌〜1/4㊌
　※科学館・天球劇場は次ページ下参照

☎  0294-24-7711
〒317-0073  茨城県日立市幸町1-21-1

■日立市民会館 ・チケット取扱い　9：00 ～ 17：30 ・休館日　毎週火曜日、12/29㊍〜1/3㊋☎  0294-22-6481
〒317-0063  茨城県日立市若葉町1-5-8

■多賀市民会館 ・チケット取扱い　9：00 ～ 17：30 ・休館日　毎週火曜日、12/29㊍〜1/3㊋☎  0294-34-1727
〒316-0013  茨城県日立市千石町2-4-20

3/5㊐ 10：00～13：00
シビックサロン「アトリウム茶会－春」

［講　師］日立茶道連盟　裏千家　澁谷宗康社中
［会　場］日立シビックセンターアトリウム

［料　金］350円
［申込み］当日受付　※先着順40名

椅子に座って行うお茶会です。 子どもから大人までどなたでもお楽しみいただけます。

3/21㊋㊗ 14：00開演
中川賢一ファミリーコンサート

［出　演］中川賢一（ピアノ）、鵜木絵里（ソプラノ）、
 国末貞仁（サックス）
［会　場］日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］全席指定　一般1,200円、高校生以下500円、
 親子ペア1,500円
　　　　※シビックメンバーズ各200円引、
 　特別会員各300円引、
 　5歳未満入場不可
［申込み］1/28㊏　10：00～　0294-24-7720

歌、 ピアノ、 サックスが織りなす音色を聴いてみませんか？
ぜひ家族全員でホールに響く音色をお楽しみください。

3/5㊐ 10：00開演、14：00開演
「映画クレヨンしんちゃん   もののけニンジャ珍風伝」上映会

［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］全席自由　一般1,100円、高校生以下700円、子どもペア（高校生以下2枚1組）1,100円
 ※シビックメンバーズ各200円引、特別会員各300円引（子どもペアを除く）
［チケット］1/7㊏　9：00～　日立市民会館、多賀市民会館、日立シビックセンター、
 ゆうゆう十王Jホールにて

3/25㊏、3/26㊐ 10：00開演

ひたち街角小劇場第58弾　県北地区高等学校演劇祭
第11回春季フェスティバル

［出　演］県北地区高等学校演劇部等
［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］全席自由　無料
［申込み］当日受付
ひたち街角小劇場は、2013年から高等学校演劇部の皆様と
とも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。
高校生の伸びやかで情熱溢れる舞台をぜひご覧ください。

3/19㊐ 15：00開演
tricolor BIGBAND LIVE

［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］全席自由　3,000円
 ※シビックメンバーズ200円引、
 　特別会員300円引、未就学児入場不可
［申込み］1/15㊐　10：00～　0294-24-7720
アイルランド音楽やケルト音楽をベースにしたオリジナルの音楽を演奏、 連続テレビ小説 「マッサン」 や
大河ドラマ 「西郷どん」 の音楽にバンドで参加するなど、 精力的に活動を続けるtricolorがビッグバンド
編成でお送りするスペシャルライブです。
※画像の編成とは一部異なります

3/19㊐ 10：00～11：30、14：00～15：30
フラダンスワークショップ

［講　師］富岡かず恵（日立市内ダンススクール講師）
［会　場］日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］1,500円

［対　象］小学生～中学生
［申込み］2/4㊏　10：00～　HPにて

ホールで照明を浴びながら、 みんなで楽しくフラを体験してみませんか？
初心者でも安心して参加できる内容です。

 1/15㊐ 第25回ヴォーカルアンサンブルフェスタいばらき …… 茨城県合唱連盟
 2/19㊐ 日立能楽会新春発表会 ……………………………………………日立能楽会

