
小林千晃鈴木崚汰山下誠一郎

ⓒ2017 NHK ENTERPRISES

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2022年3月1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2月25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。

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・市等のガイドライン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2月25日現在の情報です。

EVENT INFORMATION 掲載の各イベントについて

曽根麻矢子 華麗なるチェンバロの世界～名曲の花束
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

7/3㊐
15：00開演

ブラス エクシード トウキョウ
「GAME MUSIC on BRASS」日立公演

チケット前売・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］ 4/28㊍ 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 4,000円
 高校生以下 1,500円

10/30㊐
14：00開演

MYSTERY NIGHT TOUR 2022
稲川淳二の怪談ナイト ～稲川怪談 30年連続公演～

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 6/4㊏ 9：00予約開始
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

［料　金］ 全席指定
 一般 5,800円
 当日 6,000円

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。

©Yuji Hori

吹奏楽における日本のゲーム音楽シーンのパイオニア的存在であるブラス エクシード トウキョウ
が日立シビックセンターに登場！吹奏楽の音色が奏でる名曲の数々が、あなたを夢と冒険の世界
へと誘います！
※未就学児の入場はご遠慮ください。

9/19㊊㊗
14：00開演

ひたち市民オペラ25周年記念公演
歌劇トゥーランドットハイライト＆オペラガラコンサート

［会　場］ 日立市民会館 ホール      
［チケット］ 6/1㊌ 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
 S席 5,000円
 A席 4,000円
 A席高校生以下 2,000円
ひたち市民オペラの活動25周年を記念して、これまで開催してきた公演の中から、《カルメン》、《マクベ
ス》、《アイーダ》の３演目をガラコンサートで、2001年に開催した野外オペラ初回の《トゥーランドット》を
ハイライトでお送りします。 
※未就学児の入場はご遠慮ください。

今年もあいつがやってくる…。30年連続公演の2022年“怪談師”稲川淳二がお送りする
「本当にあった怖い話」の数々。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

春 の イ ベ ン ト

ディノニクス トリケラトプス 恐竜の卵の化石

春のイベント　恐竜・化石コーナー、天球劇場ドーム映像番組「新・恐竜大進撃」

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～



春の子ども打楽器体験
4/23㊏ ①10：00～12：00、②14：00～16：00
［講　師］ 日立交響楽団 打楽器パート団員
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［参加料］ 1,000円
［対　象］ 小学生
［申込み］ 3/12㊏ 10:00～　

ホームページ P.3下部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7755

様々な打楽器に触れることができるワークショップ
です。楽器初心者でも楽しめるよう、日立で活躍する
演奏家が優しく丁寧に教えてくれます。 体験の最後
には参加者全員による合奏体験もできます。

4・5月の情報

【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】 最新の募集状況はホームページからご確認ください。

県・市等のガイドライン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。

©新津保 建秀©Yuji Hori

曽根麻矢子　華麗なるチェンバロの世界～名曲の花束
5/29㊐ 14：00開演
［出　演］　曽根麻矢子（チェンバロ＆トーク）
　　　　 浦久俊彦（案内役）
［会　場］　日立シビックセンター 音楽ホール
［料　金］ 一般 2,000円、高校生以下 1,000円
［申込み］ 3/26㊏ 10：00～　
　　　　 電話 0294-24-7720
日本を代表するチェンバロ奏者・曽根麻矢子による、
チェンバロの魅力あふれる珠玉のコンサートがついに実現！
チェンバロとヨーロッパ宮廷芸術の歴史をひもとく魅惑の
旅にみなさまを誘います。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

ひたちジュニア弦楽合奏団　スプリングコンサート2022
4/17㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［料　金］ 無料
［申込み］ 3/16㊌ 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

子どもたちが選んだディズニー曲やクラシック曲など
様々な曲を演奏します。
団員の元気あふれる演奏をぜひお聴きください。

曽根麻矢子 浦久俊彦

アロマで愉しむプラネタリウム～春の香り～
4/15㊎ 19：00～19：50
4/16㊏ 17：30～18：20
［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］ 3/18㊎ 10：00～ ホームページ P.3下部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。春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。

