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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30年9月3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8月31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。

洋楽文庫 第2章 小菅優＆石坂団十郎 デュオ

レコメン！！Vol.5 二階堂和美 with Gentle Forest Sextet

Little Glee Monster Live Tour 2018 ～Calling!!!!!

Hitachi Starlight Illumination 2018

第28回 ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

PiCK UP おすすめコンサート情報

日立シビックセンター

●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／208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

（12/28（金）～1/4（金））

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

日立市民会館

●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
●施設の駐車場が満車の場合は

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
（12/29（土）～1/3（木））

TEL：0294-22-6481　〒317-0063 茨城県日立市若葉町1-5-8

多賀市民会館

●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
（12/29（土）～1/3（木））

TEL：0294-34-1727　〒316-0013 茨城県日立市千石町2-4-20
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PiCK UP 5 「レコメン!!」シリーズ 注目と期待を集めているアーティストをおすすめ（レコメンド）するライヴシリーズです。
躍動感溢れるパフォーマンスにぴったりの多用途ホールで、素敵な時間をお楽しみください。

多用途ホールライヴシリーズ第5弾！！ジャンルにとらわれな
い音楽性と圧倒的な歌唱・表現力で国内外から幅広く支持
され、スタジオジブリ映画「かぐや姫の物語」の主題歌「いの
ちの記憶」でも知られるシンガーソングライター二階堂和美
が、オリジナル・スウィングを武器に人気を博しているビッグ
バンド、ジェントル・フォレスト・ジャズバンドからセレクトされ
た6人と共にお送りするスペシャルコラボレーションライヴ！！
※ドリンクサービス（有料）の予定あり。

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

お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター
TEL：0294-24-7720

発売中 11/17

Gentle Forest SextetwithVol.5

レコメン！！

From Gentle Forest Jazz Band
二階堂和美

nikaido kazumi
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女子中学生に圧倒的な支持を得ている女性ボーカルグループLittle Glee Monsterの日立公演
が開催決定！！「これぞリトグリ」という「魂の叫び」「喜びに満ちた歌声」をぜひ会場で!!

12/1㊏ 17：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 6,980円
※3才以上はチケットが必要です。

全席指定

Little Glee Monster Live Tour 2018 ～Calling!!!!!

［お問合せ：日立市民会館］完 売

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］10/13発売 11/１７

天文講演会前夜のスペシャル企画。ＪＡＸＡの月探査機「かぐや」の地
形カメラで作った月面動画の様子をご覧いただきながら、月をテー
マに講師と参加者による双方向のお話会を行います。

12/1㊏ 17：00～18：30
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館
［入場料］ 1,000円
［出　演］ 春山純一
　　　　  （宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）宇宙科学研究所、太陽系科学研究系 助教）

全席自由

サイエンスカフェ「月探査の現在、過去、未来」

日立市内を中心とした国際交流団体等が集まり、国際交流や異文化への
理解を深める様々な企画を実施します。

【主なコーナー】 アジア文化紹介、日本文化体験、国際屋台村 ほか
【展示コーナー】 パネル展示、絵画展、写真展 ほか
 11/6（火）～11/11（日）10:00～18:00※最終日は16:00まで
※一部コーナー有料

11/11㊐ 10：00～16：00（予定）
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム、多用途ホール ほか

第16回ひたち国際文化まつり

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

季節のお菓子とお抹茶を一服いかがでしょうか。この機会にぜひ、和のおもてなしを体験してみま
せんか？
※「第16回ひたち国際文化まつり」（上段参照）内で実施します。

11/11㊐ 10：00～15：00
［会　場］ 日立シビックセンター 和室
［参加料］ 300円　［定　員］ 先着６0人（当日受付）
［協　力］ 日立茶道連盟 茅根宗靖社中（江戸千家）

お茶席体験

［お問合せ：日立シビックセンター］小さなお子様向けのコンサートです。ベビーカーのまま鑑賞できます。

10/17㊌ 10：30～11：00
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ ミナクオ（ピアノ連弾）
［曲　目］ 軍隊行進曲、ななつのこ、いとまきのうた、子守歌メドレー ほか

バギーコンサート～小さなお子様のためのコンサート～

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

オペラ・オペレッタの名曲を合唱でお届けします。

10/20㊏ 12：00～12：40／13：00～13：40
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ ひたちオペラ合唱団
［曲　目］ オペラ《椿姫》より「われらはマドリードの闘牛士」
　　　　  オペレッタ《メリーウィドウ》より「唇は黙って語らずとも」
　　　　  オペレッタ《こうもり》より「夜会は招く」 ほか

アトリウムコンサート「合唱曲でつづるオペラコンサート」

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料 聖なる冬のひととき、女声アンサンブルによる、美しく輝くハーモニーをお届けします。

12/16㊐ ※開催時間はお問い合せください。
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ レースレースライン

アトリウムコンサート

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

イルミネーションの光とともに、プロのソリストと子どもたちがオペラの名曲とクリスマスソングを
お届けします。

12/2㊐ 1回目 16：00～／2回目 17：00～
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 島内菜々子（第21回ニューイヤーオペラコンサートソリスト）
　　　　  子どもオペラ2018、湯本景子（ピアノ）

［曲　目］ 《ジャンニスキッキ》より「私のお父さん」、
　　　　  きよしこの夜 ほか

イルミネーションオペラコンサート

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

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みなさんとお話しをしながら、壮大
な宇宙の世界をご案内します。

10/13㊏、10/14㊐
11：00～11：50／14：30～15：20

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 大人520円、小人320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

全席自由

プラネタリウム特別上映
「行き先はあなた次第！日立発ミステリーツアー」

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

クリスマスを楽しむためのファミリー向けの特別上映です。クイズを交えた楽しい雰囲気の中、ク
リスマスソングと共に冬の星空の世界をお楽しみください。

全席自由

12/23㊐、12/24㊊○
11：00～11：50／14：30～15：20

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 大人520円、小人320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

振

プラネタリウム特別上映 「見上げてみよう！クリスマスの星空」

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

月探査・研究の最前線で活躍する専門家を講師に迎え、月や月探査の
基礎、ＪＡＸＡの月探査機「かぐや」の成果についてお話しいただきま
す。講師によるプラネタリウムを使ったお話もあります。

12/2㊐ 13：00～15：00
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 大人 1,000円、学生 500円、親子 1,200円
　　　　  ※学生は小学生～大学生、未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

［出　演］ 春山純一
　　　　  （宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）宇宙科学研究所、太陽系科学研究系 助教）

全席指定

天文講演会「ひたち宇宙学校～月探査機「かぐや」が見たもの～」

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］10/13発売 11/17

障がいのある方の「心の表現」を発表する、文化活動の祭典です。
①ニコニコオンステージ　障がい者福祉施設利用者やグループのみなさんによるパワフルな楽

器演奏、歌、ダンス発表
②ニコニコミュージアム　●創造性・独創性に富んだ絵画などの作品展示

●心を込めて手作りしたお菓子、陶器、アクセサリーなどのオリジナル
商品が集まる販売コーナー

12/15㊏ 10：00～16：00
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール、ギャラリー
［内　容］ ①ニコニコオンステージ（楽器演奏やダンス発表など）
　　　　  ②ニコニコミュージアム（展示、販売コーナーなど）

ニコ・カーニバル～みんなで咲かそう笑顔の花～

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。秋の紅葉をイメージしてこの上映のためにブレンドした
香りの中、秋の夜空に描かれる星座たちを中心にご紹介します。

10/19㊎ 19：00～19：50
10/20㊏ 18：00～18：50

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 600円
　　　　  ※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。（要チケット引換）

全席自由

アロマで愉しむプラネタリウム～紅葉の香り～

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］9/1５発売 10/5

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

日立シビックセンターを拠点に活動する弦楽合奏団の定期演奏会です。子どもたちによる息の
合った演奏をお楽しみください。

11/11㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［指　揮］ 蒲生克郷
［曲　目］ モーツァルト 交響曲「旧ランバッハ」
　　　　  ホルスト ブルックグリーン組曲 ほか

第26回 ひたちジュニア弦楽合奏団定期演奏会

新都市広場のイルミネーションを楽しみながら、天体望遠鏡で月や惑星を観察してみませんか。
参加料無料ですので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 科学館］入場無料

11/24㊏ 19：00～20：00
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場
　　　　  ※曇天・雨天の場合は延期。
　　　　  　詳細はホームページをご覧ください。

観望会「月とイルミネーション」

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
日立シビックセンター 科学館 TEL：0294-24-7731
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（1F総合案内）
　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】●/●発売

10月

12月

11月

小菅優 石坂団十郎

©Marco
　Borggreve
©Marco
　Borggreve

©Marco
　Borggreve
©Marco
　Borggreve

高度なテクニックと若々しい感性で注目をあびるピアニスト小菅優。
ヨーロッパを拠点に世界を駆け巡るチェリスト石坂団十郎。

12/14㊎ 18：30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］ 《魔笛》から「恋を知る男たちは」の主題による
　　　　  ７つの変奏曲 変ホ長調 WoO.46 ほか