音楽ホール
日立シビックセンター

多賀市民会館／ホール
 2/4㊏ 𠮷田正音楽記念館
  みんなで奏でよう𠮷田メロディーコンサート～心に響く歌声を～
   …………………………………  日立市、𠮷田正記念事業推進委員会
 2/5㊐ 映画上映会「おらおらでひとりいぐも」…… 日立上映実行委員会
 2/19㊐ ヤマハ音楽教室発表会  …………………………  （株）クシダピアノ社
 2/25㊏ ピティナ・ピアノステップ……………… 全日本ピアノ指導者協会

日立市民会館／ホール
 2/18㊏ 十王幼稚園・保育園　発表会
  ………………（学）山の尾学園認定こども園　十王幼稚園・保育園

貸館情報 月日／催物名／主催

1/10㊋～1/15㊐ 2023・ちいさな文化展～歩むことの大切さ～ ………… 日立演劇連盟

 1/19㊍～1/22㊐ 第31回趣味の作品展 ……………………………… 県北退職教職員の会

 1/26㊍～1/29㊐ 西陣美術織 若冲動植綵絵展 ……… 西陣美術織全国巡回展実行委員会

ギャラリー

 1/28㊏ いばらき就職・転職フェア
  ………茨城労働局、茨城県内ハローワーク、NPO法人雇用人材協会

多用途ホール

 1/5㊍、2/6㊊ 新都市広場移動献血…………………… 茨城県赤十字血液センター

 2/4㊏～2/5㊐ クラフトマルシェ 雑貨村at
  ………………… 日立駅前地区活性化委員会、雑貨村at実行委員会
 2/11㊏㊗～2/12㊐ 日立スカイランタンフェスティバル …………… rain coat studio

新都市広場／マーブルホール

1/21㊏ 17：00開演、1/22㊐ 11：00開演、15：00開演
［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］一般前売1,500円、一般当日1,800円、
 高校生以下無料
［申込み］受付中　0294-34-1727

ひたち街角小劇場第57弾　演劇ユニット  チーム無印公演「アンフォゲッタブル」

～1/9㊊㊗ 17：00～22：00
［会　場］日立シビックセンター新都市広場
［料　金］無料

Hitachi Starlight Illumination 2022
～ヒカリウタ～

2/9㊍ 10：30開演

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「くまのがっこう  すてきな すてきな

おくりもの」
［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　前売2,800円、当日3,000円、
 親子券　1人につき2,000円　
 ※シビックメンバーズ2,600円、特別会員2,500円
［申込み］受付中　0294-22-6481

2/12㊐ 10：00開演、14：00開演
Civic Dance Fes.2022

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］無料
［申込み］観覧募集   12/10㊏   10：00〜   HPにて
 ※出演募集は受付終了

1/7㊏ 14：00開演
新春!!親子映画会withひたちシネマスペシャル

［内　容］「ゲド戦記」の上映会
［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］全席自由　無料
［申込み］12/17㊏　10：00～　HPまたは0294-34-1727
親子で楽しめるジブリ映画の上映会です。この機会にぜひスクリーンでジブリの
世界をお楽しみください。

トピックス

募集情報

90年代に人気を博した演劇集団キャラメルボックスの
戯曲を、演劇ユニット「チーム無印」が上演します。

茨城県内から公募により集まった様々なジャンルの
ダンスチームが、日立市民会館ホールに一堂に
会して、ダンスを披露します。

「星降るイルミ」をテーマに上下左右から光に包まれる幻想的な世界を創り出します。
360度光溢れる空間をご堪能ください。

1/7㊏～1/14㊏
［制　作］日立華道連合会池坊日立支部
［会　場］日立シビックセンターギャラリー
［料　金］無料

アトリウム装飾「迎春」

新春の慶びと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。

2/24㊎～2/26㊐ 9：00～17：00
［会　場］日立シビックセンターギャラリー
［料　金］無料

Civic Gallery 企画展
Artを身近に。Yusuke Kanjo＆MEIKO ILLUSTRATION
作品展

日立市を拠点にイラストレーターとして活動するKanjo氏とMEIKO ILLUSTRATION
氏による作品展。
「Artを仕事にした私たちの作品」をコンセプトにただ見るだけではなく2人の作品
を身近に感じる「空間」を提供します。