放課後かがくクラブ
5/16㊊ 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。
5月は、「音の実験」を行います。

レッツ・ブラスinパティオ2022
5/4㊌㊗ 14：00～14：30
［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

レッツ・ブラスは一般の皆さんで創る吹奏楽コンサートです。
新都市広場に響き渡る大迫力の演奏をお楽しみください。

演奏参加者募集
［参加料］ 一般 500円、高校生以下 300円
［対　象］ 吹奏楽愛好家
［申込み］ 2/26㊏ 10：00～4/16㊏ 17：00 ホームページ P.3下部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター　電話 0294-24-7755

当日限りの大編成バンドで演奏してみませんか？ 初心者の方からベテランの方まで楽しく演奏
しましょう！

ホームページ申込みのイベントはこちらから

サクリエ☆スクール「プログラミング教室」
①5/21㊏ 10：00～12：00、5/28㊏ 10：00～12：00
②5/21㊏ 13：30～15：30、5/28㊏ 13：30～15：30
［講　師］ 梅津信行（茨城大学准教授）
［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（2回分）
［対　象］ 小学3～6年生
［申込み］ 4/16㊏ 10：00～ 

ホームページ P.3下部
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

「スクラッチ」を使った初心者向けの
プログラミング教室です。
キャラクターの動かし方や音の出し方
などを、かんたんなゲームを作りながら学びます。
※こちらのイベントは全2回行います。

シビックサロン 「親子で楽しむ初めてのヨガ」
5/28㊏、6/25㊏ 10：00～11：15
［講　師］ 沼　昌恵（ヨガインストラクター）
［会　場］ 日立シビックセンター トレーニングルーム
［参加料］ 3,000円（2回分）
［対　象］ 幼児（4歳）～小学2年生とその保護者
［申込み］ 4/16㊏ 10：00～5/7㊏ 18：00 ホームページ P.3下部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター 

0294-24-7711

お子さんと一緒にヨガにトライしましょう！
親子で一緒に体を動かしながら、ココロと
カラダのコミュニケーションを楽しんだ
り、心の絆を深めましょう。一人でできな
いポーズも二人の力を合わせると楽しく
できます！
※こちらのイベントは全2回行います。

アジア文化講演会
5/21㊏ 14：00～15：30
［講　師］ 白澤敏行(JICA海外協力隊員、

ベトナム村落開発普及員)

［会　場］ 日立シビックセンター 
会議室 502号

［参加料］ 無料
［申込み］ 4/23㊏ 10:00～　

電話 0294-24-7711 ホームページ P.3下部QRコードから

現地での活動内容、開発途上国での生活や文化、人々の様子などお話しいただきます。
外国への興味、異文化理解を深めましょう。

ひたち市民会館友の会　特別落語会
5/22㊐ 14：00開演
［出　演］ 林家正蔵

入船亭扇遊 ほか
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［料　金］ 全席指定 

一般 2,000円
［申込み］ 4/2㊏ 13：30～　

電話 0294-22-6481

ひたち市民会館友の会では、林家正
蔵、入船亭扇遊、江戸家小猫をお招き
し、「特別落語会」を開催いたします！
「笑う門には福来る！！」コロナ禍の中、
ほんのひととき、笑って過ごしましょう。
どうぞお楽しみに！！ 他に出演は、林家まめ平（二ツ目）、入船亭扇ぱい（前座）。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

林家正蔵 入船亭扇遊

やま の べ よし つね

鈴木崚汰 小林千晃山下誠一郎

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
5/1㊐ 15：00開演
［出　演］　山下誠一郎、鈴木崚汰、小林千晃
　　　　 森めぐみ（ピアノ）、佐々木晴志郎（サックス）
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席指定 前売 4,500円
　　　　 高校生以下 2,000円（当日500円増）
［申込み］ 受付中　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。
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春の子ども打楽器体験
4/23㊏ ①10：00～12：00、②14：00～16：00
［講　師］ 日立交響楽団 打楽器パート団員
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［参加料］ 1,000円
［対　象］ 小学生
［申込み］ 3/12㊏ 10:00～　

