
天球劇場平日限定スタンプカード
「STAR★MILEAGE」実施中!

プラネタリウムを
もっとお得に楽しむ！

「チコちゃんに叱られる!」ⓒNHK

■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　毎月最終月曜日、臨時休館（11/16㊌～11/18㊎、11/29㊋）、12/28㊌～2023/1/1㊐

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

※通常の入館とは異なる入場チケットが必要です。

FUNNY BONES 加納真実

Hitachi Starlight Ⅰllumination 2022 ～ヒカリウタ～

［会　場］日立シビックセンター新都市広場
［料　金］無料

11/19㊏～2023/1/9㊊㊗ 17：00～22：00

こまやたこの工作が楽しめるイベントを年明け1/2から実施します！
2023/1/2㊊㊡～1/9㊊㊗◆正月イベントも開催！

わたしたちの暮らしと、地球の資源や生態系、様々な人々のかかわり
を「かるた」形式のパネルでご紹介します。

11/12㊏～12/25㊐ 9：00～17：00

①10：00、11：00、14：00、15：00
②10：30、11：30、14：30、15：30

「かるたでよみとく  わたしと世界のつながり」展
［企画・製作］日本科学未来館
［対 　 　 象］科学館入館者

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！

11/19㊏～2023/1/9㊊㊗ 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

日立市内の施設を巡るスタンプラリーを開催中！5施設中4施設達成でノベルティやチケットが受け取れます。

～2023/1/9㊊㊗遊べるスポットスタンプラリーひたちナビ活用

［会　場］ 日立シビックセンター科学館、Hiタッチらんどハレニコ！、かみね動物園、
 かみねレジャーランド、奥日立きららの里
［料　金］無料　※アプリ「ひたちナビ」のダウンロードが必要

有効期限：2022/12/27㊋

12/10㊏ 10：30～11：15、14：45～15：30
全国★プラネタリアンライブ解説

［出　演］永田美絵（コスモプラネタリウム渋谷チーフ解説員）
［申込み］10/24㊊　10：00～　HPにて

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→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

解説のプラネタリウムです。

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

障がい者・
幼児入 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10月11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10月6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。

関連イベント

11/13には新都市広場で国際色豊かな「にじいろマルシェ」を開催!
クラフト作家やキッチンカーが約20組出店!

関連イベント

永田美絵

①万華鏡
［料　金］300円

②入浴剤
［料　金］200円

①パンダキャンドル
［料　金］300円

②ランプケース
［料　金］400円

土日祝日・冬休みひらめき工作

毎日
開催

サイエンスショー 10：00～、11：15～、14：30～、15：45～
子どもも大人も楽しめる科学実験ショー！11～12月は「風の科学」と「大気圧の実験」を行います。

11/7㊊ 10：30～11：00
［申込み］ 受付中　HPにて

 0歳から楽しめるプラネタリウムです。
その日見られる秋の星空について紹介します。

ひよこプラネタリウム～秋のほしぞら～
12/24㊏、12/25㊐ 10：30～11：10、14：45～15：25
［申込み］ 12/10㊏　10：00～　HPにて

クイズを交えながらクリスマスの夜空に
描かれる星座たちをご紹介します。

ファミリープラネタリウム～クリスマスを楽しもう！～

11/23㊌㊗ 14：45～15：25
［申込み］ 11/9㊌　10：00〜　HPにて

勤労感謝の日に、皆さんをプラネタリウムで
快眠へと誘います。

全国一斉熟睡プラ寝たリウム
12/24㊏ 18：30～19：20
［申込み］ 12/10㊏　10：00～　HPにて

クリスマスソングと共に、クリスマスの夜空に
描かれる星座の物語をご紹介します。

大人のためのXmasプラネタリウム

通常上映

特別上映

上映スケジュール

各番組の上映時間や
内容はHPから
ご確認ください↓

「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。

第20回ひたち国際文化まつり

11/19㊏ 16：30～17：00
［料　金］無料

日立市内中学・高校生による吹奏楽の音色がイルミネーションに
彩りを添える一夜限りのコンサートです。

NEW WIND THEATER  ～イルミネーションコンサート～

星空を、屋上から見るイルミネーションと
共にお楽しみください。

イルミネーション特別星空観望会

［会　場］日立シビックセンター屋上　［料　金］無料
11/19㊏ 17：00～19：00 ※曇雨天時は中止

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］一般500円、高校生以下無料
［申込み］10/13㊍　10：00～　0294-24-7720

［会　場］ 日立シビックセンターアトリウム、ギャラリー、多用途ホール、
 会議室、新都市広場
［料　金］ 無料（一部コーナー有料）

第20回記念  モーリー・ロバートソン講演会
11/12㊏ 14：00開演

11/13㊐ 10：00～16：00

※11/13㊐は～16：00
（展示コーナー） 11/8㊋～11/13㊐ 10：00～17：00

［会　場］ 日立シビックセンターギャラリー、アトリウム、多用途ホール
［料　金］無料
障がいのある方が「心の表現」と「個性」を発表する文化活動の祭典！
ステージ発表や作品展示、オリジナル商品の販売を行います。

ニコ・カーニバル
12/3㊏ 10：00～14：00

［会　場］ 日立シビックセンター天球劇場、
 屋上、日立市内各所
［料　金］ 一般500円、小学生〜高校生、
 高齢者（65歳以上）200円
［申込み］ 受付中　HPにて

2023年に実施する茨城デスティネーションキャンペーン（JRグループ
と自治体・観光関係団体が取組む観光キャンペーン）のプレ企画です。
天球劇場でプラネタリウムとオリジナル番組を鑑賞した後、各自で
市内の星にまつわるパワースポットを巡ります。再びシビックセンター
に戻り、屋上で夜景と星空観察を楽しみます。

SDGsや多文化共生などを含む旬な話題を多角的な視点で
お話しします。

世界各国の文化を紹介するブースが20か所並びます。
また、展示コーナーでは国際交流や異文化に対する理解を深めることができる
パネルを展示します。

ひたちのまち
－星にまつわるパワースポットめぐり－

茨城プレDC企画

11/5㊏、12/17㊏ 
10：30～19：00

［出　演］ FUNNY BONES、加納真実ほか
［会　場］ 日立シビックセンター新都市広場、
 多用途ホール
［料　金］ 無料

3年ぶりに日立の街に大道芸が帰ってきます！
イルミネーションの光の中での大道芸も
お楽しみください。

大道芸 with
イルミネーション
11/26㊏ 13：00～18：00

11/3㊍㊗ 14：00～17：00

コンピューターミュージックのススメ
～やってみようスマホで作曲～

［講　師］マシコタツロウ（作曲家、作詞家）
［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］2,000円
［対　象］中学生以上
［申込み］受付中　HPにて
「ガレージバンド」(Apple社作曲ソフトウェア)を使用したワークショップ
です。※無料アプリ「ガレージバンド」のインストール及びApple社製品
（iPhone、iPad、Mac PC）をご用意ください。

12/10㊏ 10：00～11：00
 11：00～12：00
 12：00～13：00

シビックサロン「アトリウム生け花」

［講　師］日立華道連盟
［会　場］日立シビックセンター
 アトリウム
［料　金］600円
［申込み］11/12㊏　10：00～　HPにて

11/19㊏ 13：30～15：00

第173回文化サロン
「プログラミング教育が目指す10年後の未来」
 ～IT、IoT、DXで未来はこう変わる～

［講　師］柴田裕一
 （茨城工業高等専門学校名誉教授）
［会　場］日立市民会館111号室
［料　金］無料
［申込み］受付中　0294-22-6481またはHPにて
IT、IoT、DXといった専門用語の解説や、それらを支える
プログラミング教育の現状と必要性について講演します。

お花に触れてみませんか？クリスマス向けの
生け花体験を実施します。

光を見ると模様や形が見えるシートを使って「ホロスペック
スコープ」を作ります。

11/7㊊ 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

※開催会場にご注意ください

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→

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

星めぐり☆プラネタリウム

ゆったりシエスタ★
プラネタリウム

土日祝日　※3

平日～2023/3/22㊌　※1

こぐま座のティオ
星空だいぼうけん

～11/13㊐　※2
🄫🄫KAGA🄫A s🄫🄫dio

星の旅 -世界編-

～2023/3/22㊌

段ボール、ナット、割りばしなど身近
な道具を使用した時計を作成して、
時計の科学を学びます。

12/11㊐ 10：00～12：00
サクリエ☆スクール「サカモト博士と学ぶ時計の科学～段ボール時計作り～」
［講　師］坂元眞一（サイエンス・メディア・ラボ）
［会　場］日立シビックセンター会議室702、703号
［料　金］800円
［対　象］小学3年生以上とその保護者
［申込み］11/1㊋　10：00～　HPにて

「時間の科学」をテーマに、科学者たちが
導きだした時間に関する考え方、タイム
トラベルはできるのかなどを学びます。

12/11㊐ 13：30～15：30
サクリエ☆カレッジ「サカモト博士の『時間の科学』講座」
［講　師］坂元眞一（サイエンス・メディア・ラボ）
［会　場］日立シビックセンター会議室702、703号
［料　金］1,000円
［対　象］18歳以上
［申込み］11/1㊋　10：00～　HPにて

🄫🄫チャ🄫ントン

チャギントン　　   
～星空にレッツライド！～

　　　 with つるの剛士

11/19㊏～2023/3/22㊌

NEW

※昨年の様子

年明け 1/2 から開館！

年明け 1/2 から開館！

11月 12月

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

2022.1 1-12

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

イベント・展示

ワークショップ・講座

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）

※1　11/5㊏、12/17㊏、12/24㊏、12/25㊐の10：30～の回休止　　※2　11/7㊊休止　　※3　11/23㊌㊗、12/24㊏、12/25㊐休止



コンサート・上演

■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㊌〜2023/1/4㊌
　※科学館・天球劇場のみ12/28㊌～2023/1/1㊐㊗

☎  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㊍〜2023/1/3㊋☎  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㊍〜2023/1/3㊋☎  0294-34-1727
〒316-0013  茨城県日立市千石町2-4-20

11/9㊌ 10：00開演

初めての劇場体験☆本物の音楽会
「ティコボのガラクタ音楽会」
［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　一般1,500円、 3歳～中学生以下1,000円、
 2歳以下膝上鑑賞無料 （座席が必要な場合は有料）
［申込み］受付中　0294-22-6481

2023/1/2㊊㊡ 14：45～15：25
プラネタリウム　リクエスト・アワー
［会　場］日立シビックセンター天球劇場
［料　金］一般500円、高校生以下200円、幼児無料
［申込み］12/19㊊　10：00～　HPにて
正月イベント （詳細は裏表紙参照） の開館に合わせて、 「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！

2023/1/22㊐ 13：00～17：00

オリジナルソングを作ろう！

［講　師］益子里奈、橋本理沙（rain coat studio所属）
［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］11/27㊐　10：00～　HPにて
作詞と作曲を体験することができるワークショップです。

2023/2/12㊐ 10：00開演、14：00開演
Civic Dance Fes.2022

［内　容］出演チーム単位のダンス披露
［会　場］日立市民会館ホール
［参加料］300円/人
［対　象］茨城県内に活動拠点を置くダンスチーム
［申込み］受付中　HPにて　
 ※応募多数の場合日立市内を活動拠点とするチームを優先し、以降は抽選で決定
ダンスイベントの参加チームを募集しています。 年齢、 ダンスのジャンルは問いません。
HPに掲載の募集要項をご確認の上、 お申込みください。

2023/2/4㊏ 15：00開演

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］10/16㊐　9：00～　0294-22-6481

2023/2/4㊏ 15：00開演
東京フィルハーモニー交響楽団～氷上のオーケストラコンサート～

［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］11/19㊏　10：00～　0294-24-7720
 ※シビックメンバーズ　11/12㊏　10：00〜

2023/1/29㊐ 13：30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」

［内　容］第1部：ピアノソロ、弾き語り　第2部：様々なジャンルのアコースティック演奏
［会　場］日立シビックセンター音楽ホール
［参加料］500円/人　※6名以上の団体は一律3,000円
［対　象］アマチュアの音楽愛好家
［申込み］11/5㊏　10:00～　0294-24-7755またはHPにて　
 ※定員（第1部：10名、第2部：20組）になり次第〆切

2023/1/21㊏ 17：00開演、1/22㊐ 11：00開演、15：00開演
ひたち街角小劇場第57弾　チーム無印公演「アンフォゲッタブル」
［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］11/12㊏　9:00～　0294-34-1727
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。

「ミュージックトレイン～みんなでつなぐホールコンサート～」に出演するソロ、団体の方を募集します。　
演奏曲、ジャンルは自由です。1組6分以内の演奏となります。

2023/1/7㊏ 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
［受　付］12/17㊏　10:00～　HPまたは0294-34-1727

2023/2/9㊍ 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］10/15㊏　9：00～　0294-22-6481

 11/23㊌㊗ 介護予防と映画の集い ……日立市介護予防啓発事業実行委員会、日立市
 12/4㊐ 日立交響楽団 第 130 回定期演奏会……………………… 日立交響楽団
 12/25㊐ ステージ勉強会 …………………………… プメハナ　フラ　スタジオ

音楽ホール

 11/12㊏ 磯山純　TOUR2022　～幸せは何かと聞かれたら～　FINAL in 天球劇場
  ……………………………………………………………………… 磯山純

天球劇場

日立シビックセンター

多賀市民会館／ホール
 11/18㊎ 映画「お終活」・「オレの記念日」…………………… 日立上映実行委員会
 11/19㊏ 常陸リウマチ治療研究会市民公開講座 ………… 常陸リウマチ治療研究会
 11/20㊐ ジョイントコンサート ……（株）ヤマハミュージックリテイリング水戸店
 11/26㊏ びーだま学園祭 …………………………………………………… 虹色の美珠
 11/27㊐ ピアノ・エレクトーン　ソロコンサート ……………（株）クシダピアノ社
 12/4㊐ チャリテー年忘れ日立歌祭り2022……………………………… 真琴後援会
 12/10㊏ 歌謡発表会 ……………………………………………… ジャパン歌謡信友会
 12/17㊏ 日立市芸術祭　ひたち人形劇団パッペ　クリスマス公演
  ………………………… 日立市、日立市文化協会、ひたち人形劇団パッペ
 12/25㊐ 福祉のお仕事カフェ“冬”（県北）
  ……………………………… 茨城県、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

日立市民会館／ホール
 11/13㊐ 第58回日立市民音楽祭…………………………… 日立市民音楽連盟
 11/27㊐ 津軽三味線佐々木光儀流50周年記念特別公演
  …………津軽三味線佐々木光儀流50周年記念特別公演実行委員会
 12/9㊎～12/11㊐ 第38回日立地区文化祭…………………………… 日立地区文化協会
 12/25㊐ ポップスコンサート2022 ……………………… 日立市民吹奏楽団

貸館情報 月日／催物名／主催

 11/16㊌～11/20㊐ 日立市芸術祭　第46回日立書道連盟展
  …………………………… 日立市、日立市文化協会、日立書道連盟
 11/21㊊～11/27㊐ 第73回日製謳美会展……………………………………… 日製謳美会
 12/10㊏ としょかんまつり2022 ……………………… 日立市立記念図書館
 12/17㊏ 令和4年度電気学会東京支部茨城支所研究発表会
  …………………………………………… 電気学会東京支部茨城支所

ギャラリー

 11/19㊏ タカワ音楽教室リトルコンサート …………………… タカワ音楽教室
 12/4㊐ リコーダーアンサンブル　ラピスラズリ第14回コンサート
  ……………………………………………… NPO法人ひたち親子の広場
 12/11㊐ フルートアンサンブルSORAクリスマスコンサート
  …………………………………………… フルートアンサンブルSORA
 12/25㊐ マトリョーシカピアノ発表会 ……………………………… 永田絵里子

多用途ホール

 11/1㊋、12/10㊏ 新都市広場移動献血…………………… 茨城県赤十字血液センター
 12/3㊏～12/4㊐ 海の街マルシェ5/きら☆こす…………………… rain coat studio
 12/10㊏ としょかんまつり2022 ……………………… 日立市立記念図書館
 12/10㊏ にじいろNightマルシェ in 日立……………………… 大洗マルシェ

新都市広場／マーブルホール

11/6㊐ 13：00開演、16：00開演
［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　前売5,500円、当日6,000円
 ※シビックメンバーズ5,300円
 　未就学児入場不可
［申込み］受付中　0294-22-6481

純烈ライブ2022～貴方とともに～

今年は記念すべき第30回目の定期演奏会。
宮城県亘理町の陽だまり弦楽アカデミーとコラボレーションして演奏会を創り上げます！

11/13㊐ 15：00開演
ひたちジュニア弦楽合奏団　第30回定期演奏会
［指　揮］蒲生克郷
［出　演］ひたちジュニア弦楽合奏団、 陽だまり弦楽アカデミー
［会　場］日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］無料
［申込み］10/15㊏　10：00～　
 日立シビックセンターチケット カウンターにて整理券配布

11/20㊐ 12：00開演、15：00開演
舞台「かいけつゾロリとなぞのスパイ・ローズ」
［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　3,300円
 ※シビックメンバーズ3,100円、特別会員3,000円
［申込み］受付中　0294-22-6481

12/17㊏ 17：00開演

ORANGE RANGE LIVE TOUR 022-023 
～Double Circle～

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定6,000円
 ※当日券は500円増
 ※親子席もございますので、ご希望のお客様は
 　HPをご確認いただくか、0294-22-6481まで
 　お問合せください。
［申込み］10/16㊐　10：00～　0294-22-6481

11/23㊌㊗ 14：00開演
ギャラリーコンサートVol.5

茨城の民謡を聴きながら、午後のひと時をゆっくりと過ごしませんか。

［出　演］民謡法濤会
［会　場］多賀市民プラザギャラリー
［料　金］無料
［申込み］10/15㊏　9：00～　0294-34-1727

12/14㊌ 10：30開演

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ノンタン みんなであそぼう！」

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　S席2,000円、A席1,500円、B席1,300円　
 ※シビックメンバーズS席1,800円、特別会員S席1,700円
［申込み］10/15㊏　9：00～　0294-22-6481

日立市内の中学・高校生吹奏楽部による屋外コンサートです。

12/24㊏ 11：30～12：00、14：00～14：30
NEW WIND THEATER

［会　場］日立シビックセンター新都市広場
［料　金］無料

2023/1/20㊎ 19：00～19：50、1/21㊏ 17：30～18：20
アロマで愉しむプラネタリウム～冬の香り～
［会　場］日立シビックセンター天球劇場
［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

11/12㊏ 18：00開演、11/13㊐ 11：00開演、15：00開演

ひたち街角小劇場第56弾　「シアターゼロ」 in ひたち
～ゼロから始まる短編演劇集～
［出　演］演劇事務所'99、プロフェッショナルファウル、
 キミトジャグジー、演劇ユニットこれっきり
［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］一般1,500円、高校生以下無料
［申込み］受付中　0294-34-1727
実力派揃いの劇団が、持ち時間20分の中で思い思いの劇を上演します。

12/17㊏ ①10：00開演　②14：00開演
第23回ひたち能と狂言

［内　容］①能楽発表会　②能楽師による公演
［出　演］①日立市内能楽関係者、団体
 ②観世銕之丞、鵜澤久（観世流シテ方能楽師）、
 　野村万蔵（和泉流狂言方能楽師）
［共　催］市民のための能を知る会実行委員会
［会　場］日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］①無料　
 ②全席指定　S席5,000円、A席3,000円、高校生以下S席、A席とも1,000円
［申込み］①当日受付　※先着順　
 ②受付中　日立シビックセンターチケットカウンターまたは0294-24-7720

11/27㊐ 14：00～16：00能楽文化サロン

2023/1/15㊐ 14：00開演
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、親子ペア1,200円（前売のみ）
 ※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］11/5㊏　9：00～　0294-22-6481 鈴木翼

橋本理沙益子里奈

トピックス

　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

［講　師］鵜澤久（観世流シテ方能楽師）
［共　催］市民のための能を知る会実行委員会
［会　場］日立シビックセンター会議室502号
［料　金］500円
［対　象］高校生以上
［申込み］10/22㊏　10：00～　0294-24-7755またはHPにて
「第23回ひたち能と狂言」で上演される演目「田村」と「石橋」について解説します。

ご寄附のお願い

詳しくは
こちらから

　日立シビックセンター、日立・多
賀市民会館で開催するイベントの
チケット割引や科学館・天球劇場
の入館料割引、近隣のレジャー施
設、カフェなどの店舗でも様々な
特典が受けられる「シビックメン
バーズ」の会員になりませんか？

シビックメンバーズ会員募集中！
　科学館サクリエ・天球劇場は、年明け2023/1/2
㊊㊡から開館します！ぜひお越しください。

［問合せ］0294-24-7731

科学館・天球劇場は1/2から開館！

関連イベント

©上野隆文

※その他の日立シビックセンター内施設は12/28㊌～
　2023/1/4㊌の間お休みをいただきます。

チケット前売・予約情報

参加者募集 ※観覧については別途募集します



コンサート・上演

■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㊌〜2023/1/4㊌
　※科学館・天球劇場のみ12/28㊌～2023/1/1㊐㊗

☎  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㊍〜2023/1/3㊋☎  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㊍〜2023/1/3㊋☎  0294-34-1727
〒316-0013  茨城県日立市千石町2-4-20

11/9㊌ 10：00開演

初めての劇場体験☆本物の音楽会
「ティコボのガラクタ音楽会」
［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　一般1,500円、 3歳～中学生以下1,000円、
 2歳以下膝上鑑賞無料 （座席が必要な場合は有料）
［申込み］受付中　0294-22-6481

2023/1/2㊊㊡ 14：45～15：25
プラネタリウム　リクエスト・アワー
［会　場］日立シビックセンター天球劇場
［料　金］一般500円、高校生以下200円、幼児無料
［申込み］12/19㊊　10：00～　HPにて
正月イベント （詳細は裏表紙参照） の開館に合わせて、 「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！

2023/1/22㊐ 13：00～17：00

オリジナルソングを作ろう！

［講　師］益子里奈、橋本理沙（rain coat studio所属）
［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］11/27㊐　10：00～　HPにて
作詞と作曲を体験することができるワークショップです。

2023/2/12㊐ 10：00開演、14：00開演
Civic Dance Fes.2022

［内　容］出演チーム単位のダンス披露
［会　場］日立市民会館ホール
［参加料］300円/人
［対　象］茨城県内に活動拠点を置くダンスチーム
［申込み］受付中　HPにて　
 ※応募多数の場合日立市内を活動拠点とするチームを優先し、以降は抽選で決定
ダンスイベントの参加チームを募集しています。 年齢、 ダンスのジャンルは問いません。
HPに掲載の募集要項をご確認の上、 お申込みください。

2023/2/4㊏ 15：00開演

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］10/16㊐　9：00～　0294-22-6481

2023/2/4㊏ 15：00開演
東京フィルハーモニー交響楽団～氷上のオーケストラコンサート～

［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］11/19㊏　10：00～　0294-24-7720
 ※シビックメンバーズ　11/12㊏　10：00〜

2023/1/29㊐ 13：30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」

［内　容］第1部：ピアノソロ、弾き語り　第2部：様々なジャンルのアコースティック演奏
［会　場］日立シビックセンター音楽ホール
［参加料］500円/人　※6名以上の団体は一律3,000円
［対　象］アマチュアの音楽愛好家
［申込み］11/5㊏　10:00～　0294-24-7755またはHPにて　
 ※定員（第1部：10名、第2部：20組）になり次第〆切

2023/1/21㊏ 17：00開演、1/22㊐ 11：00開演、15：00開演
ひたち街角小劇場第57弾　チーム無印公演「アンフォゲッタブル」
［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］11/12㊏　9:00～　0294-34-1727
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。

「ミュージックトレイン～みんなでつなぐホールコンサート～」に出演するソロ、団体の方を募集します。　
演奏曲、ジャンルは自由です。1組6分以内の演奏となります。

2023/1/7㊏ 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
［受　付］12/17㊏　10:00～　HPまたは0294-34-1727

2023/2/9㊍ 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］10/15㊏　9：00～　0294-22-6481

 11/23㊌㊗ 介護予防と映画の集い ……日立市介護予防啓発事業実行委員会、日立市
 12/4㊐ 日立交響楽団 第 130 回定期演奏会……………………… 日立交響楽団
 12/25㊐ ステージ勉強会 …………………………… プメハナ　フラ　スタジオ

音楽ホール

 11/12㊏ 磯山純　TOUR2022　～幸せは何かと聞かれたら～　FINAL in 天球劇場
  ……………………………………………………………………… 磯山純

天球劇場

日立シビックセンター

多賀市民会館／ホール
 11/18㊎ 映画「お終活」・「オレの記念日」…………………… 日立上映実行委員会
 11/19㊏ 常陸リウマチ治療研究会市民公開講座 ………… 常陸リウマチ治療研究会
 11/20㊐ ジョイントコンサート ……（株）ヤマハミュージックリテイリング水戸店
 11/26㊏ びーだま学園祭 …………………………………………………… 虹色の美珠
 11/27㊐ ピアノ・エレクトーン　ソロコンサート ……………（株）クシダピアノ社
 12/4㊐ チャリテー年忘れ日立歌祭り2022……………………………… 真琴後援会
 12/10㊏ 歌謡発表会 ……………………………………………… ジャパン歌謡信友会
 12/17㊏ 日立市芸術祭　ひたち人形劇団パッペ　クリスマス公演
  ………………………… 日立市、日立市文化協会、ひたち人形劇団パッペ
 12/25㊐ 福祉のお仕事カフェ“冬”（県北）
  ……………………………… 茨城県、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

日立市民会館／ホール
 11/13㊐ 第58回日立市民音楽祭…………………………… 日立市民音楽連盟
 11/27㊐ 津軽三味線佐々木光儀流50周年記念特別公演
  …………津軽三味線佐々木光儀流50周年記念特別公演実行委員会
 12/9㊎～12/11㊐ 第38回日立地区文化祭…………………………… 日立地区文化協会
 12/25㊐ ポップスコンサート2022 ……………………… 日立市民吹奏楽団

貸館情報 月日／催物名／主催

 11/16㊌～11/20㊐ 日立市芸術祭　第46回日立書道連盟展
  …………………………… 日立市、日立市文化協会、日立書道連盟
 11/21㊊～11/27㊐ 第73回日製謳美会展……………………………………… 日製謳美会
 12/10㊏ としょかんまつり2022 ……………………… 日立市立記念図書館
 12/17㊏ 令和4年度電気学会東京支部茨城支所研究発表会
  …………………………………………… 電気学会東京支部茨城支所

ギャラリー

 11/19㊏ タカワ音楽教室リトルコンサート …………………… タカワ音楽教室
 12/4㊐ リコーダーアンサンブル　ラピスラズリ第14回コンサート
  ……………………………………………… NPO法人ひたち親子の広場
 12/11㊐ フルートアンサンブルSORAクリスマスコンサート
  …………………………………………… フルートアンサンブルSORA
 12/25㊐ マトリョーシカピアノ発表会 ……………………………… 永田絵里子

多用途ホール

 11/1㊋、12/10㊏ 新都市広場移動献血…………………… 茨城県赤十字血液センター
 12/3㊏～12/4㊐ 海の街マルシェ5/きら☆こす…………………… rain coat studio
 12/10㊏ としょかんまつり2022 ……………………… 日立市立記念図書館
 12/10㊏ にじいろNightマルシェ in 日立……………………… 大洗マルシェ

新都市広場／マーブルホール

11/6㊐ 13：00開演、16：00開演
［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　前売5,500円、当日6,000円
 ※シビックメンバーズ5,300円
 　未就学児入場不可
［申込み］受付中　0294-22-6481

純烈ライブ2022～貴方とともに～

今年は記念すべき第30回目の定期演奏会。
宮城県亘理町の陽だまり弦楽アカデミーとコラボレーションして演奏会を創り上げます！

11/13㊐ 15：00開演
ひたちジュニア弦楽合奏団　第30回定期演奏会
［指　揮］蒲生克郷
［出　演］ひたちジュニア弦楽合奏団、 陽だまり弦楽アカデミー
［会　場］日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］無料
［申込み］10/15㊏　10：00～　
 日立シビックセンターチケット カウンターにて整理券配布

11/20㊐ 12：00開演、15：00開演
舞台「かいけつゾロリとなぞのスパイ・ローズ」
［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　3,300円
 ※シビックメンバーズ3,100円、特別会員3,000円
［申込み］受付中　0294-22-6481

12/17㊏ 17：00開演

ORANGE RANGE LIVE TOUR 022-023 
～Double Circle～

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定6,000円
 ※当日券は500円増
 ※親子席もございますので、ご希望のお客様は
 　HPをご確認いただくか、0294-22-6481まで
 　お問合せください。
［申込み］10/16㊐　10：00～　0294-22-6481

11/23㊌㊗ 14：00開演
ギャラリーコンサートVol.5

茨城の民謡を聴きながら、午後のひと時をゆっくりと過ごしませんか。

［出　演］民謡法濤会
［会　場］多賀市民プラザギャラリー
［料　金］無料
［申込み］10/15㊏　9：00～　0294-34-1727

12/14㊌ 10：30開演

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ノンタン みんなであそぼう！」

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　S席2,000円、A席1,500円、B席1,300円　
 ※シビックメンバーズS席1,800円、特別会員S席1,700円
［申込み］10/15㊏　9：00～　0294-22-6481

日立市内の中学・高校生吹奏楽部による屋外コンサートです。

12/24㊏ 11：30～12：00、14：00～14：30
NEW WIND THEATER

［会　場］日立シビックセンター新都市広場
［料　金］無料

2023/1/20㊎ 19：00～19：50、1/21㊏ 17：30～18：20
アロマで愉しむプラネタリウム～冬の香り～
［会　場］日立シビックセンター天球劇場
［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

11/12㊏ 18：00開演、11/13㊐ 11：00開演、15：00開演

ひたち街角小劇場第56弾　「シアターゼロ」 in ひたち
～ゼロから始まる短編演劇集～
［出　演］演劇事務所'99、プロフェッショナルファウル、
 キミトジャグジー、演劇ユニットこれっきり
［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］一般1,500円、高校生以下無料
［申込み］受付中　0294-34-1727
実力派揃いの劇団が、持ち時間20分の中で思い思いの劇を上演します。

12/17㊏ ①10：00開演　②14：00開演
第23回ひたち能と狂言

［内　容］①能楽発表会　②能楽師による公演
［出　演］①日立市内能楽関係者、団体
 ②観世銕之丞、鵜澤久（観世流シテ方能楽師）、
 　野村万蔵（和泉流狂言方能楽師）
［共　催］市民のための能を知る会実行委員会
［会　場］日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］①無料　
 ②全席指定　S席5,000円、A席3,000円、高校生以下S席、A席とも1,000円
［申込み］①当日受付　※先着順　
 ②受付中　日立シビックセンターチケットカウンターまたは0294-24-7720

11/27㊐ 14：00～16：00能楽文化サロン

2023/1/15㊐ 14：00開演
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、親子ペア1,200円（前売のみ）
 ※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］11/5㊏　9：00～　0294-22-6481 鈴木翼

橋本理沙益子里奈

トピックス

　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

［講　師］鵜澤久（観世流シテ方能楽師）
［共　催］市民のための能を知る会実行委員会
［会　場］日立シビックセンター会議室502号
［料　金］500円
［対　象］高校生以上
［申込み］10/22㊏　10：00～　0294-24-7755またはHPにて
「第23回ひたち能と狂言」で上演される演目「田村」と「石橋」について解説します。

ご寄附のお願い

詳しくは
こちらから

　日立シビックセンター、日立・多
賀市民会館で開催するイベントの
チケット割引や科学館・天球劇場
の入館料割引、近隣のレジャー施
設、カフェなどの店舗でも様々な
特典が受けられる「シビックメン
バーズ」の会員になりませんか？

シビックメンバーズ会員募集中！
　科学館サクリエ・天球劇場は、年明け2023/1/2
㊊㊡から開館します！ぜひお越しください。

［問合せ］0294-24-7731

科学館・天球劇場は1/2から開館！

関連イベント

©上野隆文

※その他の日立シビックセンター内施設は12/28㊌～
　2023/1/4㊌の間お休みをいただきます。

チケット前売・予約情報

参加者募集 ※観覧については別途募集します



天球劇場平日限定スタンプカード
「STAR★MILEAGE」実施中!

プラネタリウムを
もっとお得に楽しむ！

「チコちゃんに叱られる!」ⓒNHK

■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　毎月最終月曜日、臨時休館（11/16㊌～11/18㊎、11/29㊋）、12/28㊌～2023/1/1㊐

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

※通常の入館とは異なる入場チケットが必要です。

FUNNY BONES 加納真実

Hitachi Starlight Ⅰllumination 2022 ～ヒカリウタ～

［会　場］日立シビックセンター新都市広場
［料　金］無料

11/19㊏～2023/1/9㊊㊗ 17：00～22：00

こまやたこの工作が楽しめるイベントを年明け1/2から実施します！
2023/1/2㊊㊡～1/9㊊㊗◆正月イベントも開催！

わたしたちの暮らしと、地球の資源や生態系、様々な人々のかかわり
を「かるた」形式のパネルでご紹介します。

11/12㊏～12/25㊐ 9：00～17：00

①10：00、11：00、14：00、15：00
②10：30、11：30、14：30、15：30

「かるたでよみとく  わたしと世界のつながり」展
［企画・製作］日本科学未来館
［対 　 　 象］科学館入館者

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！

11/19㊏～2023/1/9㊊㊗ 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

日立市内の施設を巡るスタンプラリーを開催中！5施設中4施設達成でノベルティやチケットが受け取れます。

～2023/1/9㊊㊗遊べるスポットスタンプラリーひたちナビ活用

［会　場］ 日立シビックセンター科学館、Hiタッチらんどハレニコ！、かみね動物園、
 かみねレジャーランド、奥日立きららの里
［料　金］無料　※アプリ「ひたちナビ」のダウンロードが必要

有効期限：2022/12/27㊋

12/10㊏ 10：30～11：15、14：45～15：30
全国★プラネタリアンライブ解説

［出　演］永田美絵（コスモプラネタリウム渋谷チーフ解説員）
［申込み］10/24㊊　10：00～　HPにて

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→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

解説のプラネタリウムです。

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

障がい者・
幼児入 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10月11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10月6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。

関連イベント

11/13には新都市広場で国際色豊かな「にじいろマルシェ」を開催!
クラフト作家やキッチンカーが約20組出店!

関連イベント

永田美絵

①万華鏡
［料　金］300円

②入浴剤
［料　金］200円

①パンダキャンドル
［料　金］300円

②ランプケース
［料　金］400円

土日祝日・冬休みひらめき工作

毎日
開催

サイエンスショー 10：00～、11：15～、14：30～、15：45～
子どもも大人も楽しめる科学実験ショー！11～12月は「風の科学」と「大気圧の実験」を行います。

11/7㊊ 10：30～11：00
［申込み］ 受付中　HPにて

 0歳から楽しめるプラネタリウムです。
その日見られる秋の星空について紹介します。

ひよこプラネタリウム～秋のほしぞら～
12/24㊏、12/25㊐ 10：30～11：10、14：45～15：25
［申込み］ 12/10㊏　10：00～　HPにて

クイズを交えながらクリスマスの夜空に
描かれる星座たちをご紹介します。

ファミリープラネタリウム～クリスマスを楽しもう！～

11/23㊌㊗ 14：45～15：25
［申込み］ 11/9㊌　10：00〜　HPにて

勤労感謝の日に、皆さんをプラネタリウムで
快眠へと誘います。

全国一斉熟睡プラ寝たリウム
12/24㊏ 18：30～19：20
［申込み］ 12/10㊏　10：00～　HPにて

クリスマスソングと共に、クリスマスの夜空に
描かれる星座の物語をご紹介します。

大人のためのXmasプラネタリウム

通常上映

特別上映

上映スケジュール

各番組の上映時間や
内容はHPから
ご確認ください↓

「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。

第20回ひたち国際文化まつり

11/19㊏ 16：30～17：00
［料　金］無料

日立市内中学・高校生による吹奏楽の音色がイルミネーションに
彩りを添える一夜限りのコンサートです。

NEW WIND THEATER  ～イルミネーションコンサート～

星空を、屋上から見るイルミネーションと
共にお楽しみください。

イルミネーション特別星空観望会

［会　場］日立シビックセンター屋上　［料　金］無料
11/19㊏ 17：00～19：00 ※曇雨天時は中止

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］一般500円、高校生以下無料
［申込み］10/13㊍　10：00～　0294-24-7720

［会　場］ 日立シビックセンターアトリウム、ギャラリー、多用途ホール、
 会議室、新都市広場
［料　金］ 無料（一部コーナー有料）

第20回記念  モーリー・ロバートソン講演会
11/12㊏ 14：00開演

11/13㊐ 10：00～16：00

※11/13㊐は～16：00
（展示コーナー） 11/8㊋～11/13㊐ 10：00～17：00

［会　場］ 日立シビックセンターギャラリー、アトリウム、多用途ホール
［料　金］無料
障がいのある方が「心の表現」と「個性」を発表する文化活動の祭典！
ステージ発表や作品展示、オリジナル商品の販売を行います。

ニコ・カーニバル
12/3㊏ 10：00～14：00

［会　場］ 日立シビックセンター天球劇場、
 屋上、日立市内各所
［料　金］ 一般500円、小学生〜高校生、
 高齢者（65歳以上）200円
［申込み］ 受付中　HPにて

2023年に実施する茨城デスティネーションキャンペーン（JRグループ
と自治体・観光関係団体が取組む観光キャンペーン）のプレ企画です。
天球劇場でプラネタリウムとオリジナル番組を鑑賞した後、各自で
市内の星にまつわるパワースポットを巡ります。再びシビックセンター
に戻り、屋上で夜景と星空観察を楽しみます。

SDGsや多文化共生などを含む旬な話題を多角的な視点で
お話しします。

世界各国の文化を紹介するブースが20か所並びます。
また、展示コーナーでは国際交流や異文化に対する理解を深めることができる
パネルを展示します。

ひたちのまち
－星にまつわるパワースポットめぐり－

茨城プレDC企画

11/5㊏、12/17㊏ 
10：30～19：00

［出　演］ FUNNY BONES、加納真実ほか
［会　場］ 日立シビックセンター新都市広場、
 多用途ホール
［料　金］ 無料

3年ぶりに日立の街に大道芸が帰ってきます！
イルミネーションの光の中での大道芸も
お楽しみください。

大道芸 with
イルミネーション
11/26㊏ 13：00～18：00

11/3㊍㊗ 14：00～17：00

コンピューターミュージックのススメ
～やってみようスマホで作曲～

［講　師］マシコタツロウ（作曲家、作詞家）
［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］2,000円
［対　象］中学生以上
［申込み］受付中　HPにて
「ガレージバンド」(Apple社作曲ソフトウェア)を使用したワークショップ
です。※無料アプリ「ガレージバンド」のインストール及びApple社製品
（iPhone、iPad、Mac PC）をご用意ください。

12/10㊏ 10：00～11：00
 11：00～12：00
 12：00～13：00

シビックサロン「アトリウム生け花」

［講　師］日立華道連盟
［会　場］日立シビックセンター
 アトリウム
［料　金］600円
［申込み］11/12㊏　10：00～　HPにて

11/19㊏ 13：30～15：00

第173回文化サロン
「プログラミング教育が目指す10年後の未来」
 ～IT、IoT、DXで未来はこう変わる～

［講　師］柴田裕一
 （茨城工業高等専門学校名誉教授）
［会　場］日立市民会館111号室
［料　金］無料
［申込み］受付中　0294-22-6481またはHPにて
IT、IoT、DXといった専門用語の解説や、それらを支える
プログラミング教育の現状と必要性について講演します。

お花に触れてみませんか？クリスマス向けの
生け花体験を実施します。

光を見ると模様や形が見えるシートを使って「ホロスペック
スコープ」を作ります。

11/7㊊ 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

※開催会場にご注意ください

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→

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

星めぐり☆プラネタリウム

ゆったりシエスタ★
プラネタリウム

土日祝日　※3

平日～2023/3/22㊌　※1

こぐま座のティオ
星空だいぼうけん

～11/13㊐　※2
🄫🄫KAGA🄫A s🄫🄫dio

星の旅 -世界編-

～2023/3/22㊌

段ボール、ナット、割りばしなど身近
な道具を使用した時計を作成して、
時計の科学を学びます。

12/11㊐ 10：00～12：00
サクリエ☆スクール「サカモト博士と学ぶ時計の科学～段ボール時計作り～」
［講　師］坂元眞一（サイエンス・メディア・ラボ）
［会　場］日立シビックセンター会議室702、703号
［料　金］800円
［対　象］小学3年生以上とその保護者
［申込み］11/1㊋　10：00～　HPにて

「時間の科学」をテーマに、科学者たちが
導きだした時間に関する考え方、タイム
トラベルはできるのかなどを学びます。

12/11㊐ 13：30～15：30
サクリエ☆カレッジ「サカモト博士の『時間の科学』講座」
［講　師］坂元眞一（サイエンス・メディア・ラボ）
［会　場］日立シビックセンター会議室702、703号
［料　金］1,000円
［対　象］18歳以上
［申込み］11/1㊋　10：00～　HPにて

🄫🄫チャ🄫ントン

チャギントン　　   
～星空にレッツライド！～

　　　 with つるの剛士

11/19㊏～2023/3/22㊌

NEW

※昨年の様子

年明け 1/2 から開館！

年明け 1/2 から開館！

11月 12月

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

2022.1 1-12

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

イベント・展示

ワークショップ・講座

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）

※1　11/5㊏、12/17㊏、12/24㊏、12/25㊐の10：30～の回休止　　※2　11/7㊊休止　　※3　11/23㊌㊗、12/24㊏、12/25㊐休止