全席指定

洋楽文庫 第2章  小菅優＆石坂団十郎 デュオ 《ベートーヴェン 詣》

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］発売中 11/30

ロマン派時代の音楽史や時代背景に触れながら、現代ピアノによるその時代の名曲を楽しんでい
ただくトークコンサートです。

12/9㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 一　　般 2,000円（当日 2,300円）、
 高校生以下 1,000円（当日 1,200円）

［出　演］ 金子三勇士（ピアノ）
［曲　目］ リスト／ラ・カンパネラ、ハンガリー狂詩曲第2番 ほか

全席自由

カネ コ ミ ユ ジ

日立シビックセンター市民音楽企画 2018
ピアノの歴史Ⅱ～金子三勇士が奏でるロマン派の世界～

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］発売中 11/18

2018年、古稀を記念して全国ツアーを開催する沢田研二。17年
ぶりに日立公演決定！！ ヒット曲の数々をはじめ、最新曲まで、年齢を
感じさせない歌唱力と美声で皆様をJulie Worldへ誘います。

12/15㊏ 16：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 8,000円
※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

全席指定

沢田研二 70YEARS LIVE 「OLD GUYS ROCK」

［お問合せ：日立市民会館］発売中

つかこうへいの代表作『熱海殺人事件』！
『ETCひたち』なりの『ETCひたち』にしかできない物語をお届けします。乞うご期待！

11/10㊏ 18：00開演
11/11㊐ 11：00／15：00開演

［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］　　　　  900円
［出　演］ ＥＴＣひたち

全席自由

ひたち街角小劇場第41弾「熱海殺人事件」

［お問合せ：多賀市民会館］9/10発売

世界中の子供たちに愛され続けるファンタジー「西遊記」から、孫悟
空と牛魔王が繰り広げる大冒険をお届けします。さらに今回はステー
ジに巨大スクリーンが現れ、マスクプレイとアニメ映像がドッキング!!
夢いっぱい、迫力いっぱいのミラクルファンタジーにご期待ください!!

12/12㊌、2019.2/13㊌ 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

劇団飛行船マスクプレイミュージカル「そんごくうの大冒険」

［お問合せ：日立市民会館］10/13発売 ※2日間同時発売

12/15㊏ 10：30／15：30開演
12/16㊐ 13：30開演

［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］　　　　   一　般 800円（当日1,000円）
 高校生 500円、中学生以下無料

［出　演］ 劇団がぁべる

全席自由

ひたち街角小劇場 番外編「星の王子さま」

［お問合せ：多賀市民会館］9/23発売

はじめはみんな子どもだった。けれど、それを忘れずにいる人はほとんどいない。思い出してみてく
ださい。あなたが子どもだった頃を。思い出してみてください。あの時の思い出を…。

いつものプラネタリウムと違って、騒いでしまったり、泣いてしまっても大丈夫。0歳から入場できま
す。親子で星空を楽しんでみませんか。寝転がって見られる「ごろごろシート」も用意しています。ご
希望の方は事前にお申し込みください。（先着4組、受付中）

11/12㊊ 11：00～11：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］
　　　　  大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

全席自由

はじめてのプラネタリウム

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］
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女子中学生に圧倒的な支持を得ている女性ボーカルグループLittle Glee Monsterの日立公演
が開催決定！！「これぞリトグリ」という「魂の叫び」「喜びに満ちた歌声」をぜひ会場で!!

12/1㊏ 17：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 6,980円
※3才以上はチケットが必要です。

全席指定

Little Glee Monster Live Tour 2018 ～Calling!!!!!

［お問合せ：日立市民会館］完 売

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］10/13発売 11/１７

天文講演会前夜のスペシャル企画。ＪＡＸＡの月探査機「かぐや」の地
形カメラで作った月面動画の様子をご覧いただきながら、月をテー
マに講師と参加者による双方向のお話会を行います。

12/1㊏ 17：00～18：30
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館
［入場料］ 1,000円
［出　演］ 春山純一
　　　　  （宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）宇宙科学研究所、太陽系科学研究系 助教）

全席自由

サイエンスカフェ「月探査の現在、過去、未来」

日立市内を中心とした国際交流団体等が集まり、国際交流や異文化への
理解を深める様々な企画を実施します。

【主なコーナー】 アジア文化紹介、日本文化体験、国際屋台村 ほか
【展示コーナー】 パネル展示、絵画展、写真展 ほか
 11/6（火）～11/11（日）10:00～18:00※最終日は16:00まで
※一部コーナー有料

11/11㊐ 10：00～16：00（予定）
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム、多用途ホール ほか

第16回ひたち国際文化まつり

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

季節のお菓子とお抹茶を一服いかがでしょうか。この機会にぜひ、和のおもてなしを体験してみま
せんか？
※「第16回ひたち国際文化まつり」（上段参照）内で実施します。

11/11㊐ 10：00～15：00
［会　場］ 日立シビックセンター 和室
［参加料］ 300円　［定　員］ 先着６0人（当日受付）
［協　力］ 日立茶道連盟 茅根宗靖社中（江戸千家）

お茶席体験

［お問合せ：日立シビックセンター］小さなお子様向けのコンサートです。ベビーカーのまま鑑賞できます。

10/17㊌ 10：30～11：00
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ ミナクオ（ピアノ連弾）
［曲　目］ 軍隊行進曲、ななつのこ、いとまきのうた、子守歌メドレー ほか

バギーコンサート～小さなお子様のためのコンサート～

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

オペラ・オペレッタの名曲を合唱でお届けします。

10/20㊏ 12：00～12：40／13：00～13：40
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ ひたちオペラ合唱団
［曲　目］ オペラ《椿姫》より「われらはマドリードの闘牛士」
　　　　  オペレッタ《メリーウィドウ》より「唇は黙って語らずとも」
　　　　  オペレッタ《こうもり》より「夜会は招く」 ほか

アトリウムコンサート「合唱曲でつづるオペラコンサート」

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料 聖なる冬のひととき、女声アンサンブルによる、美しく輝くハーモニーをお届けします。

12/16㊐ ※開催時間はお問い合せください。
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ レースレースライン

アトリウムコンサート

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

イルミネーションの光とともに、プロのソリストと子どもたちがオペラの名曲とクリスマスソングを
お届けします。

12/2㊐ 1回目 16：00～／2回目 17：00～
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 島内菜々子（第21回ニューイヤーオペラコンサートソリスト）
　　　　  子どもオペラ2018、湯本景子（ピアノ）

［曲　目］ 《ジャンニスキッキ》より「私のお父さん」、
　　　　  きよしこの夜 ほか

イルミネーションオペラコンサート

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

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みなさんとお話しをしながら、壮大
な宇宙の世界をご案内します。

10/13㊏、10/14㊐
11：00～11：50／14：30～15：20

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 大人520円、小人320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

全席自由

プラネタリウム特別上映
「行き先はあなた次第！日立発ミステリーツアー」

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

クリスマスを楽しむためのファミリー向けの特別上映です。クイズを交えた楽しい雰囲気の中、ク
リスマスソングと共に冬の星空の世界をお楽しみください。

全席自由

12/23㊐、12/24㊊○
11：00～11：50／14：30～15：20

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 大人520円、小人320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

振

プラネタリウム特別上映 「見上げてみよう！クリスマスの星空」

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

月探査・研究の最前線で活躍する専門家を講師に迎え、月や月探査の
基礎、ＪＡＸＡの月探査機「かぐや」の成果についてお話しいただきま
す。講師によるプラネタリウムを使ったお話もあります。

12/2㊐ 13：00～15：00
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 大人 1,000円、学生 500円、親子 1,200円
　　　　  ※学生は小学生～大学生、未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

［出　演］ 春山純一
　　　　  （宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）宇宙科学研究所、太陽系科学研究系 助教）

全席指定

天文講演会「ひたち宇宙学校～月探査機「かぐや」が見たもの～」

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］10/13発売 11/17

障がいのある方の「心の表現」を発表する、文化活動の祭典です。
①ニコニコオンステージ　障がい者福祉施設利用者やグループのみなさんによるパワフルな楽

器演奏、歌、ダンス発表
②ニコニコミュージアム　●創造性・独創性に富んだ絵画などの作品展示

●心を込めて手作りしたお菓子、陶器、アクセサリーなどのオリジナル
商品が集まる販売コーナー

12/15㊏ 10：00～16：00
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール、ギャラリー
［内　容］ ①ニコニコオンステージ（楽器演奏やダンス発表など）
　　　　  ②ニコニコミュージアム（展示、販売コーナーなど）

ニコ・カーニバル～みんなで咲かそう笑顔の花～

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。秋の紅葉をイメージしてこの上映のためにブレンドした
香りの中、秋の夜空に描かれる星座たちを中心にご紹介します。

10/19㊎ 19：00～19：50
10/20㊏ 18：00～18：50

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 600円
　　　　  ※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。（要チケット引換）

全席自由

アロマで愉しむプラネタリウム～紅葉の香り～

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］9/1５発売 10/5

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

日立シビックセンターを拠点に活動する弦楽合奏団の定期演奏会です。子どもたちによる息の
合った演奏をお楽しみください。

11/11㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［指　揮］ 蒲生克郷
［曲　目］ モーツァルト 交響曲「旧ランバッハ」
　　　　  ホルスト ブルックグリーン組曲 ほか