ホームページ P.3下部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7755

様々な打楽器に触れることができるワークショップ
です。楽器初心者でも楽しめるよう、日立で活躍する
演奏家が優しく丁寧に教えてくれます。 体験の最後
には参加者全員による合奏体験もできます。

4・5月の情報

【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】 最新の募集状況はホームページからご確認ください。

県・市等のガイドライン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。

©新津保 建秀©Yuji Hori

曽根麻矢子　華麗なるチェンバロの世界～名曲の花束
5/29㊐ 14：00開演
［出　演］　曽根麻矢子（チェンバロ＆トーク）
　　　　 浦久俊彦（案内役）
［会　場］　日立シビックセンター 音楽ホール
［料　金］ 一般 2,000円、高校生以下 1,000円
［申込み］ 3/26㊏ 10：00～　
　　　　 電話 0294-24-7720
日本を代表するチェンバロ奏者・曽根麻矢子による、
チェンバロの魅力あふれる珠玉のコンサートがついに実現！
チェンバロとヨーロッパ宮廷芸術の歴史をひもとく魅惑の
旅にみなさまを誘います。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

ひたちジュニア弦楽合奏団　スプリングコンサート2022
4/17㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［料　金］ 無料
［申込み］ 3/16㊌ 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

子どもたちが選んだディズニー曲やクラシック曲など
様々な曲を演奏します。
団員の元気あふれる演奏をぜひお聴きください。

曽根麻矢子 浦久俊彦

アロマで愉しむプラネタリウム～春の香り～
4/15㊎ 19：00～19：50
4/16㊏ 17：30～18：20
［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］ 3/18㊎ 10：00～ ホームページ P.3下部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。春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。

放課後かがくクラブ
5/16㊊ 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。
5月は、「音の実験」を行います。

レッツ・ブラスinパティオ2022
5/4㊌㊗ 14：00～14：30
［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

レッツ・ブラスは一般の皆さんで創る吹奏楽コンサートです。
新都市広場に響き渡る大迫力の演奏をお楽しみください。

演奏参加者募集
［参加料］ 一般 500円、高校生以下 300円
［対　象］ 吹奏楽愛好家
［申込み］ 2/26㊏ 10：00～4/16㊏ 17：00 ホームページ P.3下部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター　電話 0294-24-7755

当日限りの大編成バンドで演奏してみませんか？ 初心者の方からベテランの方まで楽しく演奏
しましょう！

ホームページ申込みのイベントはこちらから

サクリエ☆スクール「プログラミング教室」
①5/21㊏ 10：00～12：00、5/28㊏ 10：00～12：00
②5/21㊏ 13：30～15：30、5/28㊏ 13：30～15：30
［講　師］ 梅津信行（茨城大学准教授）
［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（2回分）
［対　象］ 小学3～6年生
［申込み］ 4/16㊏ 10：00～ 

ホームページ P.3下部
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

「スクラッチ」を使った初心者向けの
プログラミング教室です。
キャラクターの動かし方や音の出し方
などを、かんたんなゲームを作りながら学びます。
※こちらのイベントは全2回行います。

シビックサロン 「親子で楽しむ初めてのヨガ」
5/28㊏、6/25㊏ 10：00～11：15
［講　師］ 沼　昌恵（ヨガインストラクター）
［会　場］ 日立シビックセンター トレーニングルーム
［参加料］ 3,000円（2回分）
［対　象］ 幼児（4歳）～小学2年生とその保護者
［申込み］ 4/16㊏ 10：00～5/7㊏ 18：00 ホームページ P.3下部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター 

0294-24-7711

お子さんと一緒にヨガにトライしましょう！
親子で一緒に体を動かしながら、ココロと
カラダのコミュニケーションを楽しんだ
り、心の絆を深めましょう。一人でできな
いポーズも二人の力を合わせると楽しく
できます！
※こちらのイベントは全2回行います。

