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侍BRASS  日立公演 市民音楽企画記念コンサート ～共奏～

日立シビックセンター・
日立市民会館・多賀市民会館の
ホームページはこちらから
ご確認ください

公益財団法人日立市民科学文化財団2021年8月23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19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。

2022/1/2㊐
1/3㊊

13：00開演

写真撮影OK！
天球劇場のひみつクエスト～操作室～

［料　金］ 全席自由
 大人 500円、小人 200円
 幼児無料

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［チケット］ 12/19㊐ 10：00～
　　　　　ホームページP.2上部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター科学館 0294-24-7731

チケット予約情報

2022/2/5㊏
15：00開演

ザ・ニュースペーパー 2022
in 日立市

［料　金］ 全席指定
 一般 4,500円

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 10/30㊏ 9：00発売
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

2022/1/14㊎

1/15㊏
19：00開演

17：30開演

［料　金］ 全席自由
 ハンドメイド・アロマ＋プラネタリウム
   1,000円
 プラネタリウムのみ 800円

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［チケット］ 12/17㊎ 10：00～
　　　　　ホームページP.2上部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター科学館 0294-24-7731

アロマで愉しむプラネタリウム
～冬の香り～

2022/1/30㊐
13：00開演、
16：00開演

日立シビックセンター日立シビックセンター
電話 0294-24-7711

〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1
●JR常磐線「日立駅」中央口から徒歩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／9：00～18：00
●休館日／毎月最終月曜日、年末年始

日立市民会館日立市民会館
電話 0294-22-6481

〒317-0063 茨城県日立市若葉町1-5-8
●JR常磐線「日立駅」中央口から徒歩15分
●常磐自動車道「日立中央IC」から車6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／9：00～17：30
●休館日／毎週火曜日、年末年始

多賀市民会館多賀市民会館
電話 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」から徒歩10分
●常磐自動車道「日立南太田IC」から車20分
●有料駐車場／95台（1時間無料、以降30分100円）
●チケット取扱い／9：00～17：30
●休館日／毎週火曜日、年末年始

チケット発送も行っていますのでご利用ください。（書留のみ）

県・市・専門機関に準じた、新型コロナウイルス感染拡大
防止対策をとってイベントを開催し、各ホールの収容率を
各施設とも定員の50％以下に設定しています。なお、
感染拡大防止の観点から、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あります。

最新の情報はホームページをご覧ください。
※掲載内容は8月19日現在の情報です。

［日　時］ 2022/1/23㊐13：30～17：00
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［参加料］ 一般 500円/人　団体（6人以上） 3,000円

［対　象］  第1部：高校生、大学生及び30歳未満の社会人
 第2部：小学生以上
［募集人数］  第1部：10人　第2部：20組    
［申込み］ 11/6㊏ 10：00～　電話 0294-24-7755

「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～」に出演する個人、団体の方を募集します。一緒にコンサートを盛り上げませんか。
（演奏曲、ジャンルは自由。１組６分以内の演奏）

「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～」出演者募集

2022/2/9㊌
10：30開演

［料　金］ 全席指定
 S席　2,000円 
 A席　1,500円    
 B席　1,300円  

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 10/16㊏ 9：00発売
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

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」

タッチ・ザ・スター
上映記念イベント

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

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寄せください。

皆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。

［出　演］ 高柳雄一（多摩六都科学館館長）、
 小野大輔（声優）
［料　金］ 全席指定 4,500円

［会　場］ 日立シビックセンター天球劇場
［チケット］ 11/26㊎ 10:00～
　　　　　ホームページP.2上部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター科学館 0294-24-7731

三井住友海上文化財団  ときめくひととき
第868回  吉野直子ハープ・リサイタル

EVENT INFORMATION 掲載の各イベントについて

プラネタリウム
はなかっぱ　花さけ！パッカ～ん 宇宙旅行
ⓒ2010 あきやまただし／はなかっぱプロジェクト

ポラリス2
‒ルシアと流れ星の秘密‒
ⓒSaint-Etienne Planetarium Production

迫 昭嘉 渡辺 美穂

太田 友香

©武藤章

金子 三勇士
©Ayako Yamamoto

日立シビックセンター 日立市民会館 多賀市民会館

2021
10・11・12

EVENT
INFORMATION

公益財団法人日立市民科学文化財団
～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～

期間：10/3㊐～11/28㊐



　読売日本交響楽団演奏会  華麗なる《新世界》
10/3㊐ 15：00開演
［出　演］　藤岡幸夫（指揮）、木嶋真優（ヴァイオリン）、読売日本交響楽団（オーケストラ）
［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 4,000円、高校生以下 2,000円
［申込み］ 受付中　電話 0294-24-7720

日立シビックセンターの開館30周年を記念した「シビック音楽祭」の幕開け
にふさわしい、珠玉の名曲をお届けします。 情熱的なタクトで魅了する
俊英・藤岡幸夫を指揮者に迎え、テレビでも人気の新鋭のヴァイオリニスト・木嶋真優が共演！
日本のトップオーケストラ読売日本交響楽団が奏でる豊潤なサウンドをご堪能ください。
※この演奏会は競輪の補助を受けて開催します。

　市民音楽企画記念コンサート～共奏～
10/31㊐ 14：00開演
［出　演］　迫昭嘉（指揮）、渡辺美穂（コンサート・ミストレス）、金子三勇士（ピアノ）、

太田友香（クラリネット）、記念コンサート市民オーケストラ
［会　場］　日立シビックセンター 音楽ホール
［料　金］ 一般 3,000円、高校生以下 1,000円
［申込み］ 8/28㊏ 10：00～　電話 0294-24-7720

日立シビックセンターの30周年を記念したコンサートです。日立市にゆかりのあるプロ奏者と市民が『共』に『奏』でるコンサートをお楽しみください。

10月の情報

サイエンスカフェ
「陽子を光の速度近くまで加速するJ-PARCと加速器の話」
10/6㊌ 16：30～17：30
［講　師］　内藤富士雄

（J-PARCセンター　副センター長）
［会　場］　日立シビックセンター 会議室502号
［参加料］ 200円
［対　象］ 中学生以上
［申込み］ 9/10㊎ 10：00～　

電話 0294-24-7731

J-PARCのことや粒子加速器の仕組みなどについて、入門的なお話が聞けます。普段は
なかなか聞けないお話について、専門家の方を囲んでいろいろと聞いてみましょう。

放課後かがくクラブ
10/4㊊、10/11㊊、10/18㊊
15：30～17：00
※時間内は自由に参加できます

［会　場］　日立シビックセンター 
オリエンテーションルーム

［参加料］ 無料
［問合せ］ 日立シビックセンター 科学館 

0294-24-7731

小学生を対象とした内容で、放課後の時間帯に自由に科学体験ができます。

大人のための天文教室
「秋の星空と宇宙図を読み解く」
10/14㊍ 10：30～12：00
［講　師］　増子光昭（シビックサイエンススタッフ）
［会　場］　日立シビックセンター 

オリエンテーションルーム
［参加料］ 500円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 9/10㊎ 10：00～　

電話 0294-24-7731

秋に見られる星座や星と、宇宙の誕生や成長が記載された「宇宙図」について解説します。

ひよこクラフト「光る缶バッジ作り」
10/30㊏ 11：00～11：30
［会　場］　日立シビックセンター 

オリエンテーションルーム
［参加料］ 200円
［申込み］ 10/4㊊ 10：00～　

電話 0294-24-7731

親子でオリジナルの光る缶バッジ作りを行います。

大人のためのサイエンス
「見れば納得！素粒子ワンダーランド」
10/17㊐、10/24㊐ 
13：00～15：00
［講　師］　坂元眞一（サイエンス・メディア・

ラボ　科学コミュニケーター）
［会　場］　日立シビックセンター 

マーブルホール 第1・第2会議室
［参加料］ 500円/各日 
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 9/17㊎ 10：00～　

電話 0294-24-7731

目に見えないほど小さな素粒子はなぞだらけ！でも、その姿や動きを目にすることができれば、
丸わかり。いろんな模型や実験を取り揃えて、素粒子ワンダーランドへご案内いたします。
10/17㊐　原子からクォーク・ニュートリノへ、素粒子発見の歴史と今日の素粒子像
10/24㊐　素粒子に働く力や質量の起源、それから明らかになる素粒子の真の姿とは

字幕付きプラネタリウム～秋の星空～
10/23㊏ 14：45～15：25
［会　場］　日立シビックセンター 天球劇場
［参加料］ 大人 500円、小人 200円、

幼児無料
［申込み］ 10/9㊏ 10：00～

ホームページ 
P.2上部QRコードから

［問合せ］ 日立シビックセンター 科学館 
0294-24-7731

文字で楽しめるプラネタリウム。音声だけでなく、字幕でも星空解説を行います。
※後半のドーム映像番組については字幕なしの上映となります。

【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 お子様一人につき1,000円）

日立シビックセンター・日立市民会館・
多賀市民会館のホームページはこちらから →
ご確認ください。　

【募集について】 定員に達した場合は、募集を締切りますので、ご了承ください。

県・市・専門機関に準じた、新型コロナウイルス感染拡大防止対策をとってイベントを開催し、各ホールの収容率を各施設とも定員の50％
以下に設定しています。なお、感染拡大防止の観点から、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あります。
最新の情報はホームページをご覧ください。
●体調のすぐれないお客様のご来場は、ご遠慮ください。　　●ご来場の際は、マスクの着用をお願いします。
●ご来場の際は、いばらきアマビエちゃんへのご登録をお願いします。

アロマで愉しむプラネタリウム～秋の香り～
10/15㊎ 19：00～19：50
10/16㊏ 17：30～18：20
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［参加料］ ハンドメイド・アロマ＋

プラネタリウム1,000円
プラネタリウムのみ 800円

［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 9/17㊎ 10：00～　

ホームページ P.2上部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター 科学館 0294-24-7731

大人のためのプラネタリウムです。秋をイメージした香りの中で、ゆったりと星空を
お楽しみください。

親子で楽しむ科学教室「ルームフレグランス作り」
10/31㊐ 
①10：30～11：30、②13：30～14：30
［会　場］ 日立シビックセンター 

オリエンテーションルーム
［参加料］ 800円
［対　象］ 小学生と保護者
［申込み］ 10/4㊊ 10：00～　

電話 0294-24-7731

紙が水を吸いあげる現象について学び、花の形の
ルームフレグランスを作ります。

シビックサロン
「アロマでゆったりリフレッシュヨガ」
10/23㊏、12/11㊏、2022/2/5㊏ 
10：30～12：00
［講　師］　沼昌恵（ヨガインストラクター、アロマアドバイザー）
［会　場］　日立シビックセンター トレーニングルーム
［参加料］　1,500円/回
［対　象］　高校生以上
［申込み］　終了

※欠員が出た場合は該当講座日の2週間前から募集します。

季節ごとのアロマを愉しみながら、ヨガで気持ちよく呼吸を感じ、日頃のストレスや疲れをほぐし
リフレッシュしましょう。ゆっくりと体を動かしながら、心と身体のバランスを整えます。10/23㊏
は肩首背中、上半身まわり、12/11㊏は股関節、下半身まわり、2/5㊏は全身を整えていきます。
※中止となった8/28㊏を2/5㊏に振り替えます。

出前寄席
10/29㊎～10/31㊐ 
各日 午前の部10：00開演
　　 午後の部14：00開演
［会　場］　10/29㊎　

　午前の部：金沢交流センター
　午後の部：水木交流センター
10/30㊏　
　午前の部：会瀬交流センター
　午後の部：諏訪交流センター
10/31㊐　
　午前の部：滑川交流センター
　午後の部：十王交流センター

［料　金］　全席自由 500円
［申込み］　9/28㊋ 10：00～　電話 0294-24-7720

実力派真打 初音家左橋による出前寄席！笑いに包まれた時間を過ごしませんか？

　日立シビックセンター開館30周年を記念して開催する約2ヶ月間に渡る音楽祭。
　一流の演奏家によるコンサートをはじめ、市民参加のオーケストラ、幼児対象のイベントなど
様々なプログラムをラインナップしています。
　年代を超えてお楽しみいただける音楽イベントです。
※公演の詳細は、各イベント情報をご覧ください。該当公演には「シビック音楽祭」のアイコン　   が付いています。

映画「いのちの停車場」上映会
10/17㊐ 10：00開演、14：00開演
［出　演］　吉永小百合、松坂桃李、広瀬すずほか
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席自由 一般 1,100円
［チケット］ 9/11㊏ 9：00発売
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

限りある時間をどう過ごすか？家族の愛といのちの輝きに、あなたはきっと涙する―。
金沢の小さな診療所を舞台に、在宅医療を通して“生”に寄り添う医師と、死に向かう患者、その家族たちが
紡ぎ出す、現役医師・南杏子による同名小説を映画化。
最期の一瞬の輝きに寄り添い、自分らしい“いのちのしまい方”をやさしく問う本作をどうぞご鑑賞ください。 ©2021「いのちの停車場」製作委員会

太田友香金子三勇士
©Ayako Yamamoto

渡辺美穂迫昭嘉
©武藤章

藤岡幸夫
©Shin Yamagishi

木嶋真優
©Keiichi Suto

©読売日本交響楽団

 期間：10/3㊐～11/28㊐
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　読売日本交響楽団演奏会  華麗なる《新世界》
10/3㊐ 15：00開演
［出　演］　藤岡幸夫（指揮）、木嶋真優（ヴァイオリン）、読売日本交響楽団（オーケストラ）
［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 4,000円、高校生以下 2,000円
［申込み］ 受付中　電話 0294-24-7720

日立シビックセンターの開館30周年を記念した「シビック音楽祭」の幕開け
にふさわしい、珠玉の名曲をお届けします。 情熱的なタクトで魅了する
俊英・藤岡幸夫を指揮者に迎え、テレビでも人気の新鋭のヴァイオリニスト・木嶋真優が共演！
日本のトップオーケストラ読売日本交響楽団が奏でる豊潤なサウンドをご堪能ください。
※この演奏会は競輪の補助を受けて開催します。

　市民音楽企画記念コンサート～共奏～
10/31㊐ 14：00開演
［出　演］　迫昭嘉（指揮）、渡辺美穂（コンサート・ミストレス）、金子三勇士（ピアノ）、

太田友香（クラリネット）、記念コンサート市民オーケストラ
［会　場］　日立シビックセンター 音楽ホール
［料　金］ 一般 3,000円、高校生以下 1,000円
［申込み］ 8/28㊏ 10：00～　電話 0294-24-7720

日立シビックセンターの30周年を記念したコンサートです。日立市にゆかりのあるプロ奏者と市民が『共』に『奏』でるコンサートをお楽しみください。

10月の情報

サイエンスカフェ
「陽子を光の速度近くまで加速するJ-PARCと加速器の話」
10/6㊌ 16：30～17：30
［講　師］　内藤富士雄

（J-PARCセンター　副センター長）
［会　場］　日立シビックセンター 会議室502号
［参加料］ 200円
［対　象］ 中学生以上
［申込み］ 9/10㊎ 10：00～　

電話 0294-24-7731

J-PARCのことや粒子加速器の仕組みなどについて、入門的なお話が聞けます。普段は
なかなか聞けないお話について、専門家の方を囲んでいろいろと聞いてみましょう。

放課後かがくクラブ
10/4㊊、10/11㊊、10/18㊊
15：30～17：00
※時間内は自由に参加できます

［会　場］　日立シビックセンター 
オリエンテーションルーム

［参加料］ 無料
［問合せ］ 日立シビックセンター 科学館 

0294-24-7731

小学生を対象とした内容で、放課後の時間帯に自由に科学体験ができます。

大人のための天文教室
「秋の星空と宇宙図を読み解く」
10/14㊍ 10：30～12：00
［講　師］　増子光昭（シビックサイエンススタッフ）
［会　場］　日立シビックセンター 

オリエンテーションルーム
［参加料］ 500円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 9/10㊎ 10：00～　

電話 0294-24-7731

秋に見られる星座や星と、宇宙の誕生や成長が記載された「宇宙図」について解説します。

ひよこクラフト「光る缶バッジ作り」
10/30㊏ 11：00～11：30
［会　場］　日立シビックセンター 

オリエンテーションルーム
［参加料］ 200円
［申込み］ 10/4㊊ 10：00～　

電話 0294-24-7731

親子でオリジナルの光る缶バッジ作りを行います。

大人のためのサイエンス
「見れば納得！素粒子ワンダーランド」
10/17㊐、10/24㊐ 
13：00～15：00
［講　師］　坂元眞一（サイエンス・メディア・

ラボ　科学コミュニケーター）
［会　場］　日立シビックセンター 

マーブルホール 第1・第2会議室
［参加料］ 500円/各日 
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 9/17㊎ 10：00～　

電話 0294-24-7731

目に見えないほど小さな素粒子はなぞだらけ！でも、その姿や動きを目にすることができれば、
丸わかり。いろんな模型や実験を取り揃えて、素粒子ワンダーランドへご案内いたします。
10/17㊐　原子からクォーク・ニュートリノへ、素粒子発見の歴史と今日の素粒子像
10/24㊐　素粒子に働く力や質量の起源、それから明らかになる素粒子の真の姿とは

字幕付きプラネタリウム～秋の星空～
10/23㊏ 14：45～15：25
［会　場］　日立シビックセンター 天球劇場
［参加料］ 大人 500円、小人 200円、

幼児無料
［申込み］ 10/9㊏ 10：00～

ホームページ 
P.2上部QRコードから

［問合せ］ 日立シビックセンター 科学館 
0294-24-7731

文字で楽しめるプラネタリウム。音声だけでなく、字幕でも星空解説を行います。
※後半のドーム映像番組については字幕なしの上映となります。

【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 お子様一人につき1,000円）

日立シビックセンター・日立市民会館・
多賀市民会館のホームページはこちらから →
ご確認ください。　

【募集について】 定員に達した場合は、募集を締切りますので、ご了承ください。

県・市・専門機関に準じた、新型コロナウイルス感染拡大防止対策をとってイベントを開催し、各ホールの収容率を各施設とも定員の50％
以下に設定しています。なお、感染拡大防止の観点から、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あります。
最新の情報はホームページをご覧ください。
●体調のすぐれないお客様のご来場は、ご遠慮ください。　　●ご来場の際は、マスクの着用をお願いします。
●ご来場の際は、いばらきアマビエちゃんへのご登録をお願いします。

アロマで愉しむプラネタリウム～秋の香り～
10/15㊎ 19：00～19：50
10/16㊏ 17：30～18：20
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［参加料］ ハンドメイド・アロマ＋

プラネタリウム1,000円
プラネタリウムのみ 800円

［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 9/17㊎ 10：00～　

ホームページ P.2上部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター 科学館 0294-24-7731

大人のためのプラネタリウムです。秋をイメージした香りの中で、ゆったりと星空を
お楽しみください。

親子で楽しむ科学教室「ルームフレグランス作り」
10/31㊐ 
①10：30～11：30、②13：30～14：30
［会　場］ 日立シビックセンター 

オリエンテーションルーム
［参加料］ 800円
［対　象］ 小学生と保護者
［申込み］ 10/4㊊ 10：00～　

電話 0294-24-7731

紙が水を吸いあげる現象について学び、花の形の
ルームフレグランスを作ります。

シビックサロン
「アロマでゆったりリフレッシュヨガ」
10/23㊏、12/11㊏、2022/2/5㊏ 
10：30～12：00
［講　師］　沼昌恵（ヨガインストラクター、アロマアドバイザー）
［会　場］　日立シビックセンター トレーニングルーム
［参加料］　1,500円/回
［対　象］　高校生以上
［申込み］　終了

※欠員が出た場合は該当講座日の2週間前から募集します。

季節ごとのアロマを愉しみながら、ヨガで気持ちよく呼吸を感じ、日頃のストレスや疲れをほぐし
リフレッシュしましょう。ゆっくりと体を動かしながら、心と身体のバランスを整えます。10/23㊏
は肩首背中、上半身まわり、12/11㊏は股関節、下半身まわり、2/5㊏は全身を整えていきます。
※中止となった8/28㊏を2/5㊏に振り替えます。

出前寄席
10/29㊎～10/31㊐ 
各日 午前の部10：00開演
　　 午後の部14：00開演
［会　場］　10/29㊎　

　午前の部：金沢交流センター
　午後の部：水木交流センター
10/30㊏　
　午前の部：会瀬交流センター
　午後の部：諏訪交流センター
10/31㊐　
　午前の部：滑川交流センター
　午後の部：十王交流センター

［料　金］　全席自由 500円
［申込み］　9/28㊋ 10：00～　電話 0294-24-7720

実力派真打 初音家左橋による出前寄席！笑いに包まれた時間を過ごしませんか？

　日立シビックセンター開館30周年を記念して開催する約2ヶ月間に渡る音楽祭。
　一流の演奏家によるコンサートをはじめ、市民参加のオーケストラ、幼児対象のイベントなど
様々なプログラムをラインナップしています。
　年代を超えてお楽しみいただける音楽イベントです。
※公演の詳細は、各イベント情報をご覧ください。該当公演には「シビック音楽祭」のアイコン　   が付いています。

映画「いのちの停車場」上映会
10/17㊐ 10：00開演、14：00開演
［出　演］　吉永小百合、松坂桃李、広瀬すずほか
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席自由 一般 1,100円
［チケット］ 9/11㊏ 9：00発売
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

限りある時間をどう過ごすか？家族の愛といのちの輝きに、あなたはきっと涙する―。
金沢の小さな診療所を舞台に、在宅医療を通して“生”に寄り添う医師と、死に向かう患者、その家族たちが
紡ぎ出す、現役医師・南杏子による同名小説を映画化。
最期の一瞬の輝きに寄り添い、自分らしい“いのちのしまい方”をやさしく問う本作をどうぞご鑑賞ください。 ©2021「いのちの停車場」製作委員会

太田友香金子三勇士
©Ayako Yamamoto

渡辺美穂迫昭嘉
©武藤章

藤岡幸夫
©Shin Yamagishi

木嶋真優
©Keiichi Suto

©読売日本交響楽団

 期間：10/3㊐～11/28㊐
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　三井住友海上文化財団 ときめくひととき 第868回
吉野直子ハープ・リサイタル
11/7㊐ 14：00開演
［会　場］　日立シビックセンター 音楽ホール 
［料　金］ 一般 1,000円、高校生以下 500円
［申込み］ 9/4㊏ 10：00～　電話 0294-24-7720
世界的なハープの名手、吉野直子が奏でる華麗で天上の響きをお楽しみください。
※このコンサートは公益財団法人三井住友海上文化財団の助成により開催しています。

11月の情報

ひよこプラネタリウム～秋のほしぞら～
11/1㊊ 10：30～11：00
［会　場］　日立シビックセンター 天球劇場
［参加料］ 大人 500円、小人 200円、

幼児無料
［申込み］ 10/18㊊ 10：00～　

ホームページ 
P.2上部QRコードから

［問合せ］ 日立シビックセンター 科学館
0294-24-7731

0歳から入場できるプラネタリウム。 普段とは違って泣いたりしても大丈夫♪ みんなで秋の
ほしぞらを見てみよう！

　 バギーコンサート 
～ヴァイオリンと読み聞かせ～

11/25㊍ 11：00開演
［出　演］　谷口和子（ヴァイオリン）

大内和美（ピアノ）
小林泰子（語りべ）

［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］　10/16㊏ 10：00～

ホームページ P.2上部QRコードから
［問合せ］　日立シビックセンター 0294-24-7755

お子様が泣いたり、騒いだりしてしまっても大丈夫な、０歳からお楽しみいただけるコンサート
です。ベビーカーのままご入場いただけるほか、授乳室、オムツ替えスペースを用意しております。
※鑑賞には事前申込みが必要です。座席はこちらで指定させていただきます。

大人のための天文教室 
実践編 「双眼鏡で探そうアンドロメダ銀河」
11/7㊐ 17：30～19：00
［講　師］　増子光昭

（シビックサイエンススタッフ）
［会　場］　日立シビックセンター 

オリエンテーションルーム
［参加料］ 500円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 10/12㊋ 10：00～

電話 0294-24-7731

双眼鏡を使った星空の観察方法を学んだあと、実際に屋上へ出てアンドロメダ銀河を観察します。
※曇雨天時は、双眼鏡を使った観望の方法や季節の星座ついて講義します。

©Akira Muto

シビックサロン 「香りのきた道～初めての香り遊び」
11/13㊏ 13：30～15：30
［出　演］　一見陽胡

（香房陽胡代表、薫物屋香楽認定教授香司、
生涯学習コーディネーター）

［会　場］　日立シビックセンター 会議室501号
［参加料］ 3,500円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 10/3㊐ 10：00～10/29㊎ 18：00　

電話 0294-24-7711　
ホームページ P.2上部QRコードから

香りの文化を楽しんでみませんか。いにしえの優雅な世界に思いを馳せながら、香道の歴史や
香木のお話、香遊び（組香）を体験できます。初心者の方も大歓迎！椅子席なので、正座の心配は
いりません。

ひたち街角小劇場第53弾「莫迦トヨと神様」

11/13㊏ 18：00開演、11/14㊐ 13：00開演
［出　演］　演劇事務所’99
［会　場］　多賀市民会館 ホール
［料　金］ 一般 1,800円、高校生以下無料
［申込み］ 9/5㊐ 9：00～　電話 0294-34-1727

山のふもとの小さな里に住むトヨは里人たちに「バカトヨ」と呼ばれながらも怒ることなく、憎む
ことなく笑顔で日々を過ごしていた。ある日、里が長い日照りに襲われた。人身御供として自ら
生贄に名乗り出たのはトヨを妹のように可愛がっていた水番の娘だった。バカなトヨは考える。
「誰にもできないこと」と「自分ならできること」。やがてトヨは走り出す。小さな里の命運を賭けて。

　侍BRASS　日立公演
11/28㊐ 14：00開演
［出　演］　中川英二郎（楽団長・トロンボーン）、エリック・ミヤシロ（トランペット）、本間千也（トランペット）、

オッタビアーノ・クリストーフォリ（トランペット）、辻本憲一（トランペット）、森博文（ホルン）、
野々下興一（トロンボーン）、齋藤充（ユーフォニアム）、次田心平（チューバ）、岩瀬立飛（パーカッション）

［会　場］　日立シビックセンター 音楽ホール
［料　金］　一般 3,000円、高校生以下 1,000円
［申込み］ 9/11㊏ 10：00～　電話 0294-24-7720

国内オーケストラの首席奏者達とスタジオ界のトッププレイヤーがタッグを組んだ最強のドリームブラスが日立にやって来る！ 侍BRASS結成
15周年。オリジナル金管8重奏の枠を超え、ポップスアレンジや様々な編成での取組みなど、金管アンサンブルの魅力をお届けします。

　ひたちジュニア弦楽合奏団　第29回定期演奏会
11/14㊐ 14：00開演
［出　演］ 蒲生克郷（指揮）、ひたちジュニア弦楽合奏団
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［料　金］ 無料
［申込み］ 10/20㊌ 10：00～　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て整理券配布
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7755
今年の演奏会のメイン曲は《運命》！ 現団員が初めて交響曲へチャレンジします！ 日頃の練習の成果をぜひお聴きください。

　ワンコイン・コンサート「2台ピアノコンサート ～2台のピアノによる語らい」
11/19㊎ 14：00開演
［出　演］　永田絵里子（ピアノ）、磯野舞（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］ 10/14㊍ 10：00～　電話 0294-24-7755　
2台ピアノによるクラシック・コンサート。 午後のひとときに、生演奏の潤いを味わいませんか。

　《宝島》を演奏しよう！ 中川英二郎のバンドクリニック
11/27㊏ 14：00～15：30
［出　演］　中川英二郎（侍BRASS楽団長・トロンボーン）
［会　場］　日立シビックセンター 音楽ホール
［料　金］　一般 1,000円、高校生以下 500円
［対　象］　小学生以上
［申込み］　9/11㊏ 10：00～　電話 0294-24-7755
ブラス・ファンよ、楽器を持って集まれ！ 《宝島》を題材に、ポップスとは何か、演奏するコツなどを伝授します。

第19回ひたち国際文化まつり
11/7㊐ 10：00～16：00 
［会　場］　日立シビックセンター 

アトリウム、ギャラリー、
多用途ホールほか

［料　金］　無料
※一部コーナー有料

［問合せ］ ひたちとアジアの文化
交流をすすめる会事務局 
0294-24-7711

日立市内を中心とした国際交流団体が集まり、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、展示・体験、販売ほか
【展示コーナー】11/3㊌㊗～11/7㊐　10:00～ 17:00（最終日は16:00まで）
　パネル展示、絵画展、写真展ほか

※イメージです※イメージです※イメージです

ば か

天球劇場のVLOG～特別編！部分月食のライブ配信～
11/19㊎ 17：30～18：30
［問合せ］ 日立シビックセンター 

科学館 
0294-24-7731

11/19㊎は、部分月食が見られます！
月食の様子を見ながら、月について
お話します。
※曇雨天時は中止

公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCYG5uv0eVgHkHYYLrBSCCuQ
またはYouTubeで「シビック サイエンス カルチャー チャンネル」と検索

第171回文化サロン
「“笑い文字”で地元を元気に」
11/20㊏ 13：30～15：00
［講　師］　飛田祥子

（一般社団法人笑い文字普及協会上級講師）

［会　場］　日立市民会館 111号室
［参加料］　無料
［申込み］　10/3㊐ 9：30～

電話 0294-22-6481

見ているだけで元気になれる笑い文字。
いつでもどこでも誰にでも、満面の笑顔で感謝を伝えてみませんか？

（11/20㊏～2022/1/10㊊㊗実施）の詳細については、P.10のTopicsをご覧ください。

放課後かがくクラブ
11/1㊊、11/8㊊ 15：30 ～ 17：00
※時間内は自由に参加できます

［会　場］　日立シビックセンター 
オリエンテーションルーム

［参加料］ 無料
［問合せ］ 日立シビックセンター 科学館 

0294-24-7731

小学生を対象とした内容で、放課後の時間帯に自由に科学体験ができます。
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　三井住友海上文化財団 ときめくひととき 第868回
吉野直子ハープ・リサイタル
11/7㊐ 14：00開演
［会　場］　日立シビックセンター 音楽ホール 
［料　金］ 一般 1,000円、高校生以下 500円
［申込み］ 9/4㊏ 10：00～　電話 0294-24-7720
世界的なハープの名手、吉野直子が奏でる華麗で天上の響きをお楽しみください。
※このコンサートは公益財団法人三井住友海上文化財団の助成により開催しています。

11月の情報

ひよこプラネタリウム～秋のほしぞら～
11/1㊊ 10：30～11：00
［会　場］　日立シビックセンター 天球劇場
［参加料］ 大人 500円、小人 200円、

幼児無料
［申込み］ 10/18㊊ 10：00～　

ホームページ 
P.2上部QRコードから

［問合せ］ 日立シビックセンター 科学館
0294-24-7731
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ほしぞらを見てみよう！

　 バギーコンサート 
～ヴァイオリンと読み聞かせ～

11/25㊍ 11：00開演
［出　演］　谷口和子（ヴァイオリン）

大内和美（ピアノ）
小林泰子（語りべ）

［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］　10/16㊏ 10：00～

ホームページ P.2上部QRコードから
［問合せ］　日立シビックセンター 0294-24-7755

お子様が泣いたり、騒いだりしてしまっても大丈夫な、０歳からお楽しみいただけるコンサート
です。ベビーカーのままご入場いただけるほか、授乳室、オムツ替えスペースを用意しております。
※鑑賞には事前申込みが必要です。座席はこちらで指定させていただきます。

大人のための天文教室 
実践編 「双眼鏡で探そうアンドロメダ銀河」
11/7㊐ 17：30～19：00
［講　師］　増子光昭

（シビックサイエンススタッフ）
［会　場］　日立シビックセンター 

オリエンテーションルーム
［参加料］ 500円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 10/12㊋ 10：00～

電話 0294-24-7731

双眼鏡を使った星空の観察方法を学んだあと、実際に屋上へ出てアンドロメダ銀河を観察します。
※曇雨天時は、双眼鏡を使った観望の方法や季節の星座ついて講義します。
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シビックサロン 「香りのきた道～初めての香り遊び」
11/13㊏ 13：30～15：30
［出　演］　一見陽胡

（香房陽胡代表、薫物屋香楽認定教授香司、
生涯学習コーディネーター）

［会　場］　日立シビックセンター 会議室501号
［参加料］ 3,500円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 10/3㊐ 10：00～10/29㊎ 18：00　

電話 0294-24-7711　
ホームページ P.2上部QRコードから

香りの文化を楽しんでみませんか。いにしえの優雅な世界に思いを馳せながら、香道の歴史や
香木のお話、香遊び（組香）を体験できます。初心者の方も大歓迎！椅子席なので、正座の心配は
いりません。

ひたち街角小劇場第53弾「莫迦トヨと神様」

11/13㊏ 18：00開演、11/14㊐ 13：00開演
［出　演］　演劇事務所’99
［会　場］　多賀市民会館 ホール
［料　金］ 一般 1,800円、高校生以下無料
［申込み］ 9/5㊐ 9：00～　電話 0294-34-1727

山のふもとの小さな里に住むトヨは里人たちに「バカトヨ」と呼ばれながらも怒ることなく、憎む
ことなく笑顔で日々を過ごしていた。ある日、里が長い日照りに襲われた。人身御供として自ら
生贄に名乗り出たのはトヨを妹のように可愛がっていた水番の娘だった。バカなトヨは考える。
「誰にもできないこと」と「自分ならできること」。やがてトヨは走り出す。小さな里の命運を賭けて。

　侍BRASS　日立公演
11/28㊐ 14：00開演
［出　演］　中川英二郎（楽団長・トロンボーン）、エリック・ミヤシロ（トランペット）、本間千也（トランペット）、

オッタビアーノ・クリストーフォリ（トランペット）、辻本憲一（トランペット）、森博文（ホルン）、
野々下興一（トロンボーン）、齋藤充（ユーフォニアム）、次田心平（チューバ）、岩瀬立飛（パーカッション）

［会　場］　日立シビックセンター 音楽ホール
［料　金］　一般 3,000円、高校生以下 1,000円
［申込み］ 9/11㊏ 10：00～　電話 0294-24-7720

国内オーケストラの首席奏者達とスタジオ界のトッププレイヤーがタッグを組んだ最強のドリームブラスが日立にやって来る！ 侍BRASS結成
15周年。オリジナル金管8重奏の枠を超え、ポップスアレンジや様々な編成での取組みなど、金管アンサンブルの魅力をお届けします。

　ひたちジュニア弦楽合奏団　第29回定期演奏会
11/14㊐ 14：00開演
［出　演］ 蒲生克郷（指揮）、ひたちジュニア弦楽合奏団
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［料　金］ 無料
［申込み］ 10/20㊌ 10：00～　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て整理券配布
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7755
今年の演奏会のメイン曲は《運命》！ 現団員が初めて交響曲へチャレンジします！ 日頃の練習の成果をぜひお聴きください。
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11/19㊎ 14：00開演
［出　演］　永田絵里子（ピアノ）、磯野舞（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］ 10/14㊍ 10：00～　電話 0294-24-7755　
2台ピアノによるクラシック・コンサート。 午後のひとときに、生演奏の潤いを味わいませんか。
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［対　象］　小学生以上
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ブラス・ファンよ、楽器を持って集まれ！ 《宝島》を題材に、ポップスとは何か、演奏するコツなどを伝授します。

第19回ひたち国際文化まつり
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アトリウム、ギャラリー、
多用途ホールほか

［料　金］　無料
※一部コーナー有料

［問合せ］ ひたちとアジアの文化
交流をすすめる会事務局 
0294-24-7711

日立市内を中心とした国際交流団体が集まり、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、展示・体験、販売ほか
【展示コーナー】11/3㊌㊗～11/7㊐　10:00～ 17:00（最終日は16:00まで）
　パネル展示、絵画展、写真展ほか

※イメージです※イメージです※イメージです

ば か

天球劇場のVLOG～特別編！部分月食のライブ配信～
11/19㊎ 17：30～18：30
［問合せ］ 日立シビックセンター 

科学館 
0294-24-7731

11/19㊎は、部分月食が見られます！
月食の様子を見ながら、月について
お話します。
※曇雨天時は中止

公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCYG5uv0eVgHkHYYLrBSCCuQ
またはYouTubeで「シビック サイエンス カルチャー チャンネル」と検索

第171回文化サロン
「“笑い文字”で地元を元気に」
11/20㊏ 13：30～15：00
［講　師］　飛田祥子

（一般社団法人笑い文字普及協会上級講師）

［会　場］　日立市民会館 111号室
［参加料］　無料
［申込み］　10/3㊐ 9：30～

電話 0294-22-6481

見ているだけで元気になれる笑い文字。
いつでもどこでも誰にでも、満面の笑顔で感謝を伝えてみませんか？

（11/20㊏～2022/1/10㊊㊗実施）の詳細については、P.10のTopicsをご覧ください。

放課後かがくクラブ
11/1㊊、11/8㊊ 15：30 ～ 17：00
※時間内は自由に参加できます

［会　場］　日立シビックセンター 
オリエンテーションルーム

［参加料］ 無料
［問合せ］ 日立シビックセンター 科学館 

0294-24-7731

小学生を対象とした内容で、放課後の時間帯に自由に科学体験ができます。
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12月の情報

ニコ・カーニバル
12/4㊏～12/19㊐
［会　場］　日立シビックセンター アトリウム、ミュージアムショップ
［料　金］ 無料
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711

障がい者福祉施設やボランティアグループによる活動紹介パネル展及び手づくりの製品
販売を行います。

劇団飛行船マスクプレイミュージカル「桃太郎」
12/16㊍ 10：30開演
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］ S席 2,000円
　　　　 A席 1,500円
　　　　 B席 1,300円
［申込み］ 10/16㊏ 9：00～　電話 0294-22-6481

日本が誇る永遠のヒーロー「桃太郎」。
かっこよくて愛らしい桃太郎と、３びきのユニークな仲間たちが繰り広げる冒険がマスク
プレイミュージカルになりました！
次々とおそいかかる強い鬼たちに、みんなはくじけそうにもなりますが、弱い者でも力を
合わせて戦えばきっと勝てると信じて鬼たちに向かっていきます。

シビックサロン
「おとな可愛いグラスアート」
12/18㊏ 10：00～12：30
［出　演］　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
［参加料］ 2,000円
［対　象］　高校生以上
［申込み］　11/12㊎ 10：00～12/3㊎ 18：00　電話 0294-24-7711
　　　　 ホームページ P.2上部QRコードから

イギリス生まれのステンドグラスの雰囲気を手軽に楽しめる、おとな可愛いグラスアートを作ります。

日立市少年少女合唱団音楽体験教室
2022/1/29㊏、2/12㊏、2/26㊏、3/19㊏、3/20㊐
 13：30～15：30
［会　場］　日立市民会館 111号室ほか
［参加料］ 500円
［定　員］ 30人
［対　象］　日立市内の保育園、幼稚園、小学校に通う年長～小学6年生
［申込み］　12/4㊏ 9：00～　申込み用紙に必要事項を記載し、直接持参か

郵送（住所は裏表紙を参照）、またはFAX 0294-22-6633へ
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

日立市内の保育園・幼稚園の年長さんから小学６年生の皆さん！ 今年も音楽体験教室を行います。
音楽が大好きなお友達大歓迎！！ 楽譜がわからなくても、だいじょうぶ！合唱団の先生がやさしく楽しく教えてくれます。
※日程は変更になる場合があります。

NEW WIND THEATER
～クリスマス コンサート～
12/25㊏ 16：30～17：00
［会　場］　日立シビックセンター 新都市広場
［料　金］ 無料
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7755

イルミネーションが灯るまでの広場のひとときを、日立市内中高生による
吹奏楽の音色が彩ります！ウィンターソングやポップスなどを中心とした演奏を
お楽しみください！

参加者募集

親子で楽しむ科学教室
「素粒子ってなあに？～知るとおもしろい小さな世界～」
12/12㊐ ①10：30～12：00、②14：00～15：30
［講　師］　J-PARCセンター職員
［会　場］　日立シビックセンター 会議室501号
［参加料］ 800円
［対　象］　小学生と保護者
［申込み］　11/15㊊ 10：00～　電話 0294-24-7731

J-PARCセンターで研究している世界最小の単位、「素粒子」。難しい言葉ですが、実は
コマと似ている部分があるのです。親子で不思議な実験や工作を行い、世界最小の単位
について学びましょう。

親子で楽しむ科学教室「光の実験＆工作」
12/19㊐、12/25㊏ 10：00 ～ 11：00
［会　場］　日立シビックセンター オリエンテーションルーム
［参加料］ 800円
［対　象］　小学生と保護者
［申込み］　11/22㊊ 10：00～　電話 0294-24-7731

光の3原色について学び、つり下げができるランプシェードを作ります。

ファミリープラネタリウム
～クリスマスを楽しもう！～
12/19㊐、12/25㊏ ①11：45 ～ 12：25、②16：00 ～ 16：40
［会　場］　日立シビックセンター 天球劇場
［参加料］ 大人 500円、小人 200円、幼児無料
［申込み］　12/5㊐ 10：00～　ホームページ P.2上部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター 科学館　0294-24-7731

２日間限定のクリスマスを楽しむファミリー向けプラネタリウム。クイズを交え
ながらクリスマスの夜空に描かれる星座をご紹介します。
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［問合せ］ 日立シビックセンター 科学館　0294-24-7731

２日間限定のクリスマスを楽しむファミリー向けプラネタリウム。クイズを交え
ながらクリスマスの夜空に描かれる星座をご紹介します。
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星めぐり☆プラネタリウム
毎日上映

ポラリス2 
‒ルシアと流れ星の秘密‒
10/1㊎～

タッチ・ザ・スター
1月上映予定

天球劇場
プラネタリウム

午前の部

9：00～12：00（最終入館11：30）

午後の部

13：30～16：30（最終入館16：00）

9：00～17：00（最終入館16：30）平 　 日

土日祝日

開館
時間

科学館の土日祝日の入場事前予約制について

新型コロナウイルス感染防止対策のため、科学館及び天球劇場は、土日祝日の入場は事前予約制となります。 科学
館については最大250人、午前、午後各3時間の入替制です。天球劇場については各回100人の定員となります。

ひらめき工作

平日（無料）※開館時間内にいつでも参加できます。

土日祝日工作（有料）

月替わりで作って楽しい科学工作が
体験できます。　

開始時間：①9 ： 00、10 ： 00、11： 00、14 ： 00、15 ： 00
　　　　　②9 ： 30、10 ： 30、11： 30、14 ： 30、15 ： 30

ぴょこりん板、すいすいのぼるくん10月

①香りのビーズ　100円 ②シャカシャカ発電　300円

10月の土日

11～12月の土日祝日

紙コップロケット、ホロスペックスコープ11～12月

①ランプシェード　300円 ②香りの入浴剤　200円

上映スケジュール ※変更になる場合があります。最新の情報はホームページをご覧ください。

キ 短い星空生解説+プラネタリウム番組（約35分）

全 全編生解説プラネタリウム

生 今夜の星空生解説+プラネタリウム番組（約50分）

季 季節の星空解説+プラネタリウム番組（約40～45分）

①10/1㊎～10/31㊐
（平日）

予約サイトはこちら

問合せ 0294-24-7731（9：00～17：00）

休館日

毎月最終月曜日、年末年始（12/27㊊～2022/1/1㊏㊗）
※臨時休館
　10/26㊋、11/10㊌（天球劇場のみ）、
　11/11㊍、11/12㊎、11/30㊋

有効期限：2021/12/26㊐

プラネタリウムをたっぷり楽しみたい方にお
届けする、フル生解説プログラム。
その日の星空や天文の旬な話題についてご紹
介します。
毎日移り変わる星空と解説員の個性によって
多彩に変化する、生解説ならではの内容です。

あの凸凹コンビが帰ってきた！
オーロラの謎を解いたのも束の間、ポラリス
号にいん石がぶつかっていきなりピンチ！！
流れ星の謎を解くため、月に、小惑星に…え？！
彗星も！
伝説の「光の石」を探すハチドリのルシアも
仲間に加わり、シロクマのレナードとペンギ
ンのジェームズが新たなミッションに挑み
ます！

おまつりの夜、ちょっとあやしいくじ引き屋
台で宇宙旅行を当てた、はなかっぱ。すぐに
宇宙船に乗り込み、宇宙へ出発！実はその宇
宙船は、ナハナハ星からきた宇宙人、アポと
ソルのものでした！“宇宙って、すっごく楽
しい！”と思えるお話がたくさんつまったプ
ラネタリウム番組です。

10/1㊎～

プラネタリウム
はなかっぱ
花さけ！パッカ～ん 宇宙旅行

ⓒ2010 あきやまただし／
はなかっぱプロジェクト

ⓒSaint-Etienne Planetarium
Production

過去60年間、私たちはボイジャーやパイオニア
といったさまざまな探査機を太陽系やその先に
送ってきました。
太陽系の惑星や衛星の知られざる姿を捉えて
きた数々の探査機
たち。
この番組では、探
査機とともに惑星
探査の歴史を辿る
ツアーへと皆さま
をご案内します。
さらに、今後の宇
宙開発により人類
にはどんな未来が
訪れるのでしょう
か…？ ©AfterglowStudio,Inc

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。

   月 火～木   金

 9：30 　　はなかっぱ   
団体専用

 10：30 　　名探偵コナン  

 13：00 　　名探偵コナン 名探偵コナン  名探偵コナン

 14：15 　　ポラリス２  ポラリス２  ポラリス２

 15：30 　　星めぐり  星めぐり  星めぐり

 18：30      名探偵コナン

1

2

3

4

5

6

開始時間

季

季

全

キ

キ

全

季

季

全

季

季

生

（土日）
   上映内容

 9：30 　　はなかっぱ 

 10：30 　　名探偵コナン 

 11：45 　　名探偵コナン 

 13：45 　　名探偵コナン 

 14：45 　　名探偵コナン 

 16：00 　　星めぐり 

季

季

季

全

キ

キ

②11/1㊊～12/26㊐
（平日）
   月  火～木   金

 9：30 　　はなかっぱ    
団体専用

 

 10：30 　　はなかっぱ  

 13：00 　　ポラリス２  ポラリス２  ポラリス２

 14：15 　　ポラリス２  ポラリス２  ポラリス２

 15：30 　　星めぐり  星めぐり  星めぐり

 18：30       ポラリス２

季

季

全

キ

キ

全

季

季

全

季

季

生

（土日祝日）
   上映内容

 9：30 　　はなかっぱ 

 10：30 　　ポラリス２ 

 11：45 　　ポラリス２ 

 13：45 　　はなかっぱ 

 14：45 　　ポラリス２ 

 16：00 　　星めぐり 

季

季

季

全

キ

キ

※11/10㊌～11/12㊎は臨時休館となります。　　※10/15㊎、11/19㊎の18：30の回は休止となります。
※10/23㊏の14：45の回は「字幕付きプラネタリウム～秋の星空～」になります。後半のドーム映像番組の内容に変更はありません。（詳細はP.3参照）
※11/1㊊の10：30の回は「ひよこプラネタリウム～秋のほしぞら～」になります。（詳細はP.5参照）
※12/19㊐、12/25㊏の11：45と16：00の回は「ファミリープラネタリウム～クリスマスを楽しもう！～」になります。（詳細はP.7参照）
※12/24㊎の18:30の回は「大人のためのX'masプラネタリウム」になります。（詳細はP.8参照）

開館時間を延長して、い

つもと少し違う「夜の科

学館」をお見せします！

屋上では天体望遠鏡を用

意して、観望会も行いま

す。（観望会は曇雨天時

は中止）

※科学館、天球劇場の通常の
入館料が必要です。当日の
科学館入館券をお持ちの方
は、同じ入館券でご入館い
ただけます。
※11/27㊏の入館には事前予
約が必要です。ページ上部
のQRコードより、ご予約
をお願いいたします。

11/27㊏・12/24㊎ 17：00～19：30（最終入館19：00）

「ゆきだるまキャンドル作り」
特別工作

「ジェルキャンドル作り」
11/27㊏
17：30～18：00、
18：30～19:00
[対　象] 小学生以上
[申込み] 11/5㊎
　　　　10:00～
 電話
 0294-24-7731

夜のプラネタリウム上映

「観望のためのプラネタリウム」11/27㊏ 18：00～18：30

夜の科学館で夜の天球劇場も楽しもう！屋上での観望会前にプラネタリウムでその日の星空について学んでおきましょう。

「大人のためのX’masプラネタリウム」 12/24㊎ 18:30～19:20

1日限定！ 大人のためのクリスマスをテーマにしたプラネタリウムです。クリスマスソングと共に、クリスマスの夜に描かれる
星座の物語をご紹介します。

12/24㊎
17:30～18:00、
18:30～19:00
[対　象] 高校生以上
[申込み] 12/3㊎
　　　　10：00～
 電話
 0294-24-7731

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

宮沢賢治の世界を再現したテーマパーク、イーハ
トーブワールドの銀河鉄道列車に乗る事になっ
たコナンたち少年探偵団と蘭、園子。
幻想的な星空の世界
を満喫していると突
然、キッドからの予告
状が届く。
繰り広げられる、キッ
ドとのお宝争奪戦！し
かしそこには思いもし
ない罠が仕掛けられて
いた。
あの大人気アニメの
プラネタリウム版最
新作がついに登場！

[会場] 日立シビックセンター科学館8階ひらめきアトリエ　　[参加料] 500円

[申込み] 11/13㊏ 10：00～　ホームページP.2上部QRコードから

[申込み] 12/10㊎ 10：00～　ホームページP.2上部QRコードから

10/1㊎～10/31㊐
名探偵コナン  灼熱の銀河鉄道

しゃくねつ　　 ギャラクシーレイルロード

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

上映内容

上映内容

開始時間

開始時間

開始時間
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星めぐり☆プラネタリウム
毎日上映

ポラリス2 
‒ルシアと流れ星の秘密‒
10/1㊎～

タッチ・ザ・スター
1月上映予定

天球劇場
プラネタリウム

午前の部

9：00～12：00（最終入館11：30）

午後の部

13：30～16：30（最終入館16：00）

9：00～17：00（最終入館16：30）平 　 日

土日祝日

開館
時間

科学館の土日祝日の入場事前予約制について

新型コロナウイルス感染防止対策のため、科学館及び天球劇場は、土日祝日の入場は事前予約制となります。 科学
館については最大250人、午前、午後各3時間の入替制です。天球劇場については各回100人の定員となります。

ひらめき工作

平日（無料）※開館時間内にいつでも参加できます。

土日祝日工作（有料）

月替わりで作って楽しい科学工作が
体験できます。　

開始時間：①9 ： 00、10 ： 00、11： 00、14 ： 00、15 ： 00
　　　　　②9 ： 30、10 ： 30、11： 30、14 ： 30、15 ： 30

ぴょこりん板、すいすいのぼるくん10月

①香りのビーズ　100円 ②シャカシャカ発電　300円

10月の土日

11～12月の土日祝日

紙コップロケット、ホロスペックスコープ11～12月

①ランプシェード　300円 ②香りの入浴剤　200円

上映スケジュール ※変更になる場合があります。最新の情報はホームページをご覧ください。

キ 短い星空生解説+プラネタリウム番組（約35分）

全 全編生解説プラネタリウム

生 今夜の星空生解説+プラネタリウム番組（約50分）

季 季節の星空解説+プラネタリウム番組（約40～45分）

①10/1㊎～10/31㊐
（平日）

予約サイトはこちら

問合せ 0294-24-7731（9：00～17：00）

休館日

毎月最終月曜日、年末年始（12/27㊊～2022/1/1㊏㊗）
※臨時休館
　10/26㊋、11/10㊌（天球劇場のみ）、
　11/11㊍、11/12㊎、11/30㊋

有効期限：2021/12/26㊐

プラネタリウムをたっぷり楽しみたい方にお
届けする、フル生解説プログラム。
その日の星空や天文の旬な話題についてご紹
介します。
毎日移り変わる星空と解説員の個性によって
多彩に変化する、生解説ならではの内容です。

あの凸凹コンビが帰ってきた！
オーロラの謎を解いたのも束の間、ポラリス
号にいん石がぶつかっていきなりピンチ！！
流れ星の謎を解くため、月に、小惑星に…え？！
彗星も！
伝説の「光の石」を探すハチドリのルシアも
仲間に加わり、シロクマのレナードとペンギ
ンのジェームズが新たなミッションに挑み
ます！

おまつりの夜、ちょっとあやしいくじ引き屋
台で宇宙旅行を当てた、はなかっぱ。すぐに
宇宙船に乗り込み、宇宙へ出発！実はその宇
宙船は、ナハナハ星からきた宇宙人、アポと
ソルのものでした！“宇宙って、すっごく楽
しい！”と思えるお話がたくさんつまったプ
ラネタリウム番組です。

10/1㊎～

プラネタリウム
はなかっぱ
花さけ！パッカ～ん 宇宙旅行

ⓒ2010 あきやまただし／
はなかっぱプロジェクト

ⓒSaint-Etienne Planetarium
Production

過去60年間、私たちはボイジャーやパイオニア
といったさまざまな探査機を太陽系やその先に
送ってきました。
太陽系の惑星や衛星の知られざる姿を捉えて
きた数々の探査機
たち。
この番組では、探
査機とともに惑星
探査の歴史を辿る
ツアーへと皆さま
をご案内します。
さらに、今後の宇
宙開発により人類
にはどんな未来が
訪れるのでしょう
か…？ ©AfterglowStudio,Inc

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。

   月 火～木   金

 9：30 　　はなかっぱ   
団体専用

 10：30 　　名探偵コナン  

 13：00 　　名探偵コナン 名探偵コナン  名探偵コナン

 14：15 　　ポラリス２  ポラリス２  ポラリス２

 15：30 　　星めぐり  星めぐり  星めぐり

 18：30      名探偵コナン

1

2

3

4

5

6

開始時間

季

季

全

キ

キ

全

季

季

全

季

季

生

（土日）
   上映内容

 9：30 　　はなかっぱ 

 10：30 　　名探偵コナン 

 11：45 　　名探偵コナン 

 13：45 　　名探偵コナン 

 14：45 　　名探偵コナン 

 16：00 　　星めぐり 

季

季

季

全

キ

キ

②11/1㊊～12/26㊐
（平日）
   月  火～木   金

 9：30 　　はなかっぱ    
団体専用

 

 10：30 　　はなかっぱ  

 13：00 　　ポラリス２  ポラリス２  ポラリス２

 14：15 　　ポラリス２  ポラリス２  ポラリス２

 15：30 　　星めぐり  星めぐり  星めぐり

 18：30       ポラリス２

季

季

全

キ

キ

全

季

季

全

季

季

生

（土日祝日）
   上映内容

 9：30 　　はなかっぱ 

 10：30 　　ポラリス２ 

 11：45 　　ポラリス２ 

 13：45 　　はなかっぱ 

 14：45 　　ポラリス２ 

 16：00 　　星めぐり 

季

季

季

全

キ

キ

※11/10㊌～11/12㊎は臨時休館となります。　　※10/15㊎、11/19㊎の18：30の回は休止となります。
※10/23㊏の14：45の回は「字幕付きプラネタリウム～秋の星空～」になります。後半のドーム映像番組の内容に変更はありません。（詳細はP.3参照）
※11/1㊊の10：30の回は「ひよこプラネタリウム～秋のほしぞら～」になります。（詳細はP.5参照）
※12/19㊐、12/25㊏の11：45と16：00の回は「ファミリープラネタリウム～クリスマスを楽しもう！～」になります。（詳細はP.7参照）
※12/24㊎の18:30の回は「大人のためのX'masプラネタリウム」になります。（詳細はP.8参照）

開館時間を延長して、い

つもと少し違う「夜の科

学館」をお見せします！

屋上では天体望遠鏡を用

意して、観望会も行いま

す。（観望会は曇雨天時

は中止）

※科学館、天球劇場の通常の
入館料が必要です。当日の
科学館入館券をお持ちの方
は、同じ入館券でご入館い
ただけます。

※11/27㊏の入館には事前予
約が必要です。ページ上部
のQRコードより、ご予約
をお願いいたします。

11/27㊏・12/24㊎ 17：00～19：30（最終入館19：00）

「ゆきだるまキャンドル作り」
特別工作

「ジェルキャンドル作り」
11/27㊏
17：30～18：00、
18：30～19:00
[対　象] 小学生以上
[申込み] 11/5㊎
　　　　10:00～
 電話
 0294-24-7731

夜のプラネタリウム上映

「観望のためのプラネタリウム」11/27㊏ 18：00～18：30

夜の科学館で夜の天球劇場も楽しもう！屋上での観望会前にプラネタリウムでその日の星空について学んでおきましょう。

「大人のためのX’masプラネタリウム」 12/24㊎ 18:30～19:20

1日限定！ 大人のためのクリスマスをテーマにしたプラネタリウムです。クリスマスソングと共に、クリスマスの夜に描かれる
星座の物語をご紹介します。

12/24㊎
17:30～18:00、
18:30～19:00
[対　象] 高校生以上
[申込み] 12/3㊎
　　　　10：00～
 電話
 0294-24-7731

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

宮沢賢治の世界を再現したテーマパーク、イーハ
トーブワールドの銀河鉄道列車に乗る事になっ
たコナンたち少年探偵団と蘭、園子。
幻想的な星空の世界
を満喫していると突
然、キッドからの予告
状が届く。
繰り広げられる、キッ
ドとのお宝争奪戦！し
かしそこには思いもし
ない罠が仕掛けられて
いた。
あの大人気アニメの
プラネタリウム版最
新作がついに登場！

[会場] 日立シビックセンター科学館8階ひらめきアトリエ　　[参加料] 500円

[申込み] 11/13㊏ 10：00～　ホームページP.2上部QRコードから

[申込み] 12/10㊎ 10：00～　ホームページP.2上部QRコードから

10/1㊎～10/31㊐
名探偵コナン  灼熱の銀河鉄道

しゃくねつ　　 ギャラクシーレイルロード
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上映内容

上映内容

開始時間

開始時間

開始時間

8 9



　　　　　　　　　　　　　球体状のフレームを備えたドローンを5対5で飛ばし、
ドーナツ型のゴールにドローンを通すことで得点を競う、最新のリアルｅスポーツです。

T o p i c s

日立シビックセンター内の施設

お知らせ

視聴覚センター地下1階 記念図書館1  階

営業時間 11：00～17：00（L.O. 16：00）
問合せ 0294-87-7500

カフェ ハルモニア1  階

@cafeharmonia

　本格スープカレー（700円～）が人気で
す。平日は店頭にて500円のお弁当を販
売しています。ワークショップ・女子会や会
議の際のお弁当の予約も承っております。
お気軽にお問合せください！

開館時間 ９：0０～１８：００
問合せ 0294-24-5055

「ひたちシネマ」の再開は
未定となっております。

再開時には、
日立市報やホームページ等で
お知らせいたします。

　視聴覚センターで、名作映画、子ども向け
アニメ、郷土映像のDVD等を借りることが
できます。借りるには登録が必要となります
ので、視聴覚センターまでお問合せください。
　また、地域等での上映会の支援もして
おりますので、お気軽にご相談ください。

開館時間 9：00～18：00（水曜（祝日は除く）は19：00まで）
問合せ　電話 0294-24-7714　IP 050-5528-4946

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、上記イベントは
　中止、または変更となる場合があります。

（1）キトちゃんおはなし会（おおむね３歳から）
　・10/16㊏　・11/6㊏　・12/25㊏
　各日14:00～14:30　当日先着12人
（2）らっこのおへや（0歳から）
　・10/20㊌　・10/27㊌　・11/17㊌　・11/24㊌　・12/15㊌
　・12/22㊌　各日11:00～11:30
　応募　10月開催分　10/1㊎　9:30～
　　　　11月開催分　11/1㊊　9:30～
　　　　12月開催分　12/1㊌　9:30～
　　　　電話または直接記念図書館へ
（3）としょかんまつり　おはなし会
　・12/11㊏　※時間は未定

（1） 一般書展示
　・大人のための絵本と図書館がすすめる読み聞かせの本展 9/29㊌～10/31㊐
　・科学道と宇宙の本展 11/3㊌㊗～11/28㊐
　・お読みになりましたか？受賞作 12/  1㊌～12/26㊐
（2） こどもとしょしつ展示
　・作家「内田　麟太郎」 10/  1㊎～10/31㊐
　・ハロウィン・魔女 　　　　〃　　　　　
　・秋、見つけた！ 10/  1㊎～11/14㊐
　・作家「あまん　きみこ」 11/  2㊋～11/28㊐
　・食欲モリモリ！おいしい絵本 　　　　〃　　　　　
　・わくわくクリスマス 11/16㊋～12/26㊐
　・作家「中川　ひろたか」 12/  1㊌～12/26㊐
　・お正月・寅 12/  1㊌～  1/12㊌

 

本の展示

おはなし会 ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

多用途ホール
 11/3㊌㊗ 母心独演会2021 （株）オフィスまめかな
 11/11㊍ 元気いばらき就職面接会（日立会場） 茨城県
 11/20㊏～11/21㊐ 日立市芸術祭 第63回日立市民演劇祭 日立会演劇部 №137名作劇場 人生の詩（うた） 
   日立演劇連盟、日立市、日立市文化協会
 11/27㊏ タカワ音楽教室リトルコンサート タカワ音楽教室
 12/12㊐ リコーダー・アンサンブル・ラピスラズリ・コンサート
   NPO法人  ひたち親子の広場

新都市広場／マーブルホール
 10/17㊐ 定期移動献血 日立市健康づくり推進課
 11/1㊊ 定期移動献血 日立市健康づくり推進課
 12/11㊏ 常陸frogs 常陸frogs　実行委員会
 12/18㊏ 定期移動献血 日立市健康づくり推進課

音楽ホール
 10/23㊏ 男女共同参画をすすめるつどい2021 男女共同参画をすすめるつどい実行委員会
 11/3㊌㊗ ローゼの会　受賞記念コンサート 戸来和子
 11/21㊐ Pace Music Festival ペース・メソッド  ひたちなか研究会
 12/5㊐ 日立交響楽団第129回定期演奏会 日立交響楽団
 12/10㊎ ありがとうの花束をあなたに♡ 虹色の美珠
 12/17㊎ ラテンとジャズの響宴～東西２大ビッグバンド夢の競演～
   (有)リトルビート
 12/18㊏ 茨城大学混声合唱団第71回定期演奏会 茨城大学混声合唱団
 12/19㊐ ステージ勉強会 プメハナ フラ スタジオ
 12/21㊋ 茨城の優秀な若手歌手によるクリスマススペシャルコンサート
  クラシック＆ミュージカル名歌の輝く調べ Piacevle Italia!

貸館情報 月日／催物名／主催
日立シビックセンター

日立市民会館/ホール
 10/13㊌ 芸術鑑賞会 明秀学園日立高等学校
 10/16㊏ 日立市戦没者追悼式 日立市、日立市戦没者追悼式実行委員会
 11/7㊐ ベネッセの英語コンサート冬公演2021 「RING! RING! CHRISTMAS BELLS」 
   ベネッセコーポレーション
 11/14㊐ 日立市芸術祭 第57回日立市民音楽祭 日立市民音楽連盟、日立市、日立市文化協会
 11/26㊎～11/28㊐ 第38回日立地区文化祭 日立地区文化協会
 12/2㊍ 危険物取扱者保安講習会 （公社）茨城県危険物安全協会連合会
 12/26㊐ ポップスコンサート2021 日立市民吹奏楽団、日立市

多賀市民会館/ホール
 10/30㊏～10/31㊐ ヤマハピアノ・エレクトーン教室発表会 （株）クシダピアノ社
 11/21㊐ 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
 11/27㊏～11/28㊐ ヤマハピアノ・エレクトーン教室発表会 （株）クシダピアノ社
 12/4㊏ 発表会 ジャパン歌謡信友会
 12/5㊐ ピアノ発表会 SAKASA
 12/19㊐ クリスマスコンサート2021　ふゆのおくりもの きくち音楽教室 10/19㊋～10/24㊐ 徳光教室＋デジタルレッスン写真展 徳光ゆかり写真展

11/19㊎～11/21㊐  日立市芸術祭 第45回日立書道連盟展 
   日立書道連盟、日立市、日立市文化協会
 12/11㊏ としょかんまつり2021 日立市立記念図書館
12/15㊌～12/19㊐  第14回茨城県高等学校定時制通信制芸術展 茨城県立日立工業高等学校

ギャラリー

第21回青少年のための科学の祭典・日立大会第21回青少年のための科学の祭典・日立大会

「ひたち秋祭り～郷土芸能大祭」公演中止について
10/9㊏、10/10㊐に予定しておりました「ひたち秋祭り～郷土芸能大祭」 は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、公演を中止させていただく事となりました。 
公演を楽しみにされていた皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解
を賜りますようお願い申し上げます。

［問合せ］0294-24-7711

日立シビックセンター科学館サクリエ・天球劇場は
1/2㊐から開館します

日立シビックセンター科学館サクリエ・天球劇場は、2022/1/2㊐～
1/4㊋は臨時開館します。ぜひお越しください。
※日立シビックセンターは12/27㊊～2022/1/4㊋の間が休館です。　　　
ご注意ください。

［問合せ］0294-24-7731

イベントインフォメーションの定期郵送をご希望の方へ
この冊子を発行の度ご自宅へ郵送いたします。（送料無料）
ご希望の方は、Eメールでcivic@civic.jp宛、件名に「イベントインフォ定期郵送
希望」と明記のうえ、郵便番号、住所、氏名、フリガナを送信いただくか、下記QR
コードから必要事項を入力し送信してください。
※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、ご家族の方はご遠慮
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。

日立市民会館のトイレ洋式化工事について
8/18㊌～2022/3/15㊋の期間、日立市民会館において、トイレの
洋式化工事を行います。
ご不便をおかけいたしますが、ご協力くださいますようお願い申し
上げます。　　　　　　　　　　　　　［問合せ］0294-22-6481

【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

　昨年はWEB開催だった科学の祭典・日立大会が2年振りにやってきます。30種類以上の科学実験・
科学工作が“理科大好き”少年少女を迎えます。思う存分科学を楽しもう！

【参加方法】 事前予約制（予約開始：10/16㊏～）
　祭典のホームページから事前予約をして遊びに来てね！
　http://saiten-hitachi.sakura.ne.jp/index.html

【問合せ】 日立市教育委員会生涯学習課　電話 0294-22-3111（代）

【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】(公財)日立市民科学文化財団

11/14㊐
9：30～
　　15：30

科学の祭典　日立

・ハンドランチグライダーをつくってとばそう　・磁石と電気は仲良し？！　・コップモーターを工作し、電磁力を学習しよう　・レーシングカー走行体験
・科学の楽しさ一日体験　・LEDでつくってみよう　・多面体をつくろう　・小さな宝箱をつくろう！～宝石や貝殻が見つかるかな？～　・芳香剤をつくろう
・レインボースコープをつくろう！ Part2　・「重ね合わせの原理」ってなに？　・カッコいいカブトムシ・クワガタムシの標本をつくろう　・レジンでつくろう！
・シャカシャカ振って光るポケットシェイカーをつくろう　・ＡⅠについて　・万華鏡をつくってみよう　・マイクロコンピュータについて　・インクと水で
紙に花を咲かせよう　・楽しいクリスマスをつくろう！　・ペットボトルモーターをつくろう　・コイルをつくりリニアモーターカーの実験をしよう　・近づく
ネコ　・サクリエに行こう！！　・ハヤブサのフライトと手乗せ　・がりがりとんぼをつくろう　・静電気モーターをつくろう　・燃料電池は小さな発電所
・いっちーの化石博物館　・空中浮揚？テンセグリティ構造で工作　・科学マジックへの招待　ふしぎ！なぜだろう？
・クリップモーターをつくってみよう　・学生フォーミュラのマシン展示　・夢の車マリオ号乗車会

あなたはどれを体験する？！

観覧
無料

11/20㊏～2022/1/10㊊㊗
会場 日立シビックセンター新都市広場

日立の冬の風物詩、
 Hitachi Starlight Illumination。
イルミネーションが創り出す
幻想的な風景をお楽しみください。

※詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。画像は昨年のものです。

11/14㊐
［参加料］ 無料（別途科学館入館料が必要）
［対　象］ 小学生以上
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館9階

［運営協力］ 日本ドローンサッカー連盟
［申込み］ 9/11㊏ 10：00～
　　　　　（状況により当日受付あり）

10：00～12：00、13：30～16：30
（所要時間20分程度）

リアルeスポーツである「ドローンサッカー」の体験会を開催！ 1名から参加可能。初めての方でも
安心の操作説明あり。ディフェンスをかいくぐりゴールを奪おう！

ドローンサッカーとは…申込み
問合せ 電話



　　　　　　　　　　　　　球体状のフレームを備えたドローンを5対5で飛ばし、
ドーナツ型のゴールにドローンを通すことで得点を競う、最新のリアルｅスポーツです。
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（3）としょかんまつり　おはなし会
　・12/11㊏　※時間は未定

（1） 一般書展示
　・大人のための絵本と図書館がすすめる読み聞かせの本展 9/29㊌～10/31㊐
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　・お正月・寅 12/  1㊌～  1/12㊌
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   (有)リトルビート
 12/18㊏ 茨城大学混声合唱団第71回定期演奏会 茨城大学混声合唱団
 12/19㊐ ステージ勉強会 プメハナ フラ スタジオ
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貸館情報 月日／催物名／主催
日立シビックセンター

日立市民会館/ホール
 10/13㊌ 芸術鑑賞会 明秀学園日立高等学校
 10/16㊏ 日立市戦没者追悼式 日立市、日立市戦没者追悼式実行委員会
 11/7㊐ ベネッセの英語コンサート冬公演2021 「RING! RING! CHRISTMAS BELLS」 
   ベネッセコーポレーション
 11/14㊐ 日立市芸術祭 第57回日立市民音楽祭 日立市民音楽連盟、日立市、日立市文化協会
 11/26㊎～11/28㊐ 第38回日立地区文化祭 日立地区文化協会
 12/2㊍ 危険物取扱者保安講習会 （公社）茨城県危険物安全協会連合会
 12/26㊐ ポップスコンサート2021 日立市民吹奏楽団、日立市

多賀市民会館/ホール
 10/30㊏～10/31㊐ ヤマハピアノ・エレクトーン教室発表会 （株）クシダピアノ社
 11/21㊐ 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
 11/27㊏～11/28㊐ ヤマハピアノ・エレクトーン教室発表会 （株）クシダピアノ社
 12/4㊏ 発表会 ジャパン歌謡信友会
 12/5㊐ ピアノ発表会 SAKASA
 12/19㊐ クリスマスコンサート2021　ふゆのおくりもの きくち音楽教室 10/19㊋～10/24㊐ 徳光教室＋デジタルレッスン写真展 徳光ゆかり写真展

11/19㊎～11/21㊐  日立市芸術祭 第45回日立書道連盟展 
   日立書道連盟、日立市、日立市文化協会
 12/11㊏ としょかんまつり2021 日立市立記念図書館
12/15㊌～12/19㊐  第14回茨城県高等学校定時制通信制芸術展 茨城県立日立工業高等学校

ギャラリー

第21回青少年のための科学の祭典・日立大会第21回青少年のための科学の祭典・日立大会

「ひたち秋祭り～郷土芸能大祭」公演中止について
10/9㊏、10/10㊐に予定しておりました「ひたち秋祭り～郷土芸能大祭」 は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、公演を中止させていただく事となりました。 
公演を楽しみにされていた皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解
を賜りますようお願い申し上げます。

［問合せ］0294-24-7711

日立シビックセンター科学館サクリエ・天球劇場は
1/2㊐から開館します

日立シビックセンター科学館サクリエ・天球劇場は、2022/1/2㊐～
1/4㊋は臨時開館します。ぜひお越しください。
※日立シビックセンターは12/27㊊～2022/1/4㊋の間が休館です。　　　
ご注意ください。

［問合せ］0294-24-7731

イベントインフォメーションの定期郵送をご希望の方へ
この冊子を発行の度ご自宅へ郵送いたします。（送料無料）
ご希望の方は、Eメールでcivic@civic.jp宛、件名に「イベントインフォ定期郵送
希望」と明記のうえ、郵便番号、住所、氏名、フリガナを送信いただくか、下記QR
コードから必要事項を入力し送信してください。
※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、ご家族の方はご遠慮
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。

日立市民会館のトイレ洋式化工事について
8/18㊌～2022/3/15㊋の期間、日立市民会館において、トイレの
洋式化工事を行います。
ご不便をおかけいたしますが、ご協力くださいますようお願い申し
上げます。　　　　　　　　　　　　　［問合せ］0294-22-6481

【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

　昨年はWEB開催だった科学の祭典・日立大会が2年振りにやってきます。30種類以上の科学実験・
科学工作が“理科大好き”少年少女を迎えます。思う存分科学を楽しもう！

【参加方法】 事前予約制（予約開始：10/16㊏～）
　祭典のホームページから事前予約をして遊びに来てね！
　http://saiten-hitachi.sakura.ne.jp/index.html

【問合せ】 日立市教育委員会生涯学習課　電話 0294-22-3111（代）

【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】(公財)日立市民科学文化財団

11/14㊐
9：30～
　　15：30

科学の祭典　日立

・ハンドランチグライダーをつくってとばそう　・磁石と電気は仲良し？！　・コップモーターを工作し、電磁力を学習しよう　・レーシングカー走行体験
・科学の楽しさ一日体験　・LEDでつくってみよう　・多面体をつくろう　・小さな宝箱をつくろう！～宝石や貝殻が見つかるかな？～　・芳香剤をつくろう
・レインボースコープをつくろう！ Part2　・「重ね合わせの原理」ってなに？　・カッコいいカブトムシ・クワガタムシの標本をつくろう　・レジンでつくろう！
・シャカシャカ振って光るポケットシェイカーをつくろう　・ＡⅠについて　・万華鏡をつくってみよう　・マイクロコンピュータについて　・インクと水で
紙に花を咲かせよう　・楽しいクリスマスをつくろう！　・ペットボトルモーターをつくろう　・コイルをつくりリニアモーターカーの実験をしよう　・近づく
ネコ　・サクリエに行こう！！　・ハヤブサのフライトと手乗せ　・がりがりとんぼをつくろう　・静電気モーターをつくろう　・燃料電池は小さな発電所
・いっちーの化石博物館　・空中浮揚？テンセグリティ構造で工作　・科学マジックへの招待　ふしぎ！なぜだろう？
・クリップモーターをつくってみよう　・学生フォーミュラのマシン展示　・夢の車マリオ号乗車会

あなたはどれを体験する？！

観覧
無料

11/20㊏～2022/1/10㊊㊗
会場 日立シビックセンター新都市広場

日立の冬の風物詩、
 Hitachi Starlight Illumination。
イルミネーションが創り出す
幻想的な風景をお楽しみください。

※詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。画像は昨年のものです。

11/14㊐
［参加料］ 無料（別途科学館入館料が必要）
［対　象］ 小学生以上
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館9階

［運営協力］ 日本ドローンサッカー連盟
［申込み］ 9/11㊏ 10：00～
　　　　　（状況により当日受付あり）

10：00～12：00、13：30～16：30
（所要時間20分程度）

リアルeスポーツである「ドローンサッカー」の体験会を開催！ 1名から参加可能。初めての方でも
安心の操作説明あり。ディフェンスをかいくぐりゴールを奪おう！

ドローンサッカーとは…申込み
問合せ 電話



Hitachi Starlight Illumination 2021Hitachi Starlight Illumination 2021

©Akira Muto

侍BRASS  日立公演 市民音楽企画記念コンサート ～共奏～

日立シビックセンター・
日立市民会館・多賀市民会館の
ホームページはこちらから
ご確認ください

公益財団法人日立市民科学文化財団2021年8月23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19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。

2022/1/2㊐
1/3㊊

13：00開演

写真撮影OK！
天球劇場のひみつクエスト～操作室～

［料　金］ 全席自由
 大人 500円、小人 200円
 幼児無料

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［チケット］ 12/19㊐ 10：00～
　　　　　ホームページP.2上部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター科学館 0294-24-7731

チケット予約情報

2022/2/5㊏
15：00開演

ザ・ニュースペーパー 2022
in 日立市

［料　金］ 全席指定
 一般 4,500円

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 10/30㊏ 9：00発売
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

2022/1/14㊎

1/15㊏
19：00開演

17：30開演

［料　金］ 全席自由
 ハンドメイド・アロマ＋プラネタリウム
   1,000円
 プラネタリウムのみ 800円

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［チケット］ 12/17㊎ 10：00～
　　　　　ホームページP.2上部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター科学館 0294-24-7731

アロマで愉しむプラネタリウム
～冬の香り～

2022/1/30㊐
13：00開演、
16：00開演

日立シビックセンター日立シビックセンター
電話 0294-24-7711

〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1
●JR常磐線「日立駅」中央口から徒歩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／9：00～18：00
●休館日／毎月最終月曜日、年末年始

日立市民会館日立市民会館
電話 0294-22-6481

〒317-0063 茨城県日立市若葉町1-5-8
●JR常磐線「日立駅」中央口から徒歩15分
●常磐自動車道「日立中央IC」から車6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／9：00～17：30
●休館日／毎週火曜日、年末年始

多賀市民会館多賀市民会館
電話 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」から徒歩10分
●常磐自動車道「日立南太田IC」から車20分
●有料駐車場／95台（1時間無料、以降30分100円）
●チケット取扱い／9：00～17：30
●休館日／毎週火曜日、年末年始

チケット発送も行っていますのでご利用ください。（書留のみ）

県・市・専門機関に準じた、新型コロナウイルス感染拡大
防止対策をとってイベントを開催し、各ホールの収容率を
各施設とも定員の50％以下に設定しています。なお、
感染拡大防止の観点から、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あります。

最新の情報はホームページをご覧ください。
※掲載内容は8月19日現在の情報です。

［日　時］ 2022/1/23㊐13：30～17：00
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［参加料］ 一般 500円/人　団体（6人以上） 3,000円

［対　象］  第1部：高校生、大学生及び30歳未満の社会人
 第2部：小学生以上
［募集人数］  第1部：10人　第2部：20組    
［申込み］ 11/6㊏ 10：00～　電話 0294-24-7755

「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～」に出演する個人、団体の方を募集します。一緒にコンサートを盛り上げませんか。
（演奏曲、ジャンルは自由。１組６分以内の演奏）

「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～」出演者募集

2022/2/9㊌
10：30開演

［料　金］ 全席指定
 S席　2,000円 
 A席　1,500円    
 B席　1,300円  

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 10/16㊏ 9：00発売
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

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」

タッチ・ザ・スター
上映記念イベント

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

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寄せください。

皆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。

［出　演］ 高柳雄一（多摩六都科学館館長）、
 小野大輔（声優）
［料　金］ 全席指定 4,500円

［会　場］ 日立シビックセンター天球劇場
［チケット］ 11/26㊎ 10:00～
　　　　　ホームページP.2上部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター科学館 0294-24-7731

三井住友海上文化財団  ときめくひととき
第868回  吉野直子ハープ・リサイタル

EVENT INFORMATION 掲載の各イベントについて

プラネタリウム
はなかっぱ　花さけ！パッカ～ん 宇宙旅行
ⓒ2010 あきやまただし／はなかっぱプロジェクト

ポラリス2
‒ルシアと流れ星の秘密‒
ⓒSaint-Etienne Planetarium Production

迫 昭嘉 渡辺 美穂

太田 友香

©武藤章

金子 三勇士
©Ayako Yamamoto

日立シビックセンター 日立市民会館 多賀市民会館

2021
10・11・12

EVENT
INFORMATION

公益財団法人日立市民科学文化財団
～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～

期間：10/3㊐～11/28㊐