1/22㊐ 13：00～17：00
オリジナルソングを作ろう！

［講　師］maRin、橋本理沙
［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］1,000円
［対　象］中学生〜高校生
［申込み］受付中　HPにて

アーティスト集団「rain coat studio」
に よ る、作 詞 と 作 曲 が 体 験 で き る
ワークショップです。

1/7㊏、1/28㊏、2/25㊏、3/25㊏、3/26㊐
13：30～15：30

日立市少年少女合唱団  合唱体験教室

［会　場］日立市民会館111号室ほか
［料　金］500円
［対　象］年長～小学6年生
［申込み］受付中
 0294-22-6481

楽譜が分からなくても大丈夫！
合唱団の先生がやさしく教えて
くれます。

2/11㊏㊗ 10：00～12：30

シビックサロン
「フルールデリカでオリジナルコサージュ作り」

［講　師］村上佐登美（アート工房R&K主宰）
［会　場］日立シビックセンター会議室501号
［料　金］2,000円
［対　象］20歳以上
［申込み］1/14㊏　10：00～
 HPにて
入学式や卒業式、結婚式などで輝く
ような、素敵なコサージュを作ります。

※祝休日を除く㊊〜㊍は17：00〜21：00

　当財団をご支援いただくための
「寄附金制度」を設けております。
多くの皆様からのご支援、お待ち
しております。

詳しくは
こちらから

◆個人の方 ： 1口 1,000円から
◆法人・団体の方 ： 1口 5,000円から

ご寄附のお願い

詳しくは
こちらから

・チケット料金割引
・チケット先行予約
・科学館・天球劇場入館料割引
・ミュージアムショップ商品割引
・メールでのイベント案内
・提携店舗・レジャー施設での割引
などの各種特典が受けられます！

シビックメンバーズ会員募集中！各施設の年末年始の営業について
施設ごとの年末年始の休館日は以下のとおりです。

ご不明な点などございましたら、各施設までお問合せください。

施　設
日立シビックセンター 12/28 ㊌～ 1/4 ㊌

12/28 ㊌～ 1/1 ㊐㊗

12/29 ㊍～ 1/3 ㊋

※1/2㊊㊡9：00から開館します
科学館・天球劇場

日立市民会館
多賀市民会館

休館日

3/18㊏ 15：00～17：00
［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］1,500円
［対　象］18歳以上
［申込み］1/15㊐　10：00～　0294-24-7720

お家にあるギターなどの楽器を持ち寄り、
tricolorの3人と一緒にアイルランド音楽を
弾いてみませんか。初心者の方、久しぶりに
楽器を演奏したい方、ぜひご参加ください。

関連イベント

日本宇宙少年団　日立シビックセンター分団　団員募集 日立市少年少女合唱団　団員募集
（①ジュニアクラス　②シニアクラス）

※3/26㊐のみ時間未定

［活動日］原則毎月第4日曜日（ただし、活動内容によって変更になることがあります）
［会　場］日立シビックセンター科学館ほか
［参加料］年会費7,800円（日本宇宙少年団登録料、保険料含む）
［対　象］小学3年生～中学3年生
 （令和5年度時点）
［定　員］10名程度
［申込み］2/11㊏㊗～3/18㊏　HPにて

実験・工作、天体観察などの活動を月1回程度
行います。
※応募者多数の場合は抽選となります。結果は
　3月下旬にお知らせします。

［活動日］毎週土曜日　①14：30～16：30　②16：40～17：50
［会　場］中小路交流センター
 （日立市民会館3階）
［参加料］①2,000円/月　②1,500円/月
［対　象］①日立市内の小学1年生～小学6年生
　　　　②日立市内の中学1年生～高校3年生
［申込み］受付中　日立市民会館窓口または
 0294-22-6481

歌が好きな子、お友達と歌ってみたい子は
もちろん、音楽未経験者も大歓迎です。

楽器の［リピート］プロジェクト×tricolor

チケット前売・予約情報



■日立シビックセンター科学館・天球劇場 ・開館時間　9：00～17：00（最終入館16：30）
・休館日　12/26㊊、12/28㊌～1/1㊐㊗、1/10㊋～1/13㊎、1/30㊊～1/31㊋、2/27㊊～2/28㊋

☎  0294-24-7731
〒317-0073  茨城県日立市幸町1-21-1

Ⓒ上野隆文

出口大地
©hiro.pberg_berlin

※この演奏会は、競輪の補助を受けて開催します。

安藤享平村松修

東京フィルハーモニー交響楽団日立特別演奏会 ～氷上のオーケストラコンサート～

［出　演］出口大地（指揮）、廣津留すみれ（ヴァイオリン）、田添菜穂子（ナビゲーター）
［会　場］日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］全席指定　一般5,000円、ステージサイド席4,000円、
　　　　　　　　　高校生以下2,000円
　　　　※シビックメンバーズ各200円引、特別会員各300円引、
　　　　　未就学児入場不可
［申込み］受付中　0294-24-7720

2/4㊏ 15：00開演

新春の運試し！抽選会で素敵な景品を当てよう！
1/2㊊㊡～1/9㊊㊗◆正月イベントも同時開催！

期間中の土日、特別なゲストによる実験ショーが楽しめます！
1/28㊏～2/19㊐の土日
第30回日立サイエンスショーフェスティバル

［対　象］科学館入館者
※時間は決まり次第HPでお知らせします。

おもちゃ鉄道の大型ジオラマや精巧な大型模型まで、様々な
展示が大集合！鉄道の仕組みや日立市内の鉄道について、
遊びながら学んでみよう！

～1/9㊊㊗ 9：00～17：00
冬の特別イベント「鉄道キッズワールド」
［会　場］オリエンテーションルーム
［対　象］科学館・天球劇場入館者

日本初！
日本列島大分析『地球化学図』の
パネルを展示します。

1/2㊊㊡～2/26㊐ 9：00～17：00
ミニ企画展示「元素で見る『地球化学図』」展

［資料提供］産業技術総合研究所 地質調査総合センター
［対　　象］科学館入館者

有効期限：2023/2/26㊐

①2/25㊏ 10：30～11：15、14：45～15：30
②3/19㊐ 10：30～11：15、14：45～15：30

全国★プラネタリアンライブ解説

［出　演］①村松修（コスモプラネタリウム渋谷プラネタリウム解説員）
　　　　②安藤享平（郡山市ふれあい科学館学芸員）
［申込み］1/16㊊　10：00～　HPにて

全国のプラネタリウムの名物解説員による、星空や宇宙に関するライブ
解説を行います。※料金は入館料と同額ですが、通常の入館とは異なる
入場チケットが必要です。HPにてお申込みください。
①その道一筋40年の大ベテラン、伝説のプラネタリウム解説員による
　解説です。
②地上から世界一高いところにあるプラネタリウムのベテラン解説員
　による解説です。

近 代 プ ラ ネ タ リ ウ ム 誕 生 1 0 0 年 企 画

入館料

※（　　）は30人以上の団体割引料金。　障がい者は付添者1人含む。

500円（450円）

500円（450円）

200円（150円）

200円（150円）

750円（650円） 300円（200円）

大人［大学生以上］小人［小・中・高校生］高齢者［65歳以上］

無料

幼児・
障がい者入 館 料

科 学 館

天球劇場

セット券（科学館+天球劇場）

１階チケット
カウンターで
チケットをお
買い求めくだ
さい。

2022年12月5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12月2日現在の情報です。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点等により、掲載したイベント、チケット発売及び申込みは中止または変更となる場合がございます。

1/9㊊㊗までの土日祝日と冬休み
　①パンダキャンドル　②ランプケース
1/14㊏からの土日祝日
　③くるくるレインボー　ほか ①① ②② ③③

ひ ら め き 工 作

毎日
開催

サイエンスショー 10：00～、11：15～、14：30～、15：45～
1～2月は「♪おと♪のサイエンス」と「シャボン玉の科学」を行います。

1/2㊊㊡ 14：45～15：25
［申込み］ 観覧募集　12/19㊊　10：00～　HPにて
  リクエスト募集　～12/26㊊まで　右記QRにて
「あの日の星空が見たい」、「星を見ながらこんな音楽が聴きたい」という
あなたのご要望にお答えします！

プラネタリウム  リクエスト・アワー

2/6㊊ 10：30～11：00
［申込み］ 1/23㊊　10：00～　HPにて

0歳から楽しめるプラネタリウムです。

ひよこプラネタリウム
～冬のほしぞら～

通常上映

特別上映

上映スケジュール

各番組の上映日時や
内容はHPから
ご確認ください→

東京フィルハーモニー交響楽団、4年ぶりの日立公演!!
毎年冬に注目をあびるスポーツといえばフィギュアスケート。フィギュアスケート界
の名演を生み出した音楽を、オーケストラの生演奏にてお贈りいたします。氷上を
彩る数々の音楽を、お話つきのコンサートでお楽しみください。

静電気の反発の力を利用して、ティッシュペーパーや
ビニールなどを浮かばせる実験をします。

2/6㊊、2/20㊊ 15：30～17：00
放課後かがくクラブ
［会　場］オリエンテーションルーム
［料　金］無料　※入館料不要
［対　象］小学生

第33回ひたち童謡のつどい
［出　演］ 第1部： 茨城キリスト教大学附属認定こども園せいじ園、おおもり保育園、
  かみね保育園、日立市少年少女合唱団、ひたち童謡を歌う会
 第2部： 鈴木翼、ロケットくれよん
［会　場］ 日立市民会館ホール
［料　金］ 全席指定 一般前売　1,000円
   当日　1,200円
  3歳～中学生以下前売 500円
   当日　　 600円
　　　　（前売のみ）親子ペア 1,200円
 ※シビックメンバーズ一般 900円
 　3歳～中学生以下 450円
 　親子ペア 1,150円
［申込み］ 受付中　0294-22-6481

1/15㊐ 14：00開演

ミュージックトレイン2022「みんなでつなぐホールコンサート」
［会　場］ 日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］ 無料

1/29㊐ 13：30開演

ゆったりシエスタ★
プラネタリウム

星めぐり☆プラネタリウム

土日祝日

平日
「チコちゃんに叱られる!」ⒸNHK

プラネタリウムでチコちゃんに
叱られる！チコとキョエの宇宙
大冒険！無知との遭遇

ⒸKAGAYA studio

星の旅 -世界編-

専門家の先生と一緒に、実験や工作から宇宙を楽しく
学びます。

サクリエ☆スクール「宇宙実験教室」
①キッズコース 2/18㊏、2/19㊐ 10：00～12：00  ②基礎コース 2/18㊏ 14：00～17：00
［講　師］ 川瀬源（コズミックカレッジ講師）
［会　場］ オリエンテーションルーム
［料　金］ ①1,000円　②800円
［対　象］ ①小学1～3年生とその保護者
 ②小学4～6年生
［申込み］12/23㊎　10：00〜　HPにて

サクリエとハレニコでスタンプを10個集めると、それぞれの招待券がもらえます！

～3/31㊎サクニコ！スタンプラリー

「未来の学習ツールを考える」をテーマに、プログラミング体験などのブースを出展します。
1/8㊐～1/9㊊㊗ 10：00～16：30◆茨城大学工学部オープンラボ

Ⓒチャギントン

チャギントン　  　　   
～星空にレッツライド！～

　　　 with つるの剛士

天球劇場平日限定スタンプカード
「STAR★MILEAGE」実施中!

日 立 シ ビ ッ ク セ ン タ ー 科 学 館 ・ 天 球 劇 場 は お 正 月 1 / 2 か ら 開 館 ！   ※ 1 / 2 ～ 4 は 9 ： 0 0 ～ 1 6 ： 0 0 （ 最 終 入 館 1 5 ： 3 0 ）

はやしべさとし  三十歳の旅立ち ～叙情歌を道づれに～ 日立編

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　6,600円　※未就学児入場不可
［申込み］受付中　0294-22-6481

2/4㊏ 15：00開演

鈴木翼

たにぞう いとうまゆ

薄井美伽 黒澤栄理子

ロケットくれよん

様々なジャンルの個性あふれる生演奏が楽しめる、
市民参加によるコンサートです。
第1部はピアノソロと弾き語り、第2部は様々なジャンル
のアコースティック演奏をお楽しみください。

バギーコンサート　Let's go to the zoo!
～おんがく動物園へ行こう！～
［出　演］ 佐川静香（ピアノ）、ジェロー（トランペット）
［会　場］ 日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］ 無料
［申込み］ 1/14㊏　10：00～　HPにて

2/20㊊ 11：00開演

いろいろな音楽があふれるおんがく動物園には、どんな動物が隠れているのでしょう!?
音楽の中にいる動物を探したり、英語を使いながら音楽に合わせて体を動かしたりと親子で楽しめる
体験型音楽コンサートです。

ギャラリーコンサートVol.6

［出　演］ La・Jouer
［会　場］ 多賀市民プラザギャラリー
［料　金］ 無料
［申込み］ 1/14㊏　9：00～　HPまたは0294-34-1727

2/23㊍㊗ 14：00開演

午後のひと時を音楽とともにゆっくりと過ごしませんか。
ジャズ、タンゴ、シャンソン、ポピュラーソングを
ちょっとお洒落なアレンジでお届けします。

たにぞう・いとうまゆ
ファミリーコンサート
［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］一般1,200円、高校生以下500円、親子ペア1,500円
　　　　※シビックメンバーズ一般1,100円、
　　　　　親子ペア1,400円
［申込み］1/11㊌　10：00～　0294-24-7720

2/23㊍㊗ 14：00開演

音楽を聴いたり、体を動かしたりして楽しく過ごせる
ファミリーコンサートです。

ワンコイン・コンサート ～声の饗宴～
［出　演］ 薄井美伽（ソプラノ）、黒澤栄理子（ソプラノ）、
 阿部桂子（ピアノ）
［会　場］ 日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］ 全席自由　500円
［対　象］ 小学生以上
［申込み］  1/7㊏　10：00～　HPにて

2/26㊐ 14：00開演

バレンタインにホワイトデー…そんな愛の季節に、
日立市出身のソプラノ歌手ふたりが、いろんな国の
愛のうたをお届けします。

10：00、10：30、11：00、11：30、14：00、14：30、15：00、15：30

期間中の詳しいスケジュールはこちらからご確認ください→

1/2㊊㊡から上映開始

平日、天球劇場に3回入館いただくと、
科学館・天球劇場の招待券が
1枚もらえる！　  詳しくはこちらから→

その歌声に恋をする…泣きの貴公子「はやしべさとし」のコンサート決定!!
今回は、時の流れに身をまかせた「ふらり旅」。
のんびりと、ゆったりと、新たな年の始まりに、ご一緒に旅路につかれてみては
いかがですか。

ラ ・ ジ ュ エ

ハローキティ
トゥインクル☆
　　ムーンライト

NEW

番組ごとに上映日時が異なります。 詳細は右記上映スケジュールからご確認ください。

Ⓒ1976, 2020 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO.L635721
ⒸEXPLORERS JAPAN, Ltd

1/20㊎ 19：00～19：50、1/21㊏ 17：30～18：20
［料　金］ ハンドメイドアロマ＋プラネタリウム上映　1,000円
 プラネタリウム上映のみ　800円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 12/23㊎　10：00～　HPにて

アロマで愉しむプラネタリウム～冬の香り～

EVENT INFORMATION
日立シビックセンター／日立市民会館／多賀市民会館

2023.1-2

HP申込みは
こちらから→

←日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館の

　HPはこちらからご確認ください

科学館サクリエ

天球劇場

ベビーシッターサービスについて
開催日の2週間前までに日立シビックセンター
インフォメーションカウンターに直接または
電話でお申し込みください。
（料金　お子様1名につき1,000円）

コンサート