アジア文化講演会
5/21㊏ 14：00～15：30
［講　師］ 白澤敏行(JICA海外協力隊員、

ベトナム村落開発普及員)

［会　場］ 日立シビックセンター 
会議室 502号

［参加料］ 無料
［申込み］ 4/23㊏ 10:00～　

電話 0294-24-7711 ホームページ P.3下部QRコードから

現地での活動内容、開発途上国での生活や文化、人々の様子などお話しいただきます。
外国への興味、異文化理解を深めましょう。

ひたち市民会館友の会　特別落語会
5/22㊐ 14：00開演
［出　演］ 林家正蔵

入船亭扇遊 ほか
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［料　金］ 全席指定 

一般 2,000円
［申込み］ 4/2㊏ 13：30～　

電話 0294-22-6481

ひたち市民会館友の会では、林家正
蔵、入船亭扇遊、江戸家小猫をお招き
し、「特別落語会」を開催いたします！
「笑う門には福来る！！」コロナ禍の中、
ほんのひととき、笑って過ごしましょう。
どうぞお楽しみに！！ 他に出演は、林家まめ平（二ツ目）、入船亭扇ぱい（前座）。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

林家正蔵 入船亭扇遊

やま の べ よし つね

鈴木崚汰 小林千晃山下誠一郎

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
5/1㊐ 15：00開演
［出　演］　山下誠一郎、鈴木崚汰、小林千晃
　　　　 森めぐみ（ピアノ）、佐々木晴志郎（サックス）
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席指定 前売 4,500円
　　　　 高校生以下 2,000円（当日500円増）
［申込み］ 受付中　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。
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サクリエ☆チャレンジ 「ひよこクラフト」
6/6㊊ 9：45～10：15
［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］ 300円
［対　象］ 幼児と保護者
［申込み］ 5/14㊏ 10：00～ 

ホームページ P.5下部
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

光るお星さまのステッキを作ります。
ひよこプラネタリウム～春のほしぞら
～と合わせてご参加ください。

映画「老後の資金がありません！」上映会
6/12㊐ 10：00開演、14：00開演
［出　演］ 天海祐希、松重豊、新川優愛、

瀬戸利樹　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］ 4/9㊏ 9：00～ 
［問合せ］ 日立市民会館 
　　　　 0294-22-6481

普通の主婦が老後を豊かに過ごそうと思って
いた矢先に、オレオレ詐欺、住宅ローン、息子の
結婚、夫のリストラ、それに姑との同居など
様々な金難に襲われながらも懸命に奮闘する
姿を描く。

バギーコンサート
～叩いて回ってぐるぐるパーカッション～
6/22㊌ 11：30開演
［出　演］ カラフルサイン
　　　　 大江雅子、岩崎りえ、
　　　　 長尾知子、大熊理津子
［会　場］ 日立シビックセンター 

オリエンテーションルーム
［料　金］ 無料
［対　象］ 0歳以上
［申込み］ 5/21㊏ 10：00～ ホームページ 

P.5下部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。
※座席はこちらで指定させていただきます。

ひよこプラネタリウム～春のほしぞら～
6/6㊊ 11：00～11：30
［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］ 5/23㊊ 10：00～ 

ホームページ P.5下部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♪
みんなで春のほしぞらを見てみよう！

シビックサロン 「親子で体験！ 練り切り和菓子作り」
7/30㊏ ①10：00～11：30、②13：00～14：30
［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］ 1,500円（2個作製）

簡単！楽しい！美味しい！親子で楽しく練り切り和菓子作りが楽しめます。
自然と笑顔になる和菓子作り体験してみませんか。

サクリエ☆カレッジ 
「大人のための天文教室～星空宇宙入門編～」
6/11㊏ 10：00～11：30、7/9㊏ 10：00～11：30
10/1㊏ 18：30～20：00
［講　師］ 増子光昭（星空案内人、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（各回）
［対　象］ 18歳以上
［申込み］ 4/16㊏ 10：00～ ホームページ P.5下部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

星空初心者の方を対象に、最初の２回
では宇宙の成り立ちから、季節の星や星
にまつわる神話に触れ、最後には観察の
ポイントを押さえて、実際の夜空で星座
を楽しむことを目指します。
6/11㊏：宇宙編～宇宙の成り立ち～
7/9㊏：星空編～七夕物語～
10/1㊏：実践編～星座を探そう～
※こちらのイベントは全３回行います。

第172回文化サロン 
「漆の木とともに生きる」
6/11㊏ 13：30～15：00
［講　師］ 本間健司（漆芸家）
［会　場］ 日立市民会館 111号室
［参加料］ 無料
［申込み］ 4/23㊏ 9：30～ 

ホームページ P.5下部
QRコードから

［問合せ］ 日立市民会館 
0294-22-6481

国際漆展・石川2020にて大賞を受賞された
漆芸家を講師にお招きします。
漆の木々が過ごしてきた時間と情景を講師の
作品から感じ、木々を命ある形にしてきた講師
の思いや漆の魅力に触れましょう。

シビックサロン 
「自分色で輝くカラーコーディネート講座」
6/4㊏、7/2㊏ 10：00～12：00
［講　師］ 曽根ひろみ（パーソナルカラリスト/

顔タイプアドバイザー）
［会　場］ 日立シビックセンター 

会議室501号
［参加料］ 3,000円（2回分）
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 4/30㊏ 10：00～

5/20㊎ 18：00 
ホームページ P.5下部
QRコードから

［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711

自分に似合う色（パーソナルカラー）の選び方を知り、自分を素敵にコーディネートしよう！
6/4㊏：自分に似合う色を見つける方法
7/2㊏：自分らしく輝く色の選び方を知り、いろいろなシチュエーションで活用しよう
※こちらのイベントは全2回行います。

シビックサロン 
「イタリアの食とワインのペアリングを愉しむ
～簡単な家庭料理とスパークリングワイン～」
7/9㊏ 18：00～20：30
［講　師］ 菊池太奥

（アンティカ オステリア アウン オーナーソムリエ）
［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［参加料］ 3,000円
［対　象］ 20歳以上
［申込み］ 6/11㊏ 10：00～6/24㊎ 18：00 

ホームページ P.5下部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター 

0294-24-7711

家庭でも手軽にできる本場のイタリア家庭料理と、
豊富なバリエーションがあるイタリア産スパークリングワインとのペアリングを愉しむ会です。
現地での料理とワインの合わせ方などのお話を交えながら、気軽に参加していただける講座です。

ストリートダンスワークショップ
7/16㊏ 10：00～12：00、14：00～16：00
［講　師］ バファリン(日立市内ダンススクール講師)
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［参加料］ 1,500円
［対　象］ 小～中学生
［申込み］ 5/28㊏ 10：00～ 

ホームページP.5下部
QRコードから

［問合せ］ 日立シビックセンター 
0294-24-7711

ダンス初心者の方向けのワークショッ
プです。
ステージで照明を浴びながら、ダンス
を踊る楽しさを体感してみませんか？

©2021映画『老後の資金がありません！』製作委員会©2021映画『老後の資金がありません！』製作委員会

放課後かがくクラブ
6/6㊊、6/20㊊ 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。
6月は、「紙コップ万華鏡工作」を行います。

ホームページ申込みのイベントはこちらから

「ひたちジュニア弦楽合奏団」 団員募集
［活動日］ 毎週土曜日 14：00～17：00
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽室
［団　費］ 5,000円/月
［対　象］ 小学2年生～高校3年生の弦楽器を習っている人、

部活動などで取り組んでいる人
［申込み］ 受付中　電話 0294-24-7755

「ひたちジュニア弦楽合奏団」
は、音楽を愛する方々の思いと
願いを込めて、平成4年8月に
誕生しました。現在、小学生から
高校生までの団員が、毎週土曜
日の定期練習や合宿練習、演奏
会などをとおして学校や学年を
こえた多くの仲間と交流し、
活動しています。
合奏するのは初めてという方で
も大丈夫です。ぜひ一緒に演奏
しましょう！楽器の貸し出し制度
もあります。

「はじめてみよう弦楽器～ヴァイオリン・チェロ～」 
参加者募集
5/7㊏～2023/3/25㊏ 13：00～14：00
［活動日］ 月3回土曜日に活動
［講　師］ ひたちジュニア弦楽合奏団講師
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽室
［参加料］ ヴァイオリン 3,000円/月、チェロ 5,000円/月
［対　象］ 小学1年生～高校2年生
［申込み］ 3/15㊋～4/17㊐　電話 0294-24-7755
［説明会］ 5/7㊏ 13：00～14：00

初心者大歓迎！楽器を習って
みたい方、日立シビックセン
ターで弦楽器をはじめてみま
せんか。楽器を習うのは初め
てでも、楽器を持っていなくて
も、楽譜が読めなくても大丈
夫です。先生方が基礎から教
えてくれます。楽器も貸し出し
ます。経験者の方は「ひたち
ジュニア弦楽合奏団」の団員
を通年募集しています。詳細
は上の記事をご覧ください。

「シビック・サイエンス・スタッフ」 募集
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館ほか
［対　象］ 18歳以上（高校生不可）
［申込み］ 受付中　電話 0294-24-7731

日立シビックセンター科学館 サクリエでは、新し
いボランティアスタッフを募集しています。展示案
内や天文活動の補助、鉄道模型の実演等、様々な
活動があり、各自の希望に合わせて活動できます。
専門知識がなくても大丈夫ですので、興味のある
方はぜひお問合せください。
〈登録者待遇〉
ボランティア保険加入、交通費支給、科学館・天球劇場入館無料 ほか

令和５年カレンダー 「ふるさと日立」 写真募集
［申込み］ 4/1㊎ 9：00～8/31㊌ 17：30
　　　　 ホームページ P.2上部QRコードから

令和５年のカレンダー「ふるさと日立」に掲載する写真
を募集します。
令和5年４月以降に撮影した日立の四季を感じられる
写真をお寄せください。
選考により掲載作品を決定します。
詳しくは、財団ホームページをご覧ください。

「ひたちとアジアの文化交流をすすめる会」 会員募集
［活動日］ 毎月第3金曜日 ※月により変更の場合あり
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室ほか
［会　費］ 無料 ※催しにより参加料がかかる場合あり
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 受付中　

ホームページ P.5下部
QRコードから

［問合せ］ 日立シビックセンター　
電話 0294-24-7711

アジアを中心とした国の人々との文化交流
を図ることを目的に活動しています。
定例会のほか、アジア文化講演会、アジアの
料理サロンや文化サロン、 研修会など各種イベントも楽しめます。 外国の文化が好きな方、
国際交流に興味がある方、ぜひ一緒に活動してみませんか。

［対　象］ 小学生とその保護者
［申込み］ 6/25㊏ 10：00～7/10㊐ 18：00 

ホームページ P.5下部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711
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サクリエ☆チャレンジ 「ひよこクラフト」
6/6㊊ 9：45～10：15
［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］ 300円
［対　象］ 幼児と保護者
［申込み］ 5/14㊏ 10：00～ 

ホームページ P.5下部
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

光るお星さまのステッキを作ります。
ひよこプラネタリウム～春のほしぞら
～と合わせてご参加ください。

映画「老後の資金がありません！」上映会
6/12㊐ 10：00開演、14：00開演
［出　演］ 天海祐希、松重豊、新川優愛、

瀬戸利樹　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］ 4/9㊏ 9：00～ 
［問合せ］ 日立市民会館 
　　　　 0294-22-6481

普通の主婦が老後を豊かに過ごそうと思って
いた矢先に、オレオレ詐欺、住宅ローン、息子の
結婚、夫のリストラ、それに姑との同居など
様々な金難に襲われながらも懸命に奮闘する
姿を描く。

バギーコンサート
～叩いて回ってぐるぐるパーカッション～
6/22㊌ 11：30開演
［出　演］ カラフルサイン
　　　　 大江雅子、岩崎りえ、
　　　　 長尾知子、大熊理津子
［会　場］ 日立シビックセンター 

オリエンテーションルーム
［料　金］ 無料
［対　象］ 0歳以上
［申込み］ 5/21㊏ 10：00～ ホームページ 

P.5下部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。
※座席はこちらで指定させていただきます。

ひよこプラネタリウム～春のほしぞら～
6/6㊊ 11：00～11：30
［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］ 5/23㊊ 10：00～ 

ホームページ P.5下部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♪
みんなで春のほしぞらを見てみよう！

シビックサロン 「親子で体験！ 練り切り和菓子作り」
7/30㊏ ①10：00～11：30、②13：00～14：30
［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］ 1,500円（2個作製）

簡単！楽しい！美味しい！親子で楽しく練り切り和菓子作りが楽しめます。
自然と笑顔になる和菓子作り体験してみませんか。

サクリエ☆カレッジ 
「大人のための天文教室～星空宇宙入門編～」
6/11㊏ 10：00～11：30、7/9㊏ 10：00～11：30
10/1㊏ 18：30～20：00
［講　師］ 増子光昭（星空案内人、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（各回）
［対　象］ 18歳以上
［申込み］ 4/16㊏ 10：00～ ホームページ P.5下部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

星空初心者の方を対象に、最初の２回
では宇宙の成り立ちから、季節の星や星
にまつわる神話に触れ、最後には観察の
ポイントを押さえて、実際の夜空で星座
を楽しむことを目指します。
6/11㊏：宇宙編～宇宙の成り立ち～
7/9㊏：星空編～七夕物語～
10/1㊏：実践編～星座を探そう～
※こちらのイベントは全３回行います。

第172回文化サロン 
「漆の木とともに生きる」
6/11㊏ 13：30～15：00
［講　師］ 本間健司（漆芸家）
［会　場］ 日立市民会館 111号室
［参加料］ 無料
［申込み］ 4/23㊏ 9：30～ 

ホームページ P.5下部
QRコードから

［問合せ］ 日立市民会館 
0294-22-6481

国際漆展・石川2020にて大賞を受賞された
漆芸家を講師にお招きします。
漆の木々が過ごしてきた時間と情景を講師の
作品から感じ、木々を命ある形にしてきた講師
の思いや漆の魅力に触れましょう。

シビックサロン 
「自分色で輝くカラーコーディネート講座」
6/4㊏、7/2㊏ 10：00～12：00
［講　師］ 曽根ひろみ（パーソナルカラリスト/

顔タイプアドバイザー）
［会　場］ 日立シビックセンター 

会議室501号
［参加料］ 3,000円（2回分）
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 4/30㊏ 10：00～

5/20㊎ 18：00 
ホームページ P.5下部
QRコードから

［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711

自分に似合う色（パーソナルカラー）の選び方を知り、自分を素敵にコーディネートしよう！
6/4㊏：自分に似合う色を見つける方法
7/2㊏：自分らしく輝く色の選び方を知り、いろいろなシチュエーションで活用しよう
※こちらのイベントは全2回行います。

シビックサロン 
「イタリアの食とワインのペアリングを愉しむ
～簡単な家庭料理とスパークリングワイン～」
7/9㊏ 18：00～20：30
［講　師］ 菊池太奥

（アンティカ オステリア アウン オーナーソムリエ）
［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［参加料］ 3,000円
［対　象］ 20歳以上
［申込み］ 6/11㊏ 10：00～6/24㊎ 18：00 

ホームページ P.5下部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター 

0294-24-7711

家庭でも手軽にできる本場のイタリア家庭料理と、
豊富なバリエーションがあるイタリア産スパークリングワインとのペアリングを愉しむ会です。
現地での料理とワインの合わせ方などのお話を交えながら、気軽に参加していただける講座です。