第26回 ひたちジュニア弦楽合奏団定期演奏会

新都市広場のイルミネーションを楽しみながら、天体望遠鏡で月や惑星を観察してみませんか。
参加料無料ですので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 科学館］入場無料

11/24㊏ 19：00～20：00
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場
　　　　  ※曇天・雨天の場合は延期。
　　　　  　詳細はホームページをご覧ください。

観望会「月とイルミネーション」

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
日立シビックセンター 科学館 TEL：0294-24-7731
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（1F総合案内）
　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】●/●発売

10月

12月

11月

小菅優 石坂団十郎

©Marco
　Borggreve
©Marco
　Borggreve

©Marco
　Borggreve
©Marco
　Borggreve

高度なテクニックと若々しい感性で注目をあびるピアニスト小菅優。
ヨーロッパを拠点に世界を駆け巡るチェリスト石坂団十郎。

12/14㊎ 18：30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］ 《魔笛》から「恋を知る男たちは」の主題による
　　　　  ７つの変奏曲 変ホ長調 WoO.46 ほか

全席指定

洋楽文庫 第2章  小菅優＆石坂団十郎 デュオ 《ベートーヴェン 詣》

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］発売中 11/30

ロマン派時代の音楽史や時代背景に触れながら、現代ピアノによるその時代の名曲を楽しんでい
ただくトークコンサートです。

12/9㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 一　　般 2,000円（当日 2,300円）、
 高校生以下 1,000円（当日 1,200円）

［出　演］ 金子三勇士（ピアノ）
［曲　目］ リスト／ラ・カンパネラ、ハンガリー狂詩曲第2番 ほか

全席自由

カネ コ ミ ユ ジ

日立シビックセンター市民音楽企画 2018
ピアノの歴史Ⅱ～金子三勇士が奏でるロマン派の世界～

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］発売中 11/18

2018年、古稀を記念して全国ツアーを開催する沢田研二。17年
ぶりに日立公演決定！！ ヒット曲の数々をはじめ、最新曲まで、年齢を
感じさせない歌唱力と美声で皆様をJulie Worldへ誘います。

12/15㊏ 16：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 8,000円
※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

全席指定

沢田研二 70YEARS LIVE 「OLD GUYS ROCK」

［お問合せ：日立市民会館］発売中

つかこうへいの代表作『熱海殺人事件』！
『ETCひたち』なりの『ETCひたち』にしかできない物語をお届けします。乞うご期待！

11/10㊏ 18：00開演
11/11㊐ 11：00／15：00開演

［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］　　　　  900円
［出　演］ ＥＴＣひたち

全席自由

ひたち街角小劇場第41弾「熱海殺人事件」

［お問合せ：多賀市民会館］9/10発売

世界中の子供たちに愛され続けるファンタジー「西遊記」から、孫悟
空と牛魔王が繰り広げる大冒険をお届けします。さらに今回はステー
ジに巨大スクリーンが現れ、マスクプレイとアニメ映像がドッキング!!
夢いっぱい、迫力いっぱいのミラクルファンタジーにご期待ください!!

12/12㊌、2019.2/13㊌ 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

劇団飛行船マスクプレイミュージカル「そんごくうの大冒険」

［お問合せ：日立市民会館］10/13発売 ※2日間同時発売

12/15㊏ 10：30／15：30開演
12/16㊐ 13：30開演

［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］　　　　   一　般 800円（当日1,000円）
 高校生 500円、中学生以下無料

［出　演］ 劇団がぁべる

全席自由

ひたち街角小劇場 番外編「星の王子さま」

［お問合せ：多賀市民会館］9/23発売

はじめはみんな子どもだった。けれど、それを忘れずにいる人はほとんどいない。思い出してみてく
ださい。あなたが子どもだった頃を。思い出してみてください。あの時の思い出を…。

いつものプラネタリウムと違って、騒いでしまったり、泣いてしまっても大丈夫。0歳から入場できま
す。親子で星空を楽しんでみませんか。寝転がって見られる「ごろごろシート」も用意しています。ご
希望の方は事前にお申し込みください。（先着4組、受付中）

11/12㊊ 11：00～11：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］
　　　　  大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

全席自由

はじめてのプラネタリウム

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］
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第164回文化サロン「50年 合唱と共に生きる」
おとな

12/16㊐ 13：30～15：00
［会　場］ 日立市民会館 １1１号
［対　象］ 一般
［募集人数］ 100人
［講　師］ 武田京子（指揮者）
［受講料］ 無料

合唱指揮者として50年。歌は誰でも歌えるが、合唱は一人ではできない。数人で歌うことでその
ハーモニー感に浸り、その魅力が心の糧となり、歌い続けることができる…武田先生の合唱に対す
る熱い想いを伺い、合唱の醍醐味を味わっていただくひとときをお届けします。

申
込 11/10㊏ 9：30～ 0294-22-６４８１

能楽文化サロン 能「桜川」 －凶女について－
おとな

12/22㊏ 14：00～16：30
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号
［対　象］ 一般（高校生以上）
［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］ 100円（資料代）

茨城県に関係する能「桜川」についてお話します。また、謡の披露もございます。

申
込 10/20㊏ 10：00～ 0294-24-7755

12/2㊐
1回目 16：00～／2回目 17：00～（各回30分の公演）

［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［対　象］ 小学生以上
［募集人数］ 20人
［参加料］ 無料
［歌唱練習実施日］※3回とも午後1時から
 1回目11/18（日）、2回目11/25（日）、3回目12/2（日）

［曲　目］ 《ヘンゼルとグレーテル》より「お祈り」、
　　　　 きよしこの夜 ほか

イルミネーション点灯期間中に行う「イルミネーションコンサート」の出演者を募集します。オペラ
の名曲のほか、有名なクリスマスソングをみんなで歌い、お客さんとクリスマスの素敵な思い出を
つくりましょう！

子どもオペラ「イルミネーションコンサート」出演者募集こども

申
込 募集中 0294-24-77５５

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

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

ホームページの専用フォームで
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

「オペレッタ銀の時代」を築いた名作《メリーウィドウ》や《チャールダーシュの女王》の他、「オペレッタ金の時
代」を代表する《こうもり》など、世界中から多くのファンを魅了するオペレッタの数々をおおくりいたします。

2019.1/13㊐ 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 2,500円
 高校生以下 1,500円

全席指定

第21回ニューイヤーオペラコンサート
～魅惑のハンガリー・オペレッタの旅～

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］9/15発売 12/20

［出　演］ 指揮：大浦智弘、ソプラノ：松原有奈、島内菜々子、メゾ・ソプラノ：大津香津子、
　　　　  バリトン：大石洋史、ジプシーヴァイオリン：古館由佳子、
　　　　  合唱：ひたちオペラ合唱団、演奏：ニューイヤーオペラアンサンブル

［曲　目］ 《こうもり》より「夜会は招く」、《メリーウィドウ》より「ワルツ」「ヴィリアの歌」
　　　　  《チャールダーシュの女王》より「シルヴァ、君だけを愛してる」
　　　　  《伯爵令嬢マリツァ》より「聞こえるジプシーヴァイオリン」 ほか

プロの指導と指揮による市民オーケストラのコンサートです。迫昭嘉氏のソロ（ピアノ協奏曲）で
は、貴重な「弾き振り」によるオーケストラ演奏を披露します。

2019.1/27㊐ 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 2,０00円
 高校生以下 1,０00円

全席自由

日立シビックセンター市民音楽企画2018
ひたち室内楽フェスティバル・記念オーケストラ第2回演奏会

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］10/２０発売 1/13

［出　演］ 迫昭嘉（指揮、ピアノ）、渡辺美穂（コンサート ミストレス）、公募による市民オーケストラ
［曲　目］ ベートーヴェン：交響曲第7番、ピアノ協奏曲第5番「皇帝」

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］１１/２４発売 2/10

宝くじの助成により日本屈指のオーケストラ、東京フィルハーモニー交響楽団に
よる特別演奏会を開催します。

2019.2/24㊐ 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
※宝くじの助成による特別料金です。

全席指定

宝くじ文化公演
東京フィルハーモニー交響楽団特別演奏会

宇宙人オズマから、地球ではどっちが右か左か教えてほしいとの指令が届きました。さあ、君なら
どうする？ 身の回りのものから宇宙まで、右と左はどう決められているのかな。いろいろな実験を
しながらオズマへの返事を考えてみましょう。

2019.1/19㊏ 10：00～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室１０１号
［対　象］ 小学3年生以上の親子
［募集人数］ 12組
［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

親子で楽しむサイエンス
「宇宙人にどっちが右か左かを伝えるには？」おやこ

申
込 12/12㊌ 10：00～ 0294-24-７７３１

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

10/14㊐
10/20㊏～10/21㊐

10/28㊐

11/14㊌
11/17㊏

11/18㊐
11/23㊎
11/24㊏
11/25㊐
12/2㊐
12/9㊐
12/15㊏
12/16㊐

12/23㊐

～童謡100周年を記念して～歌いつなごう未来へ 記念コンサート
映光社コンサート
武田京子先生 女声合唱を指揮して50周年記念演奏会 Ｋ’s Ｃｏｎ Ｓｏｎｏ

《武田京子と歌う仲間たち》～ひたすら歌に生きる～
平成３０年度日立市社会福祉協議会ふくしのつどい
男女共同参画をすすめるつどい2018

女声アンサンブル ミルポワ 第１回コンサート
介護予防と映画の集い
茨城管楽合奏団第61回定期演奏会
第56回あひる会合唱団定期演奏会
日立交響楽団第126回定期演奏会
第11回ステージ勉強会
茨城大学混声合唱団第68回定期演奏会
家庭教育講演会「これがやりたい」をみつける子育て

創立70周年・木村義昭指揮歴65周年記念 日立製作所日立事業所合唱団第54回定期演奏会

ローゼの会
㈱映光社

Ｋ’s Ｃｏｎ Ｓｏｎｏ実行委員会
社会福祉法人日立市社会福祉協議会

男女共同参画をすすめるつどい実行委員会、日立市
女声アンサンブル ミルポワ

介護予防啓発事業実行委員会、日立市
茨城管楽合奏団
あひる会合唱団

日立交響楽団
プメハナ・フラ・スタジオ

茨城大学混声合唱団

地域子育て支援事業実行委員会

㈱日立製作所日立事業所日立会コーラス部

10/20㊏
11/10㊏
11/18㊐

11/24㊏～11/25㊐

12/16㊐

環境教育活動発表会
クリスマスコンサート
マキ・ピアノ発表会
日立市芸術祭・第61回市民演劇祭 第134回日立会演劇部公演「高瀬舟」

ピアノ＆リトミック発表会

日立市環境政策課
タカワ音楽教室

牧清美

日立演劇連盟、日立市、日立市文化協会
渡部桂

多用途ホール

10/28㊐ 百年塾フェスタ&日立市子どもまつり2018
ひたち生き生き百年塾推進本部、日立市子供会育成連合会

新都市広場／マーブルホール

12/8㊏ 磯山純ＬＩＶＥ Lakeside records
天球劇場

9/30㊐～10/13㊏

10/15㊊～10/21㊐
10/28㊐

11/1㊍～11/4㊐
11/16㊎～11/18㊐
11/19㊊～11/25㊐

12/8㊏
12/9㊐
12/22㊏

日立市・タウランガ市姉妹都市提携30周年記念写真パネル展

茨城県教育友の会写真クラブ写真展
百年塾フェスタ&日立市子どもまつり2018

川上泰司絵画展
第七回茨城支部連合会　盆栽展
第33回 魁美術会絵画展
としょかんまつり「本のリサイクルコーナー」
みゅーずマルシェ
消費生活展

日立市、日立国際交流協議会
茨城県教育友の会写真クラブ

ひたち生き生き百年塾推進本部、日立市子供会育成連合会
川上泰司

日本盆栽協会茨城支部連合会
魁美術会

日立市立記念図書館
日立商工会議所女性起業家交流グループみゅーずnet

日立市、消費生活展実行委員会

ギャラリー

日立市民会館/ホール
10/7㊐
10/21㊐
10/27㊏
11/2㊎
11/3㊏

11/8㊍～11/9㊎
11/11㊐
11/14㊌
11/17㊏

11/23㊎～11/25㊐
12/13㊍
12/23㊐

ゆかめ会日本舞踊発表会
バレエ発表会
日立民謡民舞連合会第45回秋季コンクール大会
音楽のつどい
茜祭
第62回日立市小中学校音楽会
第54回日立市民音楽祭
年末調整説明会・消費税軽減税率説明会
映画「北の桜守」
日立地区文化祭
合唱コンクール
ＰＯＰＳコンサート

ゆかめ会
エトワールバレエスタジオ

日立市文化協会
日立市立助川中学校
日立市立駒王中学校

日立市教育研究会研究部
日立市・日立市文化協会・日立市民音楽連盟

日立税務署
日立映画上映実行委員会

日立地区文化協会
日立第一高等学校附属中学校

日立市民吹奏楽団

多賀市民会館/ホール
10/4㊍
10/28㊐
11/10㊏
11/11㊐

11/17㊏
11/18㊐
11/25㊐
12/1㊏
12/2㊐
12/8㊏
12/9㊐
12/15㊏
12/16㊐

響ファミリー　日立公演
ヤマハ音楽教室ピアノ、エレクトーン発表会
ひたちシネマスペシャル
第44回東京藝術大学音楽学部同声会茨城支部演奏会

田メロディーコンサート～秋の風にのって～
JOINT CONCERT 2018
ジャパン歌謡信友会 35周年歌謡ショー
ダンスパーティー
ピアノ発表会
ありがとうまつり
ピアノ発表会
ひよこの会
クリスマス発表会

立木音楽企画
（株）クシダピアノ社

日立市視聴覚センター

東京藝術大学音楽学部同声会茨城支部
田正記念事業推進委員会

（株）ヤマハミュージックリテイリング水戸店
ジャパン歌謡信友会

コンタクトフリー
SAKASA

森山聖徳保育園
ルヴゥール会

東成沢幼稚園
ラボ国際交流センター

2019.1/19㊏ 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）、金原亭馬遊（落語）、三増れ紋（曲独楽）

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。

全席指定

初春落語会

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］10/27発売 1/11

2019.1/20㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］
 一般 1,000円、子ども 500円、ペア券 1,300円

［出　演］
 第一部： いしまち認定こども園、豊浦さくら保育園、高鈴幼稚園、
 滑川幼稚園、日立市少年少女合唱団、ひたち童謡を歌う会
 第二部： 「エリック・ジェイコブセン」ファミリーコンサート

全席指定

第31回ひたち童謡のつどい

［お問合せ：日立市民会館］1１/４発売

第一部は市内の幼稚園、保育園とコーラスグループによる合唱コンサート。第二部はＥテレ「えいご
であそぼ！」に出演していたエリック・ジェイコブセンさん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！

大人のための天文教室－秋の星空と月の楽しみ方－
おとな

星が好きでも、星や星座の見つけ方が分からないという方にもおすすめの講座です。今回は、秋
の星空で月や星・星座の見つけ方やその楽しみ方をテーマにお話します。

10/11㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室１０１号
［対　象］ 一般
［受講料］ 500円
［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）

申
込 9/12㊌ 10：00～ 0294-24-7731

シビックサロン「大人のための和太鼓講座」おとな

普段触れる機会がない和太鼓を思い切り叩いてみませんか？太鼓初心者向けの講座です。

11/17㊏ 13：00～16：00
［会　場］ 日立シビックセンター スタジオ
［対　象］ 高校生以上
［受講料］ 1,000円
［募集人数］ 12人
［講　師］ 民族歌舞団荒馬座

申
込 10/15㊊ 10：00～ 0294-24-７７１１

大人のための天文教室
－晩秋の星空・初めての星景写真を撮る－おとな

晩秋の星空の楽しみ方や、星景写真の撮り方の基本についてお話します。カメラをご持参ください。

12/13㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室１０１号
［対　象］ 一般
［受講料］ 500円
［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）

申
込 11/12㊊ 10：00～ 0294-24-7731

素焼きのクッキーにデコレーションをして、可愛くておいしいアイシングクッキーを作りません
か？クリスマスの時期にもぴったりです。
※クッキーのデコレーションのみを行います。
※材料に小麦粉、乳製品、卵を使用しています。

シビックサロン
「クリスマスアイシングクッキー」こども おとな

申
込 11/17㊏ 10：00～ 0294-24-77１１

12/22㊏ 
16：00／16：30／17：30／18：00 ※各回30分

［会　場］ 日立シビックセンター カフェ・ランチスペース
［対　象］ 小学生以上 ※未就学のお子様は保護者同伴
［募集人数］ 各回10人
［講　師］ 佐伯かおり（日本サロネーゼ協会認定講師）
［受講料］ 500円

写真は仕上がりイメージです

講座情報（先着順）

募集

前 売 情 報

4 5



第164回文化サロン「50年 合唱と共に生きる」
おとな

12/16㊐ 13：30～15：00
［会　場］ 日立市民会館 １1１号
［対　象］ 一般
［募集人数］ 100人
［講　師］ 武田京子（指揮者）
［受講料］ 無料

合唱指揮者として50年。歌は誰でも歌えるが、合唱は一人ではできない。数人で歌うことでその
ハーモニー感に浸り、その魅力が心の糧となり、歌い続けることができる…武田先生の合唱に対す
る熱い想いを伺い、合唱の醍醐味を味わっていただくひとときをお届けします。

申
込 11/10㊏ 9：30～ 0294-22-６４８１

能楽文化サロン 能「桜川」 －凶女について－
おとな

12/22㊏ 14：00～16：30
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号
［対　象］ 一般（高校生以上）
［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］ 100円（資料代）

茨城県に関係する能「桜川」についてお話します。また、謡の披露もございます。

申
込 10/20㊏ 10：00～ 0294-24-7755

12/2㊐
1回目 16：00～／2回目 17：00～（各回30分の公演）

［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［対　象］ 小学生以上
［募集人数］ 20人
［参加料］ 無料
［歌唱練習実施日］※3回とも午後1時から
 1回目11/18（日）、2回目11/25（日）、3回目12/2（日）

［曲　目］ 《ヘンゼルとグレーテル》より「お祈り」、
　　　　 きよしこの夜 ほか

イルミネーション点灯期間中に行う「イルミネーションコンサート」の出演者を募集します。オペラ
の名曲のほか、有名なクリスマスソングをみんなで歌い、お客さんとクリスマスの素敵な思い出を
つくりましょう！

子どもオペラ「イルミネーションコンサート」出演者募集こども

申
込 募集中 0294-24-77５５

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

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

ホームページの専用フォームで
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

「オペレッタ銀の時代」を築いた名作《メリーウィドウ》や《チャールダーシュの女王》の他、「オペレッタ金の時
代」を代表する《こうもり》など、世界中から多くのファンを魅了するオペレッタの数々をおおくりいたします。

2019.1/13㊐ 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 2,500円
 高校生以下 1,500円

全席指定

第21回ニューイヤーオペラコンサート
～魅惑のハンガリー・オペレッタの旅～

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］9/15発売 12/20

［出　演］ 指揮：大浦智弘、ソプラノ：松原有奈、島内菜々子、メゾ・ソプラノ：大津香津子、
　　　　  バリトン：大石洋史、ジプシーヴァイオリン：古館由佳子、
　　　　  合唱：ひたちオペラ合唱団、演奏：ニューイヤーオペラアンサンブル

［曲　目］ 《こうもり》より「夜会は招く」、《メリーウィドウ》より「ワルツ」「ヴィリアの歌」
　　　　  《チャールダーシュの女王》より「シルヴァ、君だけを愛してる」
　　　　  《伯爵令嬢マリツァ》より「聞こえるジプシーヴァイオリン」 ほか

プロの指導と指揮による市民オーケストラのコンサートです。迫昭嘉氏のソロ（ピアノ協奏曲）で
は、貴重な「弾き振り」によるオーケストラ演奏を披露します。

2019.1/27㊐ 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 2,０00円
 高校生以下 1,０00円

全席自由

日立シビックセンター市民音楽企画2018
ひたち室内楽フェスティバル・記念オーケストラ第2回演奏会

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］10/２０発売 1/13

［出　演］ 迫昭嘉（指揮、ピアノ）、渡辺美穂（コンサート ミストレス）、公募による市民オーケストラ
［曲　目］ ベートーヴェン：交響曲第7番、ピアノ協奏曲第5番「皇帝」

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］１１/２４発売 2/10

宝くじの助成により日本屈指のオーケストラ、東京フィルハーモニー交響楽団に
よる特別演奏会を開催します。

2019.2/24㊐ 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
※宝くじの助成による特別料金です。

全席指定

宝くじ文化公演
東京フィルハーモニー交響楽団特別演奏会

宇宙人オズマから、地球ではどっちが右か左か教えてほしいとの指令が届きました。さあ、君なら
どうする？ 身の回りのものから宇宙まで、右と左はどう決められているのかな。いろいろな実験を
しながらオズマへの返事を考えてみましょう。

2019.1/19㊏ 10：00～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室１０１号
［対　象］ 小学3年生以上の親子
［募集人数］ 12組
［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

親子で楽しむサイエンス
「宇宙人にどっちが右か左かを伝えるには？」おやこ

申
込 12/12㊌ 10：00～ 0294-24-７７３１

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

10/14㊐
10/20㊏～10/21㊐

10/28㊐

11/14㊌
11/17㊏

11/18㊐
11/23㊎
11/24㊏
11/25㊐
12/2㊐
12/9㊐
12/15㊏
12/16㊐

12/23㊐

～童謡100周年を記念して～歌いつなごう未来へ 記念コンサート
映光社コンサート
武田京子先生 女声合唱を指揮して50周年記念演奏会 Ｋ’s Ｃｏｎ Ｓｏｎｏ

《武田京子と歌う仲間たち》～ひたすら歌に生きる～
平成３０年度日立市社会福祉協議会ふくしのつどい
男女共同参画をすすめるつどい2018

女声アンサンブル ミルポワ 第１回コンサート
介護予防と映画の集い
茨城管楽合奏団第61回定期演奏会
第56回あひる会合唱団定期演奏会
日立交響楽団第126回定期演奏会
第11回ステージ勉強会
茨城大学混声合唱団第68回定期演奏会
家庭教育講演会「これがやりたい」をみつける子育て

創立70周年・木村義昭指揮歴65周年記念 日立製作所日立事業所合唱団第54回定期演奏会

ローゼの会
㈱映光社

Ｋ’s Ｃｏｎ Ｓｏｎｏ実行委員会
社会福祉法人日立市社会福祉協議会

男女共同参画をすすめるつどい実行委員会、日立市
女声アンサンブル ミルポワ

介護予防啓発事業実行委員会、日立市
茨城管楽合奏団
あひる会合唱団

日立交響楽団
プメハナ・フラ・スタジオ

茨城大学混声合唱団

地域子育て支援事業実行委員会

㈱日立製作所日立事業所日立会コーラス部

10/20㊏
11/10㊏
11/18㊐

11/24㊏～11/25㊐

12/16㊐

環境教育活動発表会
クリスマスコンサート
マキ・ピアノ発表会
日立市芸術祭・第61回市民演劇祭 第134回日立会演劇部公演「高瀬舟」

ピアノ＆リトミック発表会

日立市環境政策課
タカワ音楽教室

牧清美

日立演劇連盟、日立市、日立市文化協会
渡部桂

多用途ホール

10/28㊐ 百年塾フェスタ&日立市子どもまつり2018
ひたち生き生き百年塾推進本部、日立市子供会育成連合会

新都市広場／マーブルホール

12/8㊏ 磯山純ＬＩＶＥ Lakeside records
天球劇場

9/30㊐～10/13㊏

10/15㊊～10/21㊐
10/28㊐

11/1㊍～11/4㊐
11/16㊎～11/18㊐
11/19㊊～11/25㊐

12/8㊏
12/9㊐
12/22㊏

日立市・タウランガ市姉妹都市提携30周年記念写真パネル展

茨城県教育友の会写真クラブ写真展
百年塾フェスタ&日立市子どもまつり2018

川上泰司絵画展
第七回茨城支部連合会　盆栽展
第33回 魁美術会絵画展
としょかんまつり「本のリサイクルコーナー」
みゅーずマルシェ
消費生活展

日立市、日立国際交流協議会
茨城県教育友の会写真クラブ

ひたち生き生き百年塾推進本部、日立市子供会育成連合会
川上泰司

日本盆栽協会茨城支部連合会
魁美術会

日立市立記念図書館
日立商工会議所女性起業家交流グループみゅーずnet

日立市、消費生活展実行委員会

ギャラリー

日立市民会館/ホール
10/7㊐
10/21㊐
10/27㊏
11/2㊎
11/3㊏

11/8㊍～11/9㊎
11/11㊐
11/14㊌
11/17㊏

11/23㊎～11/25㊐
12/13㊍
12/23㊐

ゆかめ会日本舞踊発表会
バレエ発表会
日立民謡民舞連合会第45回秋季コンクール大会
音楽のつどい
茜祭
第62回日立市小中学校音楽会
第54回日立市民音楽祭
年末調整説明会・消費税軽減税率説明会
映画「北の桜守」
日立地区文化祭
合唱コンクール
ＰＯＰＳコンサート

ゆかめ会
エトワールバレエスタジオ

日立市文化協会
日立市立助川中学校
日立市立駒王中学校

日立市教育研究会研究部
日立市・日立市文化協会・日立市民音楽連盟

日立税務署
日立映画上映実行委員会

日立地区文化協会
日立第一高等学校附属中学校

日立市民吹奏楽団

多賀市民会館/ホール
10/4㊍
10/28㊐
11/10㊏
11/11㊐

11/17㊏
11/18㊐
11/25㊐
12/1㊏
12/2㊐
12/8㊏
12/9㊐
12/15㊏
12/16㊐

響ファミリー　日立公演
ヤマハ音楽教室ピアノ、エレクトーン発表会
ひたちシネマスペシャル
第44回東京藝術大学音楽学部同声会茨城支部演奏会

田メロディーコンサート～秋の風にのって～
JOINT CONCERT 2018
ジャパン歌謡信友会 35周年歌謡ショー
ダンスパーティー
ピアノ発表会
ありがとうまつり
ピアノ発表会
ひよこの会
クリスマス発表会

立木音楽企画
（株）クシダピアノ社

日立市視聴覚センター

東京藝術大学音楽学部同声会茨城支部
田正記念事業推進委員会

（株）ヤマハミュージックリテイリング水戸店
ジャパン歌謡信友会

コンタクトフリー
SAKASA

森山聖徳保育園
ルヴゥール会

東成沢幼稚園
ラボ国際交流センター

2019.1/19㊏ 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）、金原亭馬遊（落語）、三増れ紋（曲独楽）

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。

全席指定

初春落語会

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］10/27発売 1/11

2019.1/20㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］
 一般 1,000円、子ども 500円、ペア券 1,300円

［出　演］
 第一部： いしまち認定こども園、豊浦さくら保育園、高鈴幼稚園、
 滑川幼稚園、日立市少年少女合唱団、ひたち童謡を歌う会
 第二部： 「エリック・ジェイコブセン」ファミリーコンサート

全席指定

第31回ひたち童謡のつどい

［お問合せ：日立市民会館］1１/４発売

第一部は市内の幼稚園、保育園とコーラスグループによる合唱コンサート。第二部はＥテレ「えいご
であそぼ！」に出演していたエリック・ジェイコブセンさん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！

大人のための天文教室－秋の星空と月の楽しみ方－
おとな

星が好きでも、星や星座の見つけ方が分からないという方にもおすすめの講座です。今回は、秋
の星空で月や星・星座の見つけ方やその楽しみ方をテーマにお話します。

10/11㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室１０１号
［対　象］ 一般
［受講料］ 500円
［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）

申
込 9/12㊌ 10：00～ 0294-24-7731

シビックサロン「大人のための和太鼓講座」おとな

普段触れる機会がない和太鼓を思い切り叩いてみませんか？太鼓初心者向けの講座です。

11/17㊏ 13：00～16：00
［会　場］ 日立シビックセンター スタジオ
［対　象］ 高校生以上
［受講料］ 1,000円
［募集人数］ 12人
［講　師］ 民族歌舞団荒馬座

申
込 10/15㊊ 10：00～ 0294-24-７７１１

大人のための天文教室
－晩秋の星空・初めての星景写真を撮る－おとな

晩秋の星空の楽しみ方や、星景写真の撮り方の基本についてお話します。カメラをご持参ください。

12/13㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室１０１号
［対　象］ 一般
［受講料］ 500円
［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）

申
込 11/12㊊ 10：00～ 0294-24-7731

素焼きのクッキーにデコレーションをして、可愛くておいしいアイシングクッキーを作りません
か？クリスマスの時期にもぴったりです。
※クッキーのデコレーションのみを行います。
※材料に小麦粉、乳製品、卵を使用しています。

シビックサロン
「クリスマスアイシングクッキー」こども おとな

申
込 11/17㊏ 10：00～ 0294-24-77１１

12/22㊏ 
16：00／16：30／17：30／18：00 ※各回30分

［会　場］ 日立シビックセンター カフェ・ランチスペース
［対　象］ 小学生以上 ※未就学のお子様は保護者同伴
［募集人数］ 各回10人
［講　師］ 佐伯かおり（日本サロネーゼ協会認定講師）
［受講料］ 500円

写真は仕上がりイメージです

講座情報（先着順）

募集

前 売 情 報
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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
説明しますので、どなたで
もお気軽にご参加ください。

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

製作時間：約15分　　参加料：100円～300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

月替わりの科学工
作を楽しめます。
係 員 が 一 緒 に 、
作り方を説明しま
すので、どなた
でもお気軽にご参
加ください。

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト
11
／
17
〜
1
／
6

毎
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

科学マジック 磁石

光

①「カラフルしおり」
②「おばけウォーター」

[10/6土～10/28日]

カラフルしおり おばけウォーター

参加料200円

参加料100円 ①「ランプシェード」
②「スノードーム」

[11/3土㊗～12/24月　]振

ランプシェード スノードーム

参加料200円

参加料300円

上
映
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル【
各
回
約
50
分
】

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

ムーン・
ジャーニー

平　日

土日祝

ムーン・
ジャーニー

ムーン・
ジャーニー

ムーン・
ジャーニー生 生

季

季

全

11/17土～2019/1/6日 10：00～18：00

特
別
上
映

※（  ）内は30人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歳以上）

【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（12/28（金）～1/4（金））
科学館・天球劇場臨時休館日：9/3（月）～30（日）
　　　　　　10/30（火）、11/15（木）、16（金）
天球劇場のみの臨時休館日：11/14（水）

【お問合せ】　TEL：0294-24-7731（10：00～18：00）

【施設入館料】

※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：2018/12/27（木）

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）

【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

新オリジナルグッズ続々登場 !！

サイエンスショー

実演時間：約20分
開催時間：平日 　 　14：00～
　　　　土日・祝日　10：30～/15：00～

10
／
1
〜
12
／
27
上
映
の
番
組

11
／
17
〜
12
／
27
上
映
の
番
組

毎
日
上
映
の
番
組

ムーン・ジャーニー ～テルミとリサの大きな一歩～

お話の舞台は人類が月に最初の一
歩をしるしてからちょうど100年目
の2069年。地球に住む小学生の男
の子テルミが作文コンクールでグラ
ンプリを取り、月フェリーで月面に
向かうところから始まります。月で
彼を待っていたのは、幼なじみの女
の子リサ。彼女の案内で、月探査の
最前線を見学します。

◆10/１月～11/13火

◆11/17土～12/27木

双眼鏡貸し出し付き「星と宇宙を楽しむプラネタリウム」
毎週水曜日と土曜日の「星と宇宙を楽しむプラネタリウム」では、入場時に双眼鏡をお貸しします（先着10台）。
メガスターが再現する肉眼では見られないほど詳細でリアルな星空をお楽しみください。

いつものプラネタリウムと違って、騒いでしまったり、
泣いてしまっても大丈夫。0歳から入場できます。親子で星空を楽しん
でみませんか。寝転がって見られる「ごろごろシート」も用意していま
す。ご希望の方は事前にお申し込みください。（先着４組、受付中）

はじめてのプラネタリウム
11/12月 11：00～11：30

おやこ

詳しくは、P2をご覧ください

クリスマスを楽しむためのファミリー向けの特別上映です。クイズを交えた楽
しい雰囲気の中、クリスマスソングと共に冬の星空の世界をお楽しみください。

見上げてみよう！クリスマスの星空
12/23日、12/24月　 11：00～11：50  14：30～15：20振

詳しくは、
P3をご覧ください

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。秋の紅葉をイメージした香
りの中、秋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～紅葉の香り～
10/19金 19：00～19：50　10/20土 18：00～18：50

おとな

詳しくは、P2をご覧ください

新都市広場のイルミネーションを楽しみながら、天体望遠鏡で月や惑星
を観察してみませんか。参加料無料ですので気軽にお立ち寄りください。

観望会「月とイルミネーション」
11/24土 19：00～20：00 詳しくは、P2をご覧ください

「光の実験室」
LEDライトを使って、光の実験と工作を行います。

●日時 12/23日、24月
　　　 10：30～12：30
●対象 小学生以上（保護者同伴可）
●定員 各10人
●場所 8階アトリエ

振

所要時間：約10分
参加料：無料
開催時間：12:00～15:00

※10/13土、10/14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。

※11/13火は土日祝のスケジュールで上映します。

NEW

10月　科学マジック
11月　磁石
12月　光

星と宇宙を楽しむプラネタリウム
プラネタリウムの機能を活用した当館オリジナルのプログラムです。美しい星空に包まれ、さらに可視化し
た宇宙を体験できるヒーリング＆エキサイティングな50分。毎日内容が変わる生解説でお送りします。

舞台となるのは架空のアインシュタ
イン博物館。ある夜、博物館にこっ
そりと侵入した魔法使いの少年リン
ブラダーは、不思議なロボット「ア
ルビー」に出会います。アルビーは
重力の秘密やアインシュタインに関
するあらゆることを知っています。
さあ、二人と一緒に空間と時間をめ
ぐる神秘的な旅に出かけましょう！

NEW

GRAVITATION ～魔法使いの少年とロボット
　　　　　　　　　　　　　　　不思議な一夜～

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みなさ
んとお話しをしながら、壮大な宇宙の世界をご案内します。

行き先はあなた次第！日立発ミステリーツアー
10/13土、10/14日 11：00～11：50 14：30～15：20 詳しくは、P2をご覧ください

※12/2日は天文講演会のため11：00、13：00、14：30の上映を休止します。
※12/8土は貸館のため、16：00の上映を休止します。
※12/23日、24月　の14：30の回は、「見上げてみよう！クリスマスの星空」を上

映いたします。
※期間中の金曜日は18：00の回が追加になります。（「今夜の星空」についての生

解説＋ドーム映像番組「GRAVITATION」）
※12/25火～12/27木は土日祝のスケジュールで上映します。

振

13：00 14：30 16：00 18：00（金曜日のみ）11：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

団体予約
専用

ムーン・
ジャーニー

平　日

土日祝
GRAVITATION

GRAVITATION

GRAVITATION生 生

GRAVITATION生

季

季

全

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。

全編生解説

「スクラッチではじめてのプログラミング」
キャラクターを動かして、アニメとゲームを作ります。

参加料：500円

●日時 12/8土、9日
　　　 10：30～12：30
●対象 小学5、6年生
●定員 各15人
●場所 8階アトリエ

共催：茨城県北芸術祭フォローアップ事業実行委員会

お正月サイエンスショーまつり

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

1日3回普段と違うサイエンスショーを
実施します。

●日時 1/5土、6日
　　 　10：30/12：00/15：00

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

おやこ
番組の
対象

NEW!
キッズスペースが新しくなりました

自分の動きに合わせて映像が変わる「インタラクティブアート」が科学館に集合！
科学技術（サイエンス）と芸術（アート）がミックスされた不思議な空間を楽しもう！

同時開催 サイエンス×アート 日立シビックセンター１階アトリウム会場
（主催：茨城県北芸術祭フォローアップ事業実行委員会）

※中身は変わる可能性が
　あります

制作：科学技術広報財団／コニカミノルタプラネタリウム
資料提供：清水建設(株)、NASA Ⓒ Reef Distribution www.reef‒distribution.com

11/23金㊗10：00より電話受付 11/3土㊗10：00より電話受付参加料：500円

冬 の ン ト特 別 ベイ

6 7



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
説明しますので、どなたで
もお気軽にご参加ください。

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

製作時間：約15分　　参加料：100円～300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

月替わりの科学工
作を楽しめます。
係 員 が 一 緒 に 、
作り方を説明しま
すので、どなた
でもお気軽にご参
加ください。

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト
11
／
17
〜
1
／
6

毎
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

科学マジック 磁石

光

①「カラフルしおり」
②「おばけウォーター」

[10/6土～10/28日]

カラフルしおり おばけウォーター

参加料200円

参加料100円 ①「ランプシェード」
②「スノードーム」

[11/3土㊗～12/24月　]振

ランプシェード スノードーム

参加料200円

参加料300円

上
映
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル【
各
回
約
50
分
】

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

ムーン・
ジャーニー

平　日

土日祝

ムーン・
ジャーニー

ムーン・
ジャーニー

ムーン・
ジャーニー生 生

季

季

全

11/17土～2019/1/6日 10：00～18：00

特
別
上
映

※（  ）内は30人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歳以上）

【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（12/28（金）～1/4（金））
科学館・天球劇場臨時休館日：9/3（月）～30（日）
　　　　　　10/30（火）、11/15（木）、16（金）
天球劇場のみの臨時休館日：11/14（水）

【お問合せ】　TEL：0294-24-7731（10：00～18：00）

【施設入館料】

※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：2018/12/27（木）

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）

【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

新オリジナルグッズ続々登場 !！

サイエンスショー

実演時間：約20分
開催時間：平日 　 　14：00～
　　　　土日・祝日　10：30～/15：00～

10
／
1
〜
12
／
27
上
映
の
番
組

11
／
17
〜
12
／
27
上
映
の
番
組

毎
日
上
映
の
番
組

ムーン・ジャーニー ～テルミとリサの大きな一歩～

お話の舞台は人類が月に最初の一
歩をしるしてからちょうど100年目
の2069年。地球に住む小学生の男
の子テルミが作文コンクールでグラ
ンプリを取り、月フェリーで月面に
向かうところから始まります。月で
彼を待っていたのは、幼なじみの女
の子リサ。彼女の案内で、月探査の
最前線を見学します。

◆10/１月～11/13火

◆11/17土～12/27木

双眼鏡貸し出し付き「星と宇宙を楽しむプラネタリウム」
毎週水曜日と土曜日の「星と宇宙を楽しむプラネタリウム」では、入場時に双眼鏡をお貸しします（先着10台）。
メガスターが再現する肉眼では見られないほど詳細でリアルな星空をお楽しみください。

いつものプラネタリウムと違って、騒いでしまったり、
泣いてしまっても大丈夫。0歳から入場できます。親子で星空を楽しん
でみませんか。寝転がって見られる「ごろごろシート」も用意していま
す。ご希望の方は事前にお申し込みください。（先着４組、受付中）

はじめてのプラネタリウム
11/12月 11：00～11：30

おやこ

詳しくは、P2をご覧ください

クリスマスを楽しむためのファミリー向けの特別上映です。クイズを交えた楽
しい雰囲気の中、クリスマスソングと共に冬の星空の世界をお楽しみください。

見上げてみよう！クリスマスの星空
12/23日、12/24月　 11：00～11：50  14：30～15：20振

詳しくは、
P3をご覧ください

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。秋の紅葉をイメージした香
りの中、秋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～紅葉の香り～
10/19金 19：00～19：50　10/20土 18：00～18：50

おとな

詳しくは、P2をご覧ください

新都市広場のイルミネーションを楽しみながら、天体望遠鏡で月や惑星
を観察してみませんか。参加料無料ですので気軽にお立ち寄りください。

観望会「月とイルミネーション」
11/24土 19：00～20：00 詳しくは、P2をご覧ください

「光の実験室」
LEDライトを使って、光の実験と工作を行います。

●日時 12/23日、24月
　　　 10：30～12：30
●対象 小学生以上（保護者同伴可）
●定員 各10人
●場所 8階アトリエ

振

所要時間：約10分
参加料：無料
開催時間：12:00～15:00

※10/13土、10/14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。

※11/13火は土日祝のスケジュールで上映します。

NEW

10月　科学マジック
11月　磁石
12月　光

星と宇宙を楽しむプラネタリウム
プラネタリウムの機能を活用した当館オリジナルのプログラムです。美しい星空に包まれ、さらに可視化し
た宇宙を体験できるヒーリング＆エキサイティングな50分。毎日内容が変わる生解説でお送りします。

舞台となるのは架空のアインシュタ
イン博物館。ある夜、博物館にこっ
そりと侵入した魔法使いの少年リン
ブラダーは、不思議なロボット「ア
ルビー」に出会います。アルビーは
重力の秘密やアインシュタインに関
するあらゆることを知っています。
さあ、二人と一緒に空間と時間をめ
ぐる神秘的な旅に出かけましょう！

NEW

GRAVITATION ～魔法使いの少年とロボット
　　　　　　　　　　　　　　　不思議な一夜～

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みなさ
んとお話しをしながら、壮大な宇宙の世界をご案内します。

行き先はあなた次第！日立発ミステリーツアー
10/13土、10/14日 11：00～11：50 14：30～15：20 詳しくは、P2をご覧ください

※12/2日は天文講演会のため11：00、13：00、14：30の上映を休止します。
※12/8土は貸館のため、16：00の上映を休止します。
※12/23日、24月　の14：30の回は、「見上げてみよう！クリスマスの星空」を上

映いたします。
※期間中の金曜日は18：00の回が追加になります。（「今夜の星空」についての生

解説＋ドーム映像番組「GRAVITATION」）
※12/25火～12/27木は土日祝のスケジュールで上映します。

振

13：00 14：30 16：00 18：00（金曜日のみ）11：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

団体予約
専用

ムーン・
ジャーニー

平　日

土日祝
GRAVITATION

GRAVITATION

GRAVITATION生 生

GRAVITATION生

季

季

全

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。

全編生解説

「スクラッチではじめてのプログラミング」
キャラクターを動かして、アニメとゲームを作ります。

参加料：500円

●日時 12/8土、9日
　　　 10：30～12：30
●対象 小学5、6年生
●定員 各15人
●場所 8階アトリエ

共催：茨城県北芸術祭フォローアップ事業実行委員会

お正月サイエンスショーまつり

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

1日3回普段と違うサイエンスショーを
実施します。

●日時 1/5土、6日
　　 　10：30/12：00/15：00

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

おやこ
番組の
対象

NEW!
キッズスペースが新しくなりました

自分の動きに合わせて映像が変わる「インタラクティブアート」が科学館に集合！
科学技術（サイエンス）と芸術（アート）がミックスされた不思議な空間を楽しもう！

同時開催 サイエンス×アート 日立シビックセンター１階アトリウム会場
（主催：茨城県北芸術祭フォローアップ事業実行委員会）

※中身は変わる可能性が
　あります

制作：科学技術広報財団／コニカミノルタプラネタリウム
資料提供：清水建設(株)、NASA Ⓒ Reef Distribution www.reef‒distribution.com

11/23金㊗10：00より電話受付 11/3土㊗10：00より電話受付参加料：500円

冬 の ン ト特 別 ベイ
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PiCK UP お す す め 情 報

PiCK UP 1 Hitachi Starlight Illumination 2018
今年のイルミネーションも様々な光の装飾をお楽しみいただけます。素敵な冬の一時を日立シビックセンター新都市広場でお過ごしください。

PiCK UP 2第28回ひたち秋祭り
　　　 ～郷土芸能大祭

全国各地から郷土芸能を伝承する団体をお招きし、その競演を堪能できるほか、地元
日立の芸能団体や青少年が日頃の成果を披露する、秋の一大風物詩です。
全国でも類を見ない野外大ステージにて、郷土芸能の感動をお届けします。

第28回

入場
無料
雨天中止

10月6日土
13：00～14：30　日立荒馬踊り
日立市内保育園・認定こども園による「荒馬踊り」

18：00～19：45　全国の芸能「夢」の競演
阿波おどり／浦浜念仏剣舞／なまはげ太鼓／新崎樽ばやし／茨城の民謡

10月7日日
10：45～11：15　芸能パレード
招待芸能：阿波おどり　　地元団体芸能：阿波おどり／日立さんさ踊り／河中エイサー

11：15～13：15　野外大ステージ演舞
招待芸能：浦浜念仏剣舞／なまはげ太鼓／新崎樽ばやし　　地元団体芸能：ひたちの太鼓／久慈浜ソーラン

15：00～16：00　青少年フェスティバル
〔日立市内中学校・芸能共演〕　久慈中ソーラン・黒潮太鼓／河中エイサー／十王鵜鳥舞

全国の芸能
「夢」の競演のみ、
司会に手話通訳が

入ります

初

演目やスケジュールなど、変更になる場合があります。
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演目やスケジュールなど、変更になる場合があります。
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今年も県内最大級の科学を楽しむイベントがやってきます。“学校ではできない”
科学実験や工作を体験できるコーナーがナント59種類もあ～る！1日かかっても
体験しきれないぞ！講師は、高校や大学の先生、研究者、そして大学生や高校生
のお兄さんやお姉さんが教えてくれます。小学生から中学生まで、貴重な科学体
験が皆さんを待っています。作った作品は、全部持って帰れるので、袋を持参し
てね。

PiCK UP お す す め 情 報

この冊子を３ヶ月に１度ご自宅へ郵送いたします。（送料無料）
ご希望の方は、右側のハガキ部分を切り取り、必要事項をご記入の上
投函してください。
Eメールでもお申し込みいただけます。件名に「イベントインフォ定期購読希
望」と明記のうえ、郵便番号、住所、氏名、フリガナを送信してください。

※日立市内の保育園、幼稚園、認定こども園及び公立小中学校では、毎号全員
に配布をしておりますので、御家族の方は御遠慮ください。

※皆様の個人情報は利用・管理を徹底し、当財団広報物を発送する以外の目
的では使用しません。

civic@civic.jp宛

イベントインフォメーションの
定期購読を始めました

イベントインフォメーションの
定期購読を希望します

フリガナ

氏 名

住 所

（〒　　　－　　　　）

●このイベントインフォメーションをどちらで入手されましたか。

場所：

●今号で気になった情報を一つ挙げてください。

●よく利用する施設はどちらですか。

場所：

●参加してみたい、興味のある行事、イベントを教えてください。

現在、幼稚園・保育園・学校などから配布されている方（御家族）又は郵送で
自宅に届いている方はお申込（投函）は不要です。

●興味のある内容はどちらですか。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

音楽コンサート 文化講座 科学・天文 演　劇

ボランティア イルミネーション郷土芸能大祭大道芸

PiCK UP

シビックの店 日立シビックセンター1階　【営業時間】 10：00～17：00
※焼き菓子ギフトは、おとなり「カフェ・ランチスペース」で

日立市地域ブランド認定品の食品、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。

みなさまからのご寄附は、当財団が実施する次の事業に活用いたします。

ご寄附のお願い

❶ 科学・天文の普及に関する事業
❷ 音楽、文化、芸術の振興に関する事業
❸ 子どもたちの創造性や想像力を育む事業
❹ 市民交流の活性化に関する事業
❺ その他当財団が行っている公益目的事業

●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。

日立シビックセンター TEL：0294-24-7711お問合せ

『さくら（独唱）』『夏の終わり』をはじめ、数々のヒット曲を放った森山直太朗が日立市民会館に帰ってくる！独自の世界観を持
つ多くの楽曲と唯一無二の澄んだ歌声は、ファンのみならず多くの人々を魅了するでしょう。どうぞお楽しみに！
※3才以下のお子様の入場不可。4才以上のお子様はチケットが必要になります。

お問合せ：日立市民会館　TEL：0294-22-648110/14発売

2019.3/10日 17：00開演2019.3/10日 17：00開演
会　場 日立市民会館 ホール
入場料 6,900円全席指定

お弁当300円～650円 Tadaima coffee 180円 焼き菓子 80円～
スコーン、マフィン、パインケーキ、
しらすクッキーなど

カフェ・ランチスペース　日立シビックセンター1階
営業時間10：00～17：00（ラストオーダー16：30）
お席の予約や、お弁当の予約もご相談ください。

ドリンクバー250円（小中学生150円　幼児無料）

※焼き菓子ギフト
　も当店で

駄菓子コーナーも
ございます

年１回の定期演奏会、市民音楽祭や県合唱祭などへ参加しています。市
内に住んでいるか通学・通勤している中学生以上の歌の好きなかた。
＊初心者大歓迎。見学可能。

【会費】 2,000円／月
【練習日時及び会場】
 第１・３水曜日 午後６時～８時
 …日立シビックセンター音楽室
 第２・４日曜日 午後１時30分～４時30分
 …助川交流センター

申
込 通年 0294-22-6481 0294-22-6633 日立市民会館

日立市民混声合唱団の団員募集

第1８回 青少年のための科学の祭典・日立大会第1８回 青少年のための科学の祭典・日立大会 12/2㊐ 9：30～15：30

【会場】 日立シビックセンターマーブルホール、ギャラリー ほか　【入場料】 無料
【主催】 青少年のための科学の祭典・日立大会実行委員会　【共催】 公益財団法人 日立市民科学文化財団

みらい
実験教室
みらい
実験教室

光るまゆから光る物質を
とりだしてみよう
光るまゆから光る物質を
とりだしてみよう

［時間、人数］ 10：30～、11：30～、13：30～
 （各回30分、先着20人）

［会　場］ 日立シビックセンター
 科学館アトリエ

［講　師］ 農研機構遺伝子組換え研究推進室
［対　象］ 小学3年生～小学6年生
［料　金］ 無料
［内　容］ 農研機構が作り出した光る繭から光る物質を取り

出して、遺伝子組換えカイコの可能性について紹介
します。

［持ち物］ 筆記用具、デジカメ（スマホ可）
［申込方法］ 希望時間、名前、住所、学年、連絡先をsaiten.hitachi2@gmail.comへ

天　文
講演会
天　文
講演会

ひたち宇宙学校
～月探査機「かぐや」が見たもの～
ひたち宇宙学校
～月探査機「かぐや」が見たもの～

［時　間］ 13：00～15：00
［会　場］ 日立シビックセンター天球劇場
［講　師］ 春山純一（JAXA宇宙科学研究所助教）
［料　金］ 一般1,000円、学生500円、
 親子1,200円

［主　催］ (公財)日立市民科学文化財団
［内　容］ 月の研究の専門家が、月の縦孔（たてあな）など月探

査機「かぐや」の興味ある成果を分かりやすく解説し
ます。プラネタリウムでの講師のお話しもあります。

  詳しくはP3をご覧ください。10/13よりチケット販売

【大会のお問合せ】 大会実行委員会事務局（日立市教育委員会生涯学習課） TEL.0294-22-3111（代）
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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詳しくは

10/6、7

11/23～12/25

12/14

ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

Hitachi Starlight Illumination 2018

洋楽文庫 第2章 小菅優＆石坂団十郎 デュオ

P8

P9

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❶～❺ P.8-12 / アクセス P.12

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30年9月3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8月31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。

洋楽文庫 第2章 小菅優＆石坂団十郎 デュオ

レコメン！！Vol.5 二階堂和美 with Gentle Forest Sextet

Little Glee Monster Live Tour 2018 ～Calling!!!!!

Hitachi Starlight Illumination 2018

第28回 ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

PiCK UP おすすめコンサート情報

日立シビックセンター

●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／208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

（12/28（金）～1/4（金））

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

日立市民会館

●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
●施設の駐車場が満車の場合は

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
（12/29（土）～1/3（木））

TEL：0294-22-6481　〒317-0063 茨城県日立市若葉町1-5-8

多賀市民会館

●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
（12/29（土）～1/3（木））

TEL：0294-34-1727　〒316-0013 茨城県日立市千石町2-4-20

料金受取人払郵便

日立局
承　認

165

3 1 7 8 7 9 0

（受取人）

日立市幸町1-21-1

公益財団法人
日立市民科学文化財団
経 営 企 画 課  行
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差出有効期間
平成32年6月
30日まで

郵 便 は が き

PiCK UP 5 「レコメン!!」シリーズ 注目と期待を集めているアーティストをおすすめ（レコメンド）するライヴシリーズです。
躍動感溢れるパフォーマンスにぴったりの多用途ホールで、素敵な時間をお楽しみください。

多用途ホールライヴシリーズ第5弾！！ジャンルにとらわれな
い音楽性と圧倒的な歌唱・表現力で国内外から幅広く支持
され、スタジオジブリ映画「かぐや姫の物語」の主題歌「いの
ちの記憶」でも知られるシンガーソングライター二階堂和美
が、オリジナル・スウィングを武器に人気を博しているビッグ
バンド、ジェントル・フォレスト・ジャズバンドからセレクトされ
た6人と共にお送りするスペシャルコラボレーションライヴ！！
※ドリンクサービス（有料）の予定あり。

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

お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター
TEL：0294-24-7720

発売中 11/17

Gentle Forest SextetwithVol.5

レコメン！！

From Gentle Forest Jazz Band
二階堂和美

nikaido kazumi
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