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声優朗読劇フォアレーゼン
～助川海防城哀歌～

山野辺義芸―我に敵意なし

MYSTERY NIGHT TOUR 2021
稲川淳二の怪談ナイト
MYSTERY NIGHT TOUR 2021
稲川淳二の怪談ナイト

EVENT INFORMATION 掲載の各イベントについて

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6月18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6月16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。
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差出有効期間
令和４年３月
31日まで

※この演奏会は競輪の補助を受けて
　開催します。

10/3㊐
15：00開演 読売日本交響楽団演奏会

10/23㊏
11：45開演

字幕付きプラネタリウム
～秋の星空～

10/15㊎

10/16㊏
19：00開演

17：30開演

［料　金］ 全席自由
 工作＋プラネタリウム（定員20人） 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］ 9/17㊎ 10：00予約開始
［問合せ］ 日立シビックセンター科学館 0294-24-7731

［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］ 9/11㊏ 10：00予約開始
［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
～秋の香り～

チケット予約情報
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［チケット］ 8/21㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

［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）
［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

10/31㊐
14：00開演

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［チケット］ 8/28㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720市民音楽企画記念コンサート

［出　演］ 迫昭嘉（指揮）、渡辺美穂（ヴァイオリン・コンミス）、
 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
［料　金］ 全席指定
 一般 3,000円、高校生以下 1,000円

11/7㊐
14：00開演 吉野直子

ハープ・リサイタル

三井住友海上文化財団  ときめくひととき  第868回 ［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［チケット］ 9/4㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

［料　金］ 全席指定
 一般 1,000円、高校生以下 500円

11/28㊐
14：00開演 侍BRASS　日立公演

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［チケット］ 9/11㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

［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）ほか
［料　金］ 全席指定
 一般 3,000円、高校生以下 1,000円

日立シビックセンター
TEL 0294-24-7711 〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1
●JR常磐線「日立駅」中央口から
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
TEL 0294-22-6481 〒317-0063 茨城県日立市若葉町1-5-8
●JR常磐線「日立駅」中央口から
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
TEL 0294-34-1727 〒316-0013 茨城県日立市千石町2-4-20
●JR常磐線「常陸多賀駅」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）

天球劇場ドーム映像番組
「名探偵コナン　灼熱の銀河鉄道」
天球劇場ドーム映像番組
「名探偵コナン　灼熱の銀河鉄道」

しゃくねつしゃくねつ ギャラクシーレイルロードギャラクシーレイルロード

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、各ホールの集客率、

各施設の定員数を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6月16日現在の情報です。

日立シビックセンター 日立市民会館 多賀市民会館
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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～

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※本コンサートは（公財）三井住友海上文化財団の助成により特別料金に設定しています。



7月の情報

夏のひみつ基地  「映画ドラえもん  のび太の新恐竜」上映会
7/22㊍㊗ 10：00開演、14：00開演
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］ 一般 1,100円
　　　　 高校生以下 700円
［チケット］ 6/27㊐ 9：00発売
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

「映画ドラえもん」シリーズ第40作目！
双子の恐竜キューとミューに出会い繰り広げられるドラえもんとのび太たちの大冒険！
夏休みの思い出にぜひお友達や家族とご覧ください！ ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2020

SUN SKY HITACHITAGA
7/22㊍㊗～8/22㊐ ライトアップ 19：00～22：00
［会　場］　多賀市民プラザ 広場、ギャラリー
［料　金］ 無料
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711

色とりどりの傘が空を彩るアンブレラスカイが多賀市民プラザ広場に広がります。
昼は太陽の光を浴びてカラフルに。夜はライトアップでカラフルに。
非日常的な空間をお楽しみください。

※イメージです※イメージです※イメージです

涼風ガラコンサート～日本の歌とオペラ名曲選～
7/25㊐ 17：00開演
［出　演］　松下京介(音楽監督・指揮)、田浦彩夏(ソプラノ)、

大津香津子(メゾ・ソプラノ)、大槻孝志(テノール)、
小野寺光(バリトン)、ひたちオペラ合唱団(合唱)、
涼風アンサンブル(演奏) 

［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 2,000円、高校生以下 1,000円
［チケット］ 予約受付中　電話 0294-24-7720

夏のひとときに「歌」の魅力を味わうコンサート。
懐かしいメロディーと美しい日本語で綴られた日本の歌、
異国情緒溢れるオペラの名曲たちをお楽しみください。

小野寺光大槻孝志大津香津子田浦彩夏松下京介

親子で楽しむ科学教室
「レジンのキーホルダー作り」
7/3㊏ 
10：30～11：30、13：30～14：30
［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］ 1,000円
［対　象］ 小学生と保護者
［申込み］ 予約受付中　電話 0294-24-7731

レジンを使い、親子でオリジナルのキーホルダーを作ります。

放課後かがくクラブ
7/5㊊、7/12㊊ 
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。7月は、「カラフルつ
ぶつぶ作り」の実験、「紙コップ万華鏡」の工作を行います。

アトリウム装飾・夏
「筆に想いを！コロナ禍を彩る書道パフォーマンス～青と夏～」
書道パフォーマンス 7/3㊏ 11：30～12：00
展示・装飾  7/4㊐～7/16㊎ 8：50～22：10
（最終日は17：00まで）
［出　演］　茨城県立日立第一高等学校書道部
［会　場］　日立シビックセンター アトリウム
［料　金］ 無料
［問合せ］ 日立シビックセンター 

0294-24-7711

日立一高書道部による書道パフォーマンスと作品
が、日立シビックセンターのアトリウムを彩ります！
高校生たちの“熱い”夏を感じてください。

ファミリープラネタリウム～七夕を楽しもう！～
7/4㊐ 10：30開演、11：45開演、14：00開演、15：15開演
［会　場］　日立シビックセンター 天球劇場
［料　金］ 大人 500円、小人 200円、

幼児無料
［申込み］ 6/20㊐ 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

七夕をテーマにしたファミリー向けプラネタリウム。
クイズを交えながら七夕の夜空に描かれる織姫、彦星の物語をご紹介します。

シビックサロン「おうちで楽しむクラフトビール」
7/2㊎ 18：30～20：00
［講　師］　木内酒造
［会　場］　日立シビックセンター 料理室
［参加料］ 1,500円
［対　象］ 20歳以上の方
［申込み］ 終了
［問合せ］ 日立シビックセンター 

0294-24-7711

クラフトビールについて学びながら、数種類のテイス
ティングと、醸造士おすすめのそれぞれのビールに合う
おつまみを作ります。知ればもっと楽しめる。クラフト
ビールの世界にご案内します。 アロマで愉しむプラネタリウム～夏の香り～

7/16㊎ 19：00～19：50
7/17㊏ 17：30～18：20
［会　場］　日立シビックセンター 天球劇場
［参加料］ 工作＋プラネタリウム（定員20人） 1,000円、

プラネタリウムのみ 800円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 6/18㊎ 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
大人のためのプラネタリウムです。夏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。

夏のひみつ基地 ホールのウラがわノゾキ見ツアー
7/28㊌、7/29㊍ 10：30～12：00
［出　演］　永田絵里子（ピアニスト）
［会　場］　日立シビックセンター 音楽ホール、

多用途ホール
［参加料］ 500円/日 ※付き添いの保護者は2人まで無料
［対　象］ 小学生以上の子ども
［申込み］ 終了
［問合せ］ 日立シビックセンター 

0294-24-7755
音響や照明の機械を操作したり、ステージの上でピアノの音色を聞いてみたり、普段体験できな
い内容が盛りだくさんのツアーです。

夏のひみつ基地 ジブンでつくる！打楽器ワークショップ
7/30㊎ 10：30～12：00
［講　師］　新野将之（打楽器奏者）
［会　場］　日立シビックセンター 多用途ホール
［参加料］ 1,000円※付き添いの保護者は2人まで無料
［対　象］ 小学生
［申込み］ 終了
［問合せ］ 日立シビックセンター 

0294-24-7755
自分だけのオリジナル打楽器がつくれる！ものづくりと
音を奏でる楽しさを一緒に体験できるワークショップです。

夏のひみつ基地
写真撮影OK！天球劇場のひみつクエスト～MEGASTAR～
7/31㊏ 11：45～12：25
［会　場］　日立シビックセンター 天球劇場
［料　金］ 大人 500円、小人 200円、幼児無料
［申込み］ 7/17㊏ 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
普段の上映では知ることができない天球劇場の「ひみつ」を
クイズを交えながら楽しく学ぼう!世界最高峰のプラネタリウム投影機「MEGASTAR（メガス
ター）」について、より詳しくご紹介します。  

大人のための天文教室　
実践編：星座の探し方と金星・火星を見つけよう
7/11㊐ 18：30～20：00
［講　師］　増子光昭

（シビックサイエンススタッフ、星空案内人）
［会　場］　日立シビックセンター

オリエンテーションルーム、屋上
［参加料］ 500円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 予約受付中　電話 0294-24-7731
星座の探し方・望遠鏡の使い方を学んだあと、実際に屋上へ出て金星・火星を観察します。

【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チケット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、各ホールの集客率、各施設の定員数を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。

すず かぜ

夏のひみつ基地
シビックサロン「親子で体験！練り切り和菓子作り」
7/31㊏
10：00～11：30、13：00～14：30
［講　師］　内山麻里（nico nico time和菓子教室 主宰）
［会　場］　日立シビックセンター 会議室702～704号
［参加料］ 2,000円（3個作製）
［対　象］ 小学生と保護者
［申込み］ ～7/17㊏ 18：00　電話 0294-24-7711

ホームページ P.2上部QRコードから
カラフルで可愛い練り切り和菓子を作ります。この夏休み、
和の文化を体験しよう！ ※イメージです※イメージです※イメージです

写真提供：（公財）西宮市文化振興財団
©大西二士男

夏のひみつ基地　マイベストシート・コンサート
7/31㊏ ワークショップ 14：30～15：30　コンサート 16：15開演
［出　演］　田村緑（ピアニスト）
［会　場］　日立シビックセンター 音楽ホール
［対　象］　小学生以上と保護者
［料　金］ 一般 1,000円、中学生以下 500円（コンサートのみ参加 一律500円）
［申込み］ 予約受付中　電話 0294-24-7720

コンサートとワークショップが一体となった、親子で楽しめる音楽イベントです。
音楽ホールの中で聴き比べをして、自分だけの最高の「響き」を見つけてみよう！

7/5　カラフルつぶつぶ作り 7/12　紙コップ万華鏡
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［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 2,000円、高校生以下 1,000円
［チケット］ 予約受付中　電話 0294-24-7720

夏のひとときに「歌」の魅力を味わうコンサート。
懐かしいメロディーと美しい日本語で綴られた日本の歌、
異国情緒溢れるオペラの名曲たちをお楽しみください。

小野寺光大槻孝志大津香津子田浦彩夏松下京介

親子で楽しむ科学教室
「レジンのキーホルダー作り」
7/3㊏ 
10：30～11：30、13：30～14：30
［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］ 1,000円
［対　象］ 小学生と保護者
［申込み］ 予約受付中　電話 0294-24-7731

レジンを使い、親子でオリジナルのキーホルダーを作ります。

放課後かがくクラブ
7/5㊊、7/12㊊ 
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。7月は、「カラフルつ
ぶつぶ作り」の実験、「紙コップ万華鏡」の工作を行います。

アトリウム装飾・夏
「筆に想いを！コロナ禍を彩る書道パフォーマンス～青と夏～」
書道パフォーマンス 7/3㊏ 11：30～12：00
展示・装飾  7/4㊐～7/16㊎ 8：50～22：10
（最終日は17：00まで）
［出　演］　茨城県立日立第一高等学校書道部
［会　場］　日立シビックセンター アトリウム
［料　金］ 無料
［問合せ］ 日立シビックセンター 

0294-24-7711

日立一高書道部による書道パフォーマンスと作品
が、日立シビックセンターのアトリウムを彩ります！
高校生たちの“熱い”夏を感じてください。

ファミリープラネタリウム～七夕を楽しもう！～
7/4㊐ 10：30開演、11：45開演、14：00開演、15：15開演
［会　場］　日立シビックセンター 天球劇場
［料　金］ 大人 500円、小人 200円、

幼児無料
［申込み］ 6/20㊐ 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

七夕をテーマにしたファミリー向けプラネタリウム。
クイズを交えながら七夕の夜空に描かれる織姫、彦星の物語をご紹介します。

シビックサロン「おうちで楽しむクラフトビール」
7/2㊎ 18：30～20：00
［講　師］　木内酒造
［会　場］　日立シビックセンター 料理室
［参加料］ 1,500円
［対　象］ 20歳以上の方
［申込み］ 終了
［問合せ］ 日立シビックセンター 

0294-24-7711

クラフトビールについて学びながら、数種類のテイス
ティングと、醸造士おすすめのそれぞれのビールに合う
おつまみを作ります。知ればもっと楽しめる。クラフト
ビールの世界にご案内します。 アロマで愉しむプラネタリウム～夏の香り～

7/16㊎ 19：00～19：50
7/17㊏ 17：30～18：20
［会　場］　日立シビックセンター 天球劇場
［参加料］ 工作＋プラネタリウム（定員20人） 1,000円、

プラネタリウムのみ 800円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 6/18㊎ 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
大人のためのプラネタリウムです。夏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。

夏のひみつ基地 ホールのウラがわノゾキ見ツアー
7/28㊌、7/29㊍ 10：30～12：00
［出　演］　永田絵里子（ピアニスト）
［会　場］　日立シビックセンター 音楽ホール、

多用途ホール
［参加料］ 500円/日 ※付き添いの保護者は2人まで無料
［対　象］ 小学生以上の子ども
［申込み］ 終了
［問合せ］ 日立シビックセンター 

0294-24-7755
音響や照明の機械を操作したり、ステージの上でピアノの音色を聞いてみたり、普段体験できな
い内容が盛りだくさんのツアーです。

夏のひみつ基地 ジブンでつくる！打楽器ワークショップ
7/30㊎ 10：30～12：00
［講　師］　新野将之（打楽器奏者）
［会　場］　日立シビックセンター 多用途ホール
［参加料］ 1,000円※付き添いの保護者は2人まで無料
［対　象］ 小学生
［申込み］ 終了
［問合せ］ 日立シビックセンター 

0294-24-7755
自分だけのオリジナル打楽器がつくれる！ものづくりと
音を奏でる楽しさを一緒に体験できるワークショップです。

夏のひみつ基地
写真撮影OK！天球劇場のひみつクエスト～MEGASTAR～
7/31㊏ 11：45～12：25
［会　場］　日立シビックセンター 天球劇場
［料　金］ 大人 500円、小人 200円、幼児無料
［申込み］ 7/17㊏ 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
普段の上映では知ることができない天球劇場の「ひみつ」を
クイズを交えながら楽しく学ぼう!世界最高峰のプラネタリウム投影機「MEGASTAR（メガス
ター）」について、より詳しくご紹介します。  

大人のための天文教室　
実践編：星座の探し方と金星・火星を見つけよう
7/11㊐ 18：30～20：00
［講　師］　増子光昭

（シビックサイエンススタッフ、星空案内人）
［会　場］　日立シビックセンター

オリエンテーションルーム、屋上
［参加料］ 500円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 予約受付中　電話 0294-24-7731
星座の探し方・望遠鏡の使い方を学んだあと、実際に屋上へ出て金星・火星を観察します。

【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チケット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、各ホールの集客率、各施設の定員数を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。

すず かぜ

夏のひみつ基地
シビックサロン「親子で体験！練り切り和菓子作り」
7/31㊏
10：00～11：30、13：00～14：30
［講　師］　内山麻里（nico nico time和菓子教室 主宰）
［会　場］　日立シビックセンター 会議室702～704号
［参加料］ 2,000円（3個作製）
［対　象］ 小学生と保護者
［申込み］ ～7/17㊏ 18：00　電話 0294-24-7711

ホームページ P.2上部QRコードから
カラフルで可愛い練り切り和菓子を作ります。この夏休み、
和の文化を体験しよう！ ※イメージです※イメージです※イメージです

写真提供：（公財）西宮市文化振興財団
©大西二士男

夏のひみつ基地　マイベストシート・コンサート
7/31㊏ ワークショップ 14：30～15：30　コンサート 16：15開演
［出　演］　田村緑（ピアニスト）
［会　場］　日立シビックセンター 音楽ホール
［対　象］　小学生以上と保護者
［料　金］ 一般 1,000円、中学生以下 500円（コンサートのみ参加 一律500円）
［申込み］ 予約受付中　電話 0294-24-7720

コンサートとワークショップが一体となった、親子で楽しめる音楽イベントです。
音楽ホールの中で聴き比べをして、自分だけの最高の「響き」を見つけてみよう！

7/5　カラフルつぶつぶ作り 7/12　紙コップ万華鏡
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8月の情報
夏のひみつ基地 親子で楽しむお天気教室
8/1㊐ 10：30～12：00
［講　師］　福嶋アダム

（NHK水戸放送局気象キャスター）
［会　場］　日立シビックセンター 

会議室702～704号
［参加料］　1,500円
［対　象］　小学3,4年生と保護者
［申込み］　6/29㊋ 10：00～

電話 0294-24-7731

テレビで活躍しているお天気キャスターと一緒に、実験や工作を行いながら親子で「天気」につい
て学びます。

夏のひみつ基地
バギーコンサート～歌とピアノ・ユーフォニアム
で奏でる音楽会～
8/27㊎ 11：00～11：30
［出　演］　湯本景子（ピアノ）、三村千花（ユーフォニアム）、

井出麻美（歌）、沖野陽子（歌）
［会　場］　日立シビックセンター 音楽ホール
［料　金］　無料
［対　象］　0歳以上
［申込み］　7/31㊏ 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。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。

シビックサロン
「アロマでゆったりリフレッシュヨガ」
8/28㊏、10/23㊏、12/11㊏
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］　4,500円（3回分）
［対　象］　高校生以上
［申込み］　7/11㊐ 10：00～8/13㊎ 18：00

電話 0294-24-7711
ホームページ P.2上部QRコードから　

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て
リフレッシュしましょう。ゆっくりと体を動かしながら、心と体のバランスを整えます。
※こちらのイベントは全3回行います。第1回は肩首背中、上半身まわり、第2回は股関節、下半身
まわり、第3回は全身を整えていきます。

夏のひみつ基地
写真撮影OK！天球劇場のひみつクエスト～UNIVIEW～
8/28㊏ 11：45～12：25
［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］　8/14㊏ 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
普段の上映では知ることができない天球劇場の
「ひみつ」をクイズを交えながら楽しく学ぼう!宇宙をシミュレーションするシステム「UNIVIEW（ユニ
ビュー）」について、より詳しくご紹介します。

茨城県立大洗高等学校マーチングバンド
「BLUE-HAWKS」サマーコンサート
8/28㊏
13：00開演、17：00開演
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］　全席指定 一般 1,000円、

高校生以下無料
［申込み］　6/26㊏ 9：00～

電話 0294-22-6481
※1回につき4枚まで

太平洋を表すスクールカラーの「青」と、鋭い動きをイメージした「鷹」から命名された
「BLUE-HAWKS」。年間100回前後の演奏活動を続け、洗練されたサウンドとシャープな動きは
多くのファンを魅了しています。昨年から続くコロナ禍で、演奏会が中止、延期になる中、日頃の練
習の成果を、93名の部員が精いっぱい披露いたします。

夏のひみつ基地 ストリートダンスワークショップ
8/4㊌ 
10：00～12：00（初心者向け）
14：00～16：00（経験者向け）
［講　師］　バファリン（ダンススクール講師）
［会　場］　多賀市民会館 ホール
［参加料］　1,500円
［対　象］　小学3年生～中学3年生
［申込み］　6/19㊏ 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 0294-24-7711

多賀市民会館ホールのステージ上で、照明を浴びながらダンス
の体験をしてみませんか？
講師は、国内外のダンス大会で多くの受賞歴をもち、EXILE
メンバーとも共演経験のある、茨城県を代表するダンサーです。

ひよこクラフト
「せっけん作り」
8/7㊏ 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
［対　象］　幼児（3歳以上推奨）と保護者
［申込み］　7/12㊊ 10：00～

電話0294-24-7731
粘土のような素材を使って、オリジナルのせっけんを作ります。（無色、無香料のせっけんです）

夏のひみつ基地
シビックサロン「お茶をたててみよう！」
8/8㊐㊗ 
10：00～10：25
10：30～10：55
11：00～11：25
［講　師］　日立茶道連盟 江戸千家 茅根宗靖社中
［会　場］　日立シビックセンター アトリウム
［参加料］　300円
［対　象］　小学生～中学生
［申込み］　7/4㊐ 10：00～7/25㊐ 18：00　電話 0294-24-7711

ホームページ P.2上部QRコードから

簡単な作法やたて方を教わって、茶道を体験してみよう！美味しい和菓子も用意してお待ちして
います！お茶会を体験できる「アトリウム茶会-夏」も同時開催します。

アジア文化講演会 
「新型コロナ時代のSDGsとアジア
     －カンボジア、ベトナム、ミャンマー等と日本」
8/1㊐ 13：30～15：00
［講　師］　野田真里（茨城大学人文社会科学部准教授）
［会　場］　日立シビックセンター 会議室502号
［参加料］　全席自由 無料
［申込み］　7/3㊏ 10：00～7/31㊏ 18：00

電話 0294-24-7711
FAX 0294-24-7970
メール salon@civic.jp

新型コロナ禍は、世界、アジアそして私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。
私たちが新型コロナ時代を生きていく、その羅針盤が、国連が提唱し、全世界が取り組むSDGs
（持続可能な開発目標）です。日本ともつながりの深い、カンボジア、ベトナム、ミャンマー等メコン
地域もみつつ、考えてみましょう。

夏のひみつ基地
シビックサロン
「アトリウム茶会－夏」
8/8㊐㊗ 10：00～13：00
［講　師］　日立茶道連盟 

江戸千家 茅根宗靖社中
［会　場］　日立シビックセンター アトリウム
［参加料］　300円
［定　員］　40人（当日受付・先着順）
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711

季節のお菓子と抹茶を一服いかがでしょうか。椅子に座って行う立礼式のお茶会ですので、子ども
から大人までどなたでもお楽しみいただけます。お茶をたてる体験ができる「お茶をたててみよ
う！」（小・中学生対象）も同時開催します。

夏のひみつ基地 
夏休み自由研究教室「ソーラーランタンを作ろう」
8/8㊐㊗ 14：00～15：30
［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］　2,500円
［対　象］　小学3～6年生
［申込み］　7/12㊊ 10：00～　

電話 0294-24-7731

牛乳パックを使ったソーラーランタン作りと、
太陽光発電について学びます。
※1,000ccの牛乳パック（切り開いていないもの）をご持参ください。
※この教室では工作にカッターを使用します。

ひたち納涼寄席
8/24㊋、8/25㊌
18：30開演
［出　演］　8/24㊋

林家たい平（真打）、
初音家左橋（真打）ほか
8/25㊌
林家正蔵（真打）、
林家あずみ（三味線漫談）
ほか

［料　金］　全席指定 1日券 3,000円、
2日通し券 5,500円

［会　場］　日立シビックセンター 音楽ホール
［申込み］　7/17㊏ 9：00～　電話 0294-24-7720

残暑を笑いで吹き飛ばす！日本が誇る伝統話芸の世界を大ホールでお楽しみください。

MYSTERY NIGHT TOUR 2021　
稲川淳二の怪談ナイト
8/9㊊㊡ 16：00開演
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］　全席指定 5,800円（当日 6,000円）
［申込み］　予約受付中　電話 0294-22-6481

連続29年公演の「稲川淳二の怪談ナイト」今年もあいつ
がやってくる…
心臓の弱い方、霊に憑りつかれ易い方はご注意ください…
※未就学児の入場はご遠慮ください。

夏のひみつ基地 
夏休み親子映画会withひたちシネマスペシャル
8/9㊊㊡ 17：00開演、8/29㊐ 14：00開演
［会　場］　多賀市民会館 ホール
［料　金］　無料
［申込み］　7/11㊐ 10：00～

電話 0294-34-1727
ホームページ
P.2上部QRコードから

親子で楽しめる映画の上映会です。
上映作品　8/9㊊㊡
　　　　　「風の谷のナウシカ」
　　　　　8/29㊐
　　　　　「千と千尋の神隠し」

参加チーム募集
～7/25㊐
［参加料］　300円/1人
［対　象］　茨城県内に活動拠点を置くダンスチーム（1チーム30人まで）
［申込み］　受付中　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 0294-24-7711

年齢、ダンスのジャンルは問いません。
日立シビックセンターホームページから募集要項の内容をご確認いただき、応募フォームより
お申込みください。

Civic Dance Fes.2021
8/22㊐ 第1部 10：00～11：45　第2部 14：00～15：45
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］　無料
［申込み］　7/31㊏ 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
0294-24-7711

茨城県内から公募により集まった様々なジャ
ンルのダンスチームが、日立市民会館ホール
に一堂に会して、ダンスを披露します。
※観覧を希望される場合、事前申込みが必要となります。

※イメージです※イメージです

林家たい平 林家正蔵

©1984 Studio Ghibli・H ©2001 Studio Ghibli・NDDTM

ワンコイン・コンサート 
「“オトナ”のサックスコンサート」
8/20㊎ 19：30開演
［出　演］　見田まどか（サックス）

竹林由美（ピアノ）
［会　場］　日立シビックセンター 多用途ホール
［料　金］　全席自由 500円
［対　象］　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）
［申込み］　7/17㊏ 11：00～

電話 0294-24-7755
ホームページ P.2上部QRコードから

仕事終わりの夏の夜に、生演奏はいかがでしょう。
どこか切ないサックスの音色に、心がきっと揺れるはず。
夜のシビックで、一緒に音楽、聴きませんか？

能楽体験ワークショップ
8/29 ㊐、9/5㊐ 14：00～15：30
［講　師］　8/29㊐ 鵜澤久（観世流能楽師）

9/5㊐ 後田洋子（観世流能楽師）
［会　場］　日立シビックセンター 第2音楽室
［参加料］　500円/日
［対　象］　小学生以上（能楽未経験者）
［申込み］　7/14㊌ 10:00～ 電話 0294-24-7755
能楽未経験者対象！演舞体験ができるワークショップです。老若男女を問わず
「和の伝統」に触れてみませんか？
※この催し物は宝くじの助成を受けて実施しています。

夏のひみつ基地 
夏休み自由研究教室「正立像望遠鏡について学ぼう」
8/8㊐㊗ 10：00～12：00
［講　師］　八重座明

（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］　2,500円
［対　象］　小学3～6年生
［申込み］　7/12㊊ 10：00～　

電話 0294-24-7731

15倍の正立像望遠鏡を組み立てて、その仕組みについて学びます。

夏のひみつ基地 夏休み楽器体験会
｢はじめてのヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ｣
8/21㊏ 時間はホームページをご確認ください。
［講　師］　ひたちジュニア弦楽合奏団弦楽器講師
［会　場］　日立シビックセンター 音楽室
［対　象］　小学生～中学生
［申込み］　7/15㊍ 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

ヴァイオリンとヴィオラ、チェロの体験会を開催します。ひたち
ジュニア弦楽合奏団で指導している先生が楽器の持ち方から
簡単な演奏の仕方まで教えてくれます。楽器を演奏するのは
はじめて、弦楽器って難しそうという方、ぜひ一度体験してみて
ください。
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8月の情報
夏のひみつ基地 親子で楽しむお天気教室
8/1㊐ 10：30～12：00
［講　師］　福嶋アダム

（NHK水戸放送局気象キャスター）
［会　場］　日立シビックセンター 

会議室702～704号
［参加料］　1,500円
［対　象］　小学3,4年生と保護者
［申込み］　6/29㊋ 10：00～

電話 0294-24-7731

テレビで活躍しているお天気キャスターと一緒に、実験や工作を行いながら親子で「天気」につい
て学びます。

夏のひみつ基地
バギーコンサート～歌とピアノ・ユーフォニアム
で奏でる音楽会～
8/27㊎ 11：00～11：30
［出　演］　湯本景子（ピアノ）、三村千花（ユーフォニアム）、

井出麻美（歌）、沖野陽子（歌）
［会　場］　日立シビックセンター 音楽ホール
［料　金］　無料
［対　象］　0歳以上
［申込み］　7/31㊏ 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。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。

シビックサロン
「アロマでゆったりリフレッシュヨガ」
8/28㊏、10/23㊏、12/11㊏
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］　4,500円（3回分）
［対　象］　高校生以上
［申込み］　7/11㊐ 10：00～8/13㊎ 18：00

電話 0294-24-7711
ホームページ P.2上部QRコードから　

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て
リフレッシュしましょう。ゆっくりと体を動かしながら、心と体のバランスを整えます。
※こちらのイベントは全3回行います。第1回は肩首背中、上半身まわり、第2回は股関節、下半身
まわり、第3回は全身を整えていきます。

夏のひみつ基地
写真撮影OK！天球劇場のひみつクエスト～UNIVIEW～
8/28㊏ 11：45～12：25
［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］　8/14㊏ 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
普段の上映では知ることができない天球劇場の
「ひみつ」をクイズを交えながら楽しく学ぼう!宇宙をシミュレーションするシステム「UNIVIEW（ユニ
ビュー）」について、より詳しくご紹介します。

茨城県立大洗高等学校マーチングバンド
「BLUE-HAWKS」サマーコンサート
8/28㊏
13：00開演、17：00開演
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］　全席指定 一般 1,000円、

高校生以下無料
［申込み］　6/26㊏ 9：00～

電話 0294-22-6481
※1回につき4枚まで

太平洋を表すスクールカラーの「青」と、鋭い動きをイメージした「鷹」から命名された
「BLUE-HAWKS」。年間100回前後の演奏活動を続け、洗練されたサウンドとシャープな動きは
多くのファンを魅了しています。昨年から続くコロナ禍で、演奏会が中止、延期になる中、日頃の練
習の成果を、93名の部員が精いっぱい披露いたします。

夏のひみつ基地 ストリートダンスワークショップ
8/4㊌ 
10：00～12：00（初心者向け）
14：00～16：00（経験者向け）
［講　師］　バファリン（ダンススクール講師）
［会　場］　多賀市民会館 ホール
［参加料］　1,500円
［対　象］　小学3年生～中学3年生
［申込み］　6/19㊏ 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 0294-24-7711

多賀市民会館ホールのステージ上で、照明を浴びながらダンス
の体験をしてみませんか？
講師は、国内外のダンス大会で多くの受賞歴をもち、EXILE
メンバーとも共演経験のある、茨城県を代表するダンサーです。

ひよこクラフト
「せっけん作り」
8/7㊏ 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
［対　象］　幼児（3歳以上推奨）と保護者
［申込み］　7/12㊊ 10：00～

電話0294-24-7731
粘土のような素材を使って、オリジナルのせっけんを作ります。（無色、無香料のせっけんです）

夏のひみつ基地
シビックサロン「お茶をたててみよう！」
8/8㊐㊗ 
10：00～10：25
10：30～10：55
11：00～11：25
［講　師］　日立茶道連盟 江戸千家 茅根宗靖社中
［会　場］　日立シビックセンター アトリウム
［参加料］　300円
［対　象］　小学生～中学生
［申込み］　7/4㊐ 10：00～7/25㊐ 18：00　電話 0294-24-7711

ホームページ P.2上部QRコードから

簡単な作法やたて方を教わって、茶道を体験してみよう！美味しい和菓子も用意してお待ちして
います！お茶会を体験できる「アトリウム茶会-夏」も同時開催します。

アジア文化講演会 
「新型コロナ時代のSDGsとアジア
     －カンボジア、ベトナム、ミャンマー等と日本」
8/1㊐ 13：30～15：00
［講　師］　野田真里（茨城大学人文社会科学部准教授）
［会　場］　日立シビックセンター 会議室502号
［参加料］　全席自由 無料
［申込み］　7/3㊏ 10：00～7/31㊏ 18：00

電話 0294-24-7711
FAX 0294-24-7970
メール salon@civic.jp

新型コロナ禍は、世界、アジアそして私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。
私たちが新型コロナ時代を生きていく、その羅針盤が、国連が提唱し、全世界が取り組むSDGs
（持続可能な開発目標）です。日本ともつながりの深い、カンボジア、ベトナム、ミャンマー等メコン
地域もみつつ、考えてみましょう。

夏のひみつ基地
シビックサロン
「アトリウム茶会－夏」
8/8㊐㊗ 10：00～13：00
［講　師］　日立茶道連盟 

江戸千家 茅根宗靖社中
［会　場］　日立シビックセンター アトリウム
［参加料］　300円
［定　員］　40人（当日受付・先着順）
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711

季節のお菓子と抹茶を一服いかがでしょうか。椅子に座って行う立礼式のお茶会ですので、子ども
から大人までどなたでもお楽しみいただけます。お茶をたてる体験ができる「お茶をたててみよ
う！」（小・中学生対象）も同時開催します。

夏のひみつ基地 
夏休み自由研究教室「ソーラーランタンを作ろう」
8/8㊐㊗ 14：00～15：30
［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］　2,500円
［対　象］　小学3～6年生
［申込み］　7/12㊊ 10：00～　

電話 0294-24-7731

牛乳パックを使ったソーラーランタン作りと、
太陽光発電について学びます。
※1,000ccの牛乳パック（切り開いていないもの）をご持参ください。
※この教室では工作にカッターを使用します。

ひたち納涼寄席
8/24㊋、8/25㊌
18：30開演
［出　演］　8/24㊋

林家たい平（真打）、
初音家左橋（真打）ほか
8/25㊌
林家正蔵（真打）、
林家あずみ（三味線漫談）
ほか

［料　金］　全席指定 1日券 3,000円、
2日通し券 5,500円

［会　場］　日立シビックセンター 音楽ホール
［申込み］　7/17㊏ 9：00～　電話 0294-24-7720

残暑を笑いで吹き飛ばす！日本が誇る伝統話芸の世界を大ホールでお楽しみください。

MYSTERY NIGHT TOUR 2021　
稲川淳二の怪談ナイト
8/9㊊㊡ 16：00開演
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］　全席指定 5,800円（当日 6,000円）
［申込み］　予約受付中　電話 0294-22-6481

連続29年公演の「稲川淳二の怪談ナイト」今年もあいつ
がやってくる…
心臓の弱い方、霊に憑りつかれ易い方はご注意ください…
※未就学児の入場はご遠慮ください。

夏のひみつ基地 
夏休み親子映画会withひたちシネマスペシャル
8/9㊊㊡ 17：00開演、8/29㊐ 14：00開演
［会　場］　多賀市民会館 ホール
［料　金］　無料
［申込み］　7/11㊐ 10：00～

電話 0294-34-1727
ホームページ
P.2上部QRコードから

親子で楽しめる映画の上映会です。
上映作品　8/9㊊㊡
　　　　　「風の谷のナウシカ」
　　　　　8/29㊐
　　　　　「千と千尋の神隠し」

参加チーム募集
～7/25㊐
［参加料］　300円/1人
［対　象］　茨城県内に活動拠点を置くダンスチーム（1チーム30人まで）
［申込み］　受付中　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 0294-24-7711

年齢、ダンスのジャンルは問いません。
日立シビックセンターホームページから募集要項の内容をご確認いただき、応募フォームより
お申込みください。

Civic Dance Fes.2021
8/22㊐ 第1部 10：00～11：45　第2部 14：00～15：45
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］　無料
［申込み］　7/31㊏ 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
0294-24-7711

茨城県内から公募により集まった様々なジャ
ンルのダンスチームが、日立市民会館ホール
に一堂に会して、ダンスを披露します。
※観覧を希望される場合、事前申込みが必要となります。

※イメージです※イメージです

林家たい平 林家正蔵

©1984 Studio Ghibli・H ©2001 Studio Ghibli・NDDTM

ワンコイン・コンサート 
「“オトナ”のサックスコンサート」
8/20㊎ 19：30開演
［出　演］　見田まどか（サックス）

竹林由美（ピアノ）
［会　場］　日立シビックセンター 多用途ホール
［料　金］　全席自由 500円
［対　象］　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）
［申込み］　7/17㊏ 11：00～

電話 0294-24-7755
ホームページ P.2上部QRコードから

仕事終わりの夏の夜に、生演奏はいかがでしょう。
どこか切ないサックスの音色に、心がきっと揺れるはず。
夜のシビックで、一緒に音楽、聴きませんか？

能楽体験ワークショップ
8/29 ㊐、9/5㊐ 14：00～15：30
［講　師］　8/29㊐ 鵜澤久（観世流能楽師）

9/5㊐ 後田洋子（観世流能楽師）
［会　場］　日立シビックセンター 第2音楽室
［参加料］　500円/日
［対　象］　小学生以上（能楽未経験者）
［申込み］　7/14㊌ 10:00～ 電話 0294-24-7755
能楽未経験者対象！演舞体験ができるワークショップです。老若男女を問わず
「和の伝統」に触れてみませんか？
※この催し物は宝くじの助成を受けて実施しています。

夏のひみつ基地 
夏休み自由研究教室「正立像望遠鏡について学ぼう」
8/8㊐㊗ 10：00～12：00
［講　師］　八重座明

（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］　2,500円
［対　象］　小学3～6年生
［申込み］　7/12㊊ 10：00～　

電話 0294-24-7731

15倍の正立像望遠鏡を組み立てて、その仕組みについて学びます。

夏のひみつ基地 夏休み楽器体験会
｢はじめてのヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ｣
8/21㊏ 時間はホームページをご確認ください。
［講　師］　ひたちジュニア弦楽合奏団弦楽器講師
［会　場］　日立シビックセンター 音楽室
［対　象］　小学生～中学生
［申込み］　7/15㊍ 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

ヴァイオリンとヴィオラ、チェロの体験会を開催します。ひたち
ジュニア弦楽合奏団で指導している先生が楽器の持ち方から
簡単な演奏の仕方まで教えてくれます。楽器を演奏するのは
はじめて、弦楽器って難しそうという方、ぜひ一度体験してみて
ください。
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9月の情報

ひよこプラネタリウム～夏のほしぞら～
9/6㊊ 10：00～10：30
［会　場］　日立シビックセンター 天球劇場
［料　金］　大人 500円、小人 200円、幼児無料
［申込み］　8/23㊊ 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歳から楽しめるプラネタリウム。普段とは違って泣いたり
しても大丈夫♪みんなで夏のほしぞらを見てみよう！

放課後かがくクラブ
9/6㊊、9/10㊎、9/24㊎
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。9月は、「紙飛行機を
作ろう」、「プログラミングロボで遊ぼう」を行います。

親子で楽しむ科学教室「草木染」
9/20㊊㊗ 
10：30～11：30、13：30～14：30
［会　場］　日立シビックセンター 料理室
［参加料］　800円
［対　象］　小学生と保護者
［申込み］　8/23㊊ 10：00～　

電話 0294-24-7731
紅茶と玉ねぎの皮を使って、親子で草木染の体験
を行います。

シビックサロン
「今も未来も自分らしく～元気に年齢を重ねていくための薬膳～」
9/11㊏ 10：00～12：00
［講　師］　西尾裕子（薬膳料理教室花 ZENmjuk/

薬膳フードデザイナー）
［会　場］　日立シビックセンター 料理室
［参加料］　2,500円
［申込み］　8/7㊏ 10：00～8/26㊍ 18：00

電話 0294-24-7711
ホームページ P.2上部QRコードから

健康で美しく歳を重ねたい。でもいつか誰もが迎える通り道
が更年期です。30代で症状が現れることもあり、カラダとココ
ロに様々に影響します。薬膳で考える臓器のアンチエイジングや整え方を学び、軽やかな更年期
を迎えましょう。若い時からの準備も大切。幅広い年代の方に知っていただきたいお話です。

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
秋にみられる星座や星と、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。

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㊐ 
10：00～12：00
［講　師］　坂元眞一(サイエンス・メディア・ラボ 

サイエンスコミュニケーター )
［会　場］　日立シビックセンター 

会議室101～102号
［参加料］　500円/日
［対　象］　高校生以上
［申込み］　9/17㊎ 10：00～　

電話 0294-24-7731
目に見えないほどに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。

NEW WIND THEATER～未来へつなぐコンサート～
9/11㊏、9/25㊏ 
11：00開演、13：30開演
［出　演］　明秀学園日立高等学校

吹奏楽部ほか
［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
日立市内の中高生による屋外吹奏楽コンサート
です。休日のひとときを楽しい音楽とともに過ごしてみませんか？

谷村新司コンサートツアー2020-2021 
「谷村文学選 ～グレイス～」
9/5㊐ 16：30開演
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席指定 8,800円（当日9,300円）
［申込み］ 予約受付中　電話 0294-22-6481
谷村新司の名曲の世界へ、皆様を誘います。どうぞ、「谷村文学」をお楽しみください。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

HIRAIDAI Concert Tour 2021-22
9/20 ㊊㊗ 17：00開演
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席指定 7,200円
［申込み］ 7/10㊏ 9：00～　電話 0294-22-6481 ※1回につき4枚まで
サーフミュージックをベースに、オーガニックなライフスタイルと、ウクレレ&アコースティック
ギターが奏でるサウンドで注目を集めるシンガーソングライター、平井 大による全国ツアー日
立公演。聴き手の人生に深く寄り添う楽曲たちをぜひご鑑賞ください。
※4歳以上はチケットが必要です。4歳未満は保護者1人につき1人入場可能です。（座席なし、
膝上鑑賞）

ひたち街角小劇場第52弾　
劇団コミューン公演「今は昔、栄養映画館」
9/25㊏ 18：00開演
9/26㊐ 10：00開演、14：00開演
［会　場］　多賀市民会館 ホール
［料　金］ 全席自由 一般 1,000円（当日 1,200円）、中学生以下 500円
［申込み］ 7/24㊏ 9：00～　電話 0294-34-1727
舞台は世界の片隅の、いつしか誰からも忘れ去られてしまった古い映画館。とある映画監督と自称
する男と助監督と自称する男が繰り広げる幻想的喜劇。ペーソスと不条理、そして謎めいた先に見据える希望の形を是非、劇場でお楽しみください。

参加者募集

ブイログ

天球劇場のVLOG～特別編！お月見ライブ配信～
9/21㊋ 19：30～20：00
［問合せ］ 日立シビックセンター 科学館 

0294-24-7731
9/21は、中秋の名月です。月の様子を見ながら、月に
ついてお話します。皆さんも一緒にお月見をしましょう！
※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23回初秋ひたち能と狂言
9/18㊏ 第1部 11：00開演　第2部 17：00開演
［出　演］　観世銕之丞、鵜澤久、野村万蔵ほか
［会　場］　日立シビックセンター 新都市広場、音楽ホール
［料　金］ ブロック指定 S席 5,000円、A席 3,000円、高校生以下 1,000円 ※第2部のみ有料
［申込み］ 7/14㊌ 10：00～　電話 0294-24-7720
かがり火を焚き幻想的な雰囲気の中、坂上田村麿を主人公にして、清水寺創建の縁起物語と田村
麿の武勇を描いた作品である能「田村」、中国の清涼山に架けられた石橋にまつわる物語で、親子
の連獅子による舞が見どころとなる能「石橋」と狂言「成上り」をお送りします。
第1部：能楽発表会（市内能楽関係者及び団体の発表）
第2部：能公演（能楽師による公演）
※この公演は宝くじの助成を受けて実施しています。

能楽文化サロン
9/12㊐ 14：00～16：00
［講　師］　鵜澤久（観世流シテ方能楽師）
［会　場］　日立シビックセンター 

会議室702～704号
［参加料］　100円
［対　象］　高校生以上
［申込み］　7/14㊌ 11：00～　

電話 0294-24-7755
9/18開催の「第23回初秋ひたち能と狂言」をもっと楽しむ
講座！本公演で扱う能「田村」「石橋」について解説します。
※この講座は宝くじの助成を受けて実施しています。

声優朗読劇 フォアレーゼン
   ～助川海防城哀歌～  山野辺義芸－我に敵意なし
9/19㊐ 15：00開演
［出　演］　山下誠一郎、鈴木崚汰、小林千晃ほか
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席指定 前売 4,500円（当日 5,000円）、高校生以下 2,000円
［申込み］ 7/17㊏ 9：00～　電話 0294-22-6481 ※1回につき4枚まで
人気声優が出演する、他では見られないオリジナル朗読劇！
声優の声とともに、音楽の生演奏で贈る日立オリジナルの物語！
日立公演では、３代目助川海防城城主で水戸藩家老だった山野辺義芸氏の半生を今話題の声優陣が演じます！
朗読劇の後には声優たちによるトークコーナーも！
※未就学児の入場はご遠慮ください。

小林千晃鈴木崚汰山下誠一郎

宇宙実験教室基礎コース
「アポロ群への大航海！天体衝突を回避せよ！」
9/5㊐ 14：00～17：00
［講　師］　川瀬源(コズミックカレッジ講師)
［会　場］　日立シビックセンター

会議室702～704号
［料　金］　500円
［対　象］　小学4～6年生
［申込み］　8/6㊎ 10:00～　電話 0294-24-7731
地球近傍小惑星群の一つアポロ群への長期航海の観測、
高速自転小惑星の探査、地球への天体衝突防止技術の研究などについて探ります。

※過去の様子※過去の様子※過去の様子

宇宙実験教室キッズコース
「めざせ、しょうわくせい！まもれ、ちきゅう」
9/5㊐ 10：00～12：00
［講　師］　川瀬源(コズミックカレッジ講師)
［会　場］　日立シビックセンター

会議室702～704号
［料　金］　1,000円
［対　象］　小学1～3年生と保護者
［申込み］　8/6㊎ 10：00～　電話 0294-24-7731
はやぶさ2の次のミッションから、小惑星の不思議や天体と
地球の衝突を防ぐ方法などについて探ります。 ※過去の様子※過去の様子※過去の様子

9/6  紙飛行機を作ろう 9/10,24 プログラミングロボで遊ぼう
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9月の情報

ひよこプラネタリウム～夏のほしぞら～
9/6㊊ 10：00～10：30
［会　場］　日立シビックセンター 天球劇場
［料　金］　大人 500円、小人 200円、幼児無料
［申込み］　8/23㊊ 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歳から楽しめるプラネタリウム。普段とは違って泣いたり
しても大丈夫♪みんなで夏のほしぞらを見てみよう！

放課後かがくクラブ
9/6㊊、9/10㊎、9/24㊎
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。9月は、「紙飛行機を
作ろう」、「プログラミングロボで遊ぼう」を行います。

親子で楽しむ科学教室「草木染」
9/20㊊㊗ 
10：30～11：30、13：30～14：30
［会　場］　日立シビックセンター 料理室
［参加料］　800円
［対　象］　小学生と保護者
［申込み］　8/23㊊ 10：00～　

電話 0294-24-7731
紅茶と玉ねぎの皮を使って、親子で草木染の体験
を行います。

シビックサロン
「今も未来も自分らしく～元気に年齢を重ねていくための薬膳～」
9/11㊏ 10：00～12：00
［講　師］　西尾裕子（薬膳料理教室花 ZENmjuk/

薬膳フードデザイナー）
［会　場］　日立シビックセンター 料理室
［参加料］　2,500円
［申込み］　8/7㊏ 10：00～8/26㊍ 18：00

電話 0294-24-7711
ホームページ P.2上部QRコードから

健康で美しく歳を重ねたい。でもいつか誰もが迎える通り道
が更年期です。30代で症状が現れることもあり、カラダとココ
ロに様々に影響します。薬膳で考える臓器のアンチエイジングや整え方を学び、軽やかな更年期
を迎えましょう。若い時からの準備も大切。幅広い年代の方に知っていただきたいお話です。

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
秋にみられる星座や星と、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。

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㊐ 
10：00～12：00
［講　師］　坂元眞一(サイエンス・メディア・ラボ 

サイエンスコミュニケーター )
［会　場］　日立シビックセンター 

会議室101～102号
［参加料］　500円/日
［対　象］　高校生以上
［申込み］　9/17㊎ 10：00～　

電話 0294-24-7731
目に見えないほどに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。

NEW WIND THEATER～未来へつなぐコンサート～
9/11㊏、9/25㊏ 
11：00開演、13：30開演
［出　演］　明秀学園日立高等学校

吹奏楽部ほか
［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
日立市内の中高生による屋外吹奏楽コンサート
です。休日のひとときを楽しい音楽とともに過ごしてみませんか？

谷村新司コンサートツアー2020-2021 
「谷村文学選 ～グレイス～」
9/5㊐ 16：30開演
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席指定 8,800円（当日9,300円）
［申込み］ 予約受付中　電話 0294-22-6481
谷村新司の名曲の世界へ、皆様を誘います。どうぞ、「谷村文学」をお楽しみください。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

HIRAIDAI Concert Tour 2021-22
9/20 ㊊㊗ 17：00開演
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席指定 7,200円
［申込み］ 7/10㊏ 9：00～　電話 0294-22-6481 ※1回につき4枚まで
サーフミュージックをベースに、オーガニックなライフスタイルと、ウクレレ&アコースティック
ギターが奏でるサウンドで注目を集めるシンガーソングライター、平井 大による全国ツアー日
立公演。聴き手の人生に深く寄り添う楽曲たちをぜひご鑑賞ください。
※4歳以上はチケットが必要です。4歳未満は保護者1人につき1人入場可能です。（座席なし、
膝上鑑賞）

ひたち街角小劇場第52弾　
劇団コミューン公演「今は昔、栄養映画館」
9/25㊏ 18：00開演
9/26㊐ 10：00開演、14：00開演
［会　場］　多賀市民会館 ホール
［料　金］ 全席自由 一般 1,000円（当日 1,200円）、中学生以下 500円
［申込み］ 7/24㊏ 9：00～　電話 0294-34-1727
舞台は世界の片隅の、いつしか誰からも忘れ去られてしまった古い映画館。とある映画監督と自称
する男と助監督と自称する男が繰り広げる幻想的喜劇。ペーソスと不条理、そして謎めいた先に見据える希望の形を是非、劇場でお楽しみください。

参加者募集

ブイログ

天球劇場のVLOG～特別編！お月見ライブ配信～
9/21㊋ 19：30～20：00
［問合せ］ 日立シビックセンター 科学館 

0294-24-7731
9/21は、中秋の名月です。月の様子を見ながら、月に
ついてお話します。皆さんも一緒にお月見をしましょう！
※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23回初秋ひたち能と狂言
9/18㊏ 第1部 11：00開演　第2部 17：00開演
［出　演］　観世銕之丞、鵜澤久、野村万蔵ほか
［会　場］　日立シビックセンター 新都市広場、音楽ホール
［料　金］ ブロック指定 S席 5,000円、A席 3,000円、高校生以下 1,000円 ※第2部のみ有料
［申込み］ 7/14㊌ 10：00～　電話 0294-24-7720
かがり火を焚き幻想的な雰囲気の中、坂上田村麿を主人公にして、清水寺創建の縁起物語と田村
麿の武勇を描いた作品である能「田村」、中国の清涼山に架けられた石橋にまつわる物語で、親子
の連獅子による舞が見どころとなる能「石橋」と狂言「成上り」をお送りします。
第1部：能楽発表会（市内能楽関係者及び団体の発表）
第2部：能公演（能楽師による公演）
※この公演は宝くじの助成を受けて実施しています。

能楽文化サロン
9/12㊐ 14：00～16：00
［講　師］　鵜澤久（観世流シテ方能楽師）
［会　場］　日立シビックセンター 

会議室702～704号
［参加料］　100円
［対　象］　高校生以上
［申込み］　7/14㊌ 11：00～　

電話 0294-24-7755
9/18開催の「第23回初秋ひたち能と狂言」をもっと楽しむ
講座！本公演で扱う能「田村」「石橋」について解説します。
※この講座は宝くじの助成を受けて実施しています。

声優朗読劇 フォアレーゼン
   ～助川海防城哀歌～  山野辺義芸－我に敵意なし
9/19㊐ 15：00開演
［出　演］　山下誠一郎、鈴木崚汰、小林千晃ほか
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席指定 前売 4,500円（当日 5,000円）、高校生以下 2,000円
［申込み］ 7/17㊏ 9：00～　電話 0294-22-6481 ※1回につき4枚まで
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小林千晃鈴木崚汰山下誠一郎
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9/6  紙飛行機を作ろう 9/10,24 プログラミングロボで遊ぼう
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夏のイベント
「謎解きはサクリエの中で」

夏休みスタンプラリー

HAYABUSA2  ～REBORN 帰還バージョン
～7/18㊐

7/21㊌～8/31㊋
サイエンスショー

7/21㊌～8/31㊋

7/21㊌～8/31㊋

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

星めぐり☆プラネタリウム
7/22㊍㊗～

ポラリス2 ‒ルシアと流れ星の秘密‒
9/4㊏～

©HAYABUSA2～REBORN 製作委員会 ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

天球劇場
プラネタリウム科学館

※（　　）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）

入館料

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、
7/21㊌～8/31㊋

開館
時間

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。

科学館の土日祝日及び夏休みの入場事前予約制について

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、科学館及び天球劇場については、土日祝日及び夏休み期間中
（7/21㊌～8/31㊋）の入場は事前予約制となります。午前、午後各3時間の入替制（最大250人）となります。

小惑星リュウグウのカケラを持ち帰
るため、再び広大な宇宙空間へ飛び
立ったはやぶさ2。
２年半、32億キロの距離を進み続け
た孤独な旅路の末、待ち構えていたの
は、想定外のリュウグウの姿だった。
はやぶさ2はどのように困難を乗り
越え、数々のミッションを成功させて
いったのか。
そして彼がリュウグウで見つけたも
のとは…

工作コーナー
月替わりで作って楽しい科学工作が体験できます。　
定員：各回8人

開催時間： 10：00、10：30、11：00、11：30、
 14：00、14：30、15：00、15：30

開催時間： ①10：00、11：00、14：00、15：00
 ②10：30、11：30、14：30、15：30

「ビー玉万華鏡」 500円

「おえかきロケット」 300円

①「アニマルマグネット」 200円
②「ペーパーウォッチ」 400円

①「マシュマロねんど」 200円 ②「手作り顕微鏡」 200円

7/21㊌～8/10㊋ 8/11㊌～8/31㊋

～7/18㊐の土日

9/4㊏～9/26㊐の土日祝日

日立シビックセンター科学館と原子力科
学館、東海原子力館別館でスタンプラリ
ーを開催します。３館すべてに来館した
方には記念品をお渡しします。
ぜひご参加ください！

子どもから大人まで、楽しく科学を学べる
科学実験ショーです。
所要時間：約15分
メニュー：科学マジック、大気圧の実験など

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！

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。

全 全編生解説プラネタリウム

生「今夜の星空」についての生解説＋ドーム映像番組 

季「季節の星空紹介」＋ドーム映像番組

～7/18㊐

10：30～

11：45～生

14：00～生

15：15～生

生

15：15～生

14：00～生
平日

土日

7/21㊌～8/31㊋
10：30～

11：45～

14：00～

15：15～

生

10：35～

11：45～

14：00～

15：10～

16：20～

季

季

季

9：25～季

季

季

季

季季

季

季

季

季

下記を
除く平日

土日祝日・
8/7㊏～
8/15㊐

9/4㊏～9/30㊍
14：00～

15：15～

10：30～

11：45～

14：00～

15：15～

星めぐり☆プラネタリウム

ポラリス2‒ルシアと流れ星の秘密‒

はなかっぱ　花さけ！パッカ～ん 宇宙旅行

ポラリス2‒ルシアと流れ星の秘密‒

星めぐり☆プラネタリウム

ポラリス2‒ルシアと流れ星の秘密‒

平日

土日祝日

予約サイトはこちら

科学館の展示物を使った謎解

きイベントを開催！

指示に従って展

示物を巡り、謎

の答えを見つけ

出そう！

？！

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！

問合せ
0294－24－7731
（9：00～17：00）

休館日
毎月最終月曜日、年末年始
※臨時休館　7/19㊊、7/20㊋、
　　　　　　9/1㊌～9/3㊎

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。

ⓒ2010 あきやまただし／
はなかっぱプロジェクト

ⓒSaint-Etienne Planetarium
Production

9/4㊏～

プラネタリウム
はなかっぱ　花さけ！パッカ～ん 宇宙旅行

有効期限：2021/9/30㊍
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※7/4㊐は特別上映のためスケジュールが変更となります。（P.3参照） ※9/18㊏の10：30～、11：45～はイベントのため上映休止となります。

※7/31㊏、8/28㊏の11：45～は特別上映のため内容が変更となります。
　（P.3、P.5参照）
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全
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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

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。

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。

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

T o p i c s 日立シビックセンター内の施設

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（祝日除く）は19：00まで）
問合せ 0294-24-7714

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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）
　・7/24㊏　　※夏休みおはなし会として実施
　・8/ 7㊏　　※日立市平和展に併せて実施
　・9/18㊏
　各日14:00～14:30　　当日先着12人
(2)らっこのおへや（0歳から）
　・7/21㊌　　・7/28㊌　　・8/18㊌
　・8/25㊌　　・9/15㊌　　・9/22㊌
　各日11：00～11：30　　先着8組
　応募　7月開催分　7/1㊍9:30～
　　　　8月開催分　8/1㊐9:30～
　　　　9月開催分　9/1㊌9:30～
　　　　電話または直接記念図書館へ

（1） 一般書展示
　・郷土を知ろう！親子で挑戦しよう！ 6/26㊏～7/29㊍
　・図書館で楽しもう！！オリンピック・パラリンピック 7/  1㊍～7/29㊍
　・戦争と平和を考える子どもの本展 8/  1㊐～8/15㊐
　・映像化された作品 8/18㊌～9/26㊐
　　※一般向け展示
（2） こどもとしょしつ展示
　・作家「かこ　さとし」 6/26㊏～7/30㊎
　・おばけ・妖怪 　　　  〃　　　　　
　・過去課題図書・感想文の書き方 6/26㊏～8/29㊐
　・スポーツ・オリンピック 6/26㊏～9/  5㊐
　　※状況により変更あり　　　　　
　・作家「五味　太郎」 8/  1㊐～8/29㊐
　・野菜だいすき！ 8/  1㊐～9/  5㊐
　・作家「石津　ちひろ」 9/  1㊌～9/29㊌
　・おじいさん・おばあさん 9/  7㊋～9/29㊌
　・集まれ！のりものの本 　　　  〃　　　　　

 

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
 7/10㊏ こころの日 日本精神科看護協会茨城県支部

新都市広場／マーブルホール
9/4㊏～9/12㊐  第57回日立市美術展覧会 日立市／日立市文化協会
9/15㊌～9/23㊍  県北合同美術展覧会 県北地区高等学校合同美術展事務局

音楽ホール
 7/4㊐ フルート・アンサンブル・コンサート 羽賀紀子フルート教室
 8/9㊊ Voisines Trio concert vol.1 山崎響子、永田絵里子、木下通子
 8/10㊋ 高校生JAM天国 日立ヤングリーダーズクラブ
 8/15㊐ 東學先生追悼演奏会 東學先生追悼演奏会実行委員会
 9/29㊌ 明秀学園日立高等学校吹奏楽部オータムコンサート2021
   明秀学園日立高等学校吹奏楽部

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

 7/4㊐ 日立市芸術祭　洋舞踊フェスティバル4 日立市／日立市文化協会
 7/8㊍ BS 新日本のうた 日立市／NHK水戸放送局
 7/11㊐ 40周年＋one記念発表会 レイコバレエスクール
 7/18㊐ 高嶋ちさ子　～ゆかいな音楽会～　日立公演 桐生音楽文化協会
 7/24㊏ するき朋子バレエスクール第9回発表会 するき朋子バレエスクール
 7/29㊍ 危険物保安講習会 日立市消防予防課
 7/31㊏ 茨城県立日立第一高等学校附属中学校学校説明会
   茨城県立日立第一高等学校附属中学校
 9/6㊊ 明秀学園日立高等学校創立95周年記念式典 明秀学園日立高等学校

多賀市民会館/ホール
 7/22㊍ リトルキッズ☆ハッピーコンサート2021 わたなべピアノ・リトミック教室
 7/24㊏ 第四回常陸多賀かどや寄席 常陸多賀　かどや寄席実行委員会
 8/21㊏～8/22㊐ 茨城県高等学校演劇祭県北地区大会 茨城県高等学校文化連盟演劇部会
 9/19㊐ 第19回プチコンサート エトワールバレエスタジオ

 6/29㊋～7/4㊐ 写真散歩の会写真展 写真散歩の会
 7/9㊎～7/11㊐ みんなの花展 小原流日立支部
 8/3㊋～8/15㊐ 第35回日立市平和展 日立市文化・国際課
9/4㊏～9/12㊐  第57回日立市美術展覧会 日立市／日立市文化協会

ギャラリー

 期間：10/3㊐～11/28㊐

読売日本交響楽団演奏会
15：00開演10/3㊐ 

市民音楽企画記念コンサート
14：00開演10/31㊐

シビック音楽祭を開催します！
　日本を代表するオーケストラやブラスバンド、市民の皆様にご協力いただく参加型のコンサートなど
を多数開催し、音楽が持つ魅力を発信していきます。多くの皆さまのご来場をお待ちしております。
　以下、音楽祭の一部をご紹介します。

日立シビックセンター
開館30周年記念

14：00開演11/28㊐ 
侍BRASS  日立公演

©読売日本交響楽団 侍BRASS

吉野直子ハープ・リサイタル

14：00開演11/7㊐ 
三井住友海上文化財団  ときめくひととき  第868回

※出演者やチケット発売日・料金は、裏表紙「チケット予約情報」をご覧ください。

この冊子を発行の度ご自宅へ郵送いたします。（送料無料）

Eメールでもお申込みいただけます。civic@civic.jp宛、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。
※今号がご自宅に届いている方も、次号以降継続して受取を
ご希望される場合、お申込みが必要です。
※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。

イベントインフォメーションの
定期郵送を希望します。

イベントインフォメーションの
定期郵送を希望します。



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

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。

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。

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

T o p i c s 日立シビックセンター内の施設

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（祝日除く）は19：00まで）
問合せ 0294-24-7714

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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）
　・7/24㊏　　※夏休みおはなし会として実施
　・8/ 7㊏　　※日立市平和展に併せて実施
　・9/18㊏
　各日14:00～14:30　　当日先着12人
(2)らっこのおへや（0歳から）
　・7/21㊌　　・7/28㊌　　・8/18㊌
　・8/25㊌　　・9/15㊌　　・9/22㊌
　各日11：00～11：30　　先着8組
　応募　7月開催分　7/1㊍9:30～
　　　　8月開催分　8/1㊐9:30～
　　　　9月開催分　9/1㊌9:30～
　　　　電話または直接記念図書館へ

（1） 一般書展示
　・郷土を知ろう！親子で挑戦しよう！ 6/26㊏～7/29㊍
　・図書館で楽しもう！！オリンピック・パラリンピック 7/  1㊍～7/29㊍
　・戦争と平和を考える子どもの本展 8/  1㊐～8/15㊐
　・映像化された作品 8/18㊌～9/26㊐
　　※一般向け展示
（2） こどもとしょしつ展示
　・作家「かこ　さとし」 6/26㊏～7/30㊎
　・おばけ・妖怪 　　　  〃　　　　　
　・過去課題図書・感想文の書き方 6/26㊏～8/29㊐
　・スポーツ・オリンピック 6/26㊏～9/  5㊐
　　※状況により変更あり　　　　　
　・作家「五味　太郎」 8/  1㊐～8/29㊐
　・野菜だいすき！ 8/  1㊐～9/  5㊐
　・作家「石津　ちひろ」 9/  1㊌～9/29㊌
　・おじいさん・おばあさん 9/  7㊋～9/29㊌
　・集まれ！のりものの本 　　　  〃　　　　　

 

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
 7/10㊏ こころの日 日本精神科看護協会茨城県支部

新都市広場／マーブルホール
9/4㊏～9/12㊐  第57回日立市美術展覧会 日立市／日立市文化協会
9/15㊌～9/23㊍  県北合同美術展覧会 県北地区高等学校合同美術展事務局

音楽ホール
 7/4㊐ フルート・アンサンブル・コンサート 羽賀紀子フルート教室
 8/9㊊ Voisines Trio concert vol.1 山崎響子、永田絵里子、木下通子
 8/10㊋ 高校生JAM天国 日立ヤングリーダーズクラブ
 8/15㊐ 東學先生追悼演奏会 東學先生追悼演奏会実行委員会
 9/29㊌ 明秀学園日立高等学校吹奏楽部オータムコンサート2021
   明秀学園日立高等学校吹奏楽部

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

 7/4㊐ 日立市芸術祭　洋舞踊フェスティバル4 日立市／日立市文化協会
 7/8㊍ BS 新日本のうた 日立市／NHK水戸放送局
 7/11㊐ 40周年＋one記念発表会 レイコバレエスクール
 7/18㊐ 高嶋ちさ子　～ゆかいな音楽会～　日立公演 桐生音楽文化協会
 7/24㊏ するき朋子バレエスクール第9回発表会 するき朋子バレエスクール
 7/29㊍ 危険物保安講習会 日立市消防予防課
 7/31㊏ 茨城県立日立第一高等学校附属中学校学校説明会
   茨城県立日立第一高等学校附属中学校
 9/6㊊ 明秀学園日立高等学校創立95周年記念式典 明秀学園日立高等学校

多賀市民会館/ホール
 7/22㊍ リトルキッズ☆ハッピーコンサート2021 わたなべピアノ・リトミック教室
 7/24㊏ 第四回常陸多賀かどや寄席 常陸多賀　かどや寄席実行委員会
 8/21㊏～8/22㊐ 茨城県高等学校演劇祭県北地区大会 茨城県高等学校文化連盟演劇部会
 9/19㊐ 第19回プチコンサート エトワールバレエスタジオ

 6/29㊋～7/4㊐ 写真散歩の会写真展 写真散歩の会
 7/9㊎～7/11㊐ みんなの花展 小原流日立支部
 8/3㊋～8/15㊐ 第35回日立市平和展 日立市文化・国際課
9/4㊏～9/12㊐  第57回日立市美術展覧会 日立市／日立市文化協会

ギャラリー

 期間：10/3㊐～11/28㊐

読売日本交響楽団演奏会
15：00開演10/3㊐ 

市民音楽企画記念コンサート
14：00開演10/31㊐

シビック音楽祭を開催します！
　日本を代表するオーケストラやブラスバンド、市民の皆様にご協力いただく参加型のコンサートなど
を多数開催し、音楽が持つ魅力を発信していきます。多くの皆さまのご来場をお待ちしております。
　以下、音楽祭の一部をご紹介します。

日立シビックセンター
開館30周年記念

14：00開演11/28㊐ 
侍BRASS  日立公演

©読売日本交響楽団 侍BRASS

吉野直子ハープ・リサイタル

14：00開演11/7㊐ 
三井住友海上文化財団  ときめくひととき  第868回

※出演者やチケット発売日・料金は、裏表紙「チケット予約情報」をご覧ください。

この冊子を発行の度ご自宅へ郵送いたします。（送料無料）

Eメールでもお申込みいただけます。civic@civic.jp宛、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。
※今号がご自宅に届いている方も、次号以降継続して受取を
ご希望される場合、お申込みが必要です。
※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。

イベントインフォメーションの
定期郵送を希望します。

イベントインフォメーションの
定期郵送を希望します。



小林千晃鈴木崚汰山下誠一郎

SUN SKY HITACHITAGASUN SKY HITACHITAGA
※イメージです©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

茨城県立大洗高等学校「BLUE‒HAWKS」サマーコンサート茨城県立大洗高等学校「BLUE‒HAWKS」サマーコンサート

声優朗読劇フォアレーゼン
～助川海防城哀歌～

山野辺義芸―我に敵意なし

MYSTERY NIGHT TOUR 2021
稲川淳二の怪談ナイト
MYSTERY NIGHT TOUR 2021
稲川淳二の怪談ナイト

EVENT INFORMATION 掲載の各イベントについて

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6月18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6月16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。

218

差出有効期間
令和４年３月
31日まで

※この演奏会は競輪の補助を受けて
　開催します。

10/3㊐
15：00開演 読売日本交響楽団演奏会

10/23㊏
11：45開演

字幕付きプラネタリウム
～秋の星空～

10/15㊎

10/16㊏
19：00開演

17：30開演

［料　金］ 全席自由
 工作＋プラネタリウム（定員20人） 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］ 9/17㊎ 10：00予約開始
［問合せ］ 日立シビックセンター科学館 0294-24-7731

［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］ 9/11㊏ 10：00予約開始
［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
～秋の香り～

チケット予約情報
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［チケット］ 8/21㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

［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）
［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

10/31㊐
14：00開演

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［チケット］ 8/28㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720市民音楽企画記念コンサート

［出　演］ 迫昭嘉（指揮）、渡辺美穂（ヴァイオリン・コンミス）、
 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
［料　金］ 全席指定
 一般 3,000円、高校生以下 1,000円

11/7㊐
14：00開演 吉野直子

ハープ・リサイタル

三井住友海上文化財団  ときめくひととき  第868回 ［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［チケット］ 9/4㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

［料　金］ 全席指定
 一般 1,000円、高校生以下 500円

11/28㊐
14：00開演 侍BRASS　日立公演

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［チケット］ 9/11㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

［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）ほか
［料　金］ 全席指定
 一般 3,000円、高校生以下 1,000円

日立シビックセンター
TEL 0294-24-7711 〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1
●JR常磐線「日立駅」中央口から
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
TEL 0294-22-6481 〒317-0063 茨城県日立市若葉町1-5-8
●JR常磐線「日立駅」中央口から
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
TEL 0294-34-1727 〒316-0013 茨城県日立市千石町2-4-20
●JR常磐線「常陸多賀駅」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）

天球劇場ドーム映像番組
「名探偵コナン　灼熱の銀河鉄道」
天球劇場ドーム映像番組
「名探偵コナン　灼熱の銀河鉄道」

しゃくねつしゃくねつ ギャラクシーレイルロードギャラクシーレイルロード

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、各ホールの集客率、

各施設の定員数を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6月16日現在の情報です。

日立シビックセンター 日立市民会館 多賀市民会館

2021
7・8・9

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～

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※本コンサートは（公財）三井住友海上文化財団の助成により特別料金に設定しています。