ストリートダンスワークショップ
7/16㊏ 10：00～12：00、14：00～16：00
［講　師］ バファリン(日立市内ダンススクール講師)
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［参加料］ 1,500円
［対　象］ 小～中学生
［申込み］ 5/28㊏ 10：00～ 

ホームページP.5下部
QRコードから

［問合せ］ 日立シビックセンター 
0294-24-7711

ダンス初心者の方向けのワークショッ
プです。
ステージで照明を浴びながら、ダンス
を踊る楽しさを体感してみませんか？

©2021映画『老後の資金がありません！』製作委員会©2021映画『老後の資金がありません！』製作委員会

放課後かがくクラブ
6/6㊊、6/20㊊ 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。
6月は、「紙コップ万華鏡工作」を行います。

ホームページ申込みのイベントはこちらから

「ひたちジュニア弦楽合奏団」 団員募集
［活動日］ 毎週土曜日 14：00～17：00
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽室
［団　費］ 5,000円/月
［対　象］ 小学2年生～高校3年生の弦楽器を習っている人、

部活動などで取り組んでいる人
［申込み］ 受付中　電話 0294-24-7755

「ひたちジュニア弦楽合奏団」
は、音楽を愛する方々の思いと
願いを込めて、平成4年8月に
誕生しました。現在、小学生から
高校生までの団員が、毎週土曜
日の定期練習や合宿練習、演奏
会などをとおして学校や学年を
こえた多くの仲間と交流し、
活動しています。
合奏するのは初めてという方で
も大丈夫です。ぜひ一緒に演奏
しましょう！楽器の貸し出し制度
もあります。

「はじめてみよう弦楽器～ヴァイオリン・チェロ～」 
参加者募集
5/7㊏～2023/3/25㊏ 13：00～14：00
［活動日］ 月3回土曜日に活動
［講　師］ ひたちジュニア弦楽合奏団講師
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽室
［参加料］ ヴァイオリン 3,000円/月、チェロ 5,000円/月
［対　象］ 小学1年生～高校2年生
［申込み］ 3/15㊋～4/17㊐　電話 0294-24-7755
［説明会］ 5/7㊏ 13：00～14：00

初心者大歓迎！楽器を習って
みたい方、日立シビックセン
ターで弦楽器をはじめてみま
せんか。楽器を習うのは初め
てでも、楽器を持っていなくて
も、楽譜が読めなくても大丈
夫です。先生方が基礎から教
えてくれます。楽器も貸し出し
ます。経験者の方は「ひたち
ジュニア弦楽合奏団」の団員
を通年募集しています。詳細
は上の記事をご覧ください。

「シビック・サイエンス・スタッフ」 募集
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館ほか
［対　象］ 18歳以上（高校生不可）
［申込み］ 受付中　電話 0294-24-7731

日立シビックセンター科学館 サクリエでは、新し
いボランティアスタッフを募集しています。展示案
内や天文活動の補助、鉄道模型の実演等、様々な
活動があり、各自の希望に合わせて活動できます。
専門知識がなくても大丈夫ですので、興味のある
方はぜひお問合せください。
〈登録者待遇〉
ボランティア保険加入、交通費支給、科学館・天球劇場入館無料 ほか

令和５年カレンダー 「ふるさと日立」 写真募集
［申込み］ 4/1㊎ 9：00～8/31㊌ 17：30
　　　　 ホームページ P.2上部QRコードから

令和５年のカレンダー「ふるさと日立」に掲載する写真
を募集します。
令和5年４月以降に撮影した日立の四季を感じられる
写真をお寄せください。
選考により掲載作品を決定します。
詳しくは、財団ホームページをご覧ください。

「ひたちとアジアの文化交流をすすめる会」 会員募集
［活動日］ 毎月第3金曜日 ※月により変更の場合あり
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室ほか
［会　費］ 無料 ※催しにより参加料がかかる場合あり
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 受付中　

ホームページ P.5下部
QRコードから

［問合せ］ 日立シビックセンター　
電話 0294-24-7711

アジアを中心とした国の人々との文化交流
を図ることを目的に活動しています。
定例会のほか、アジア文化講演会、アジアの
料理サロンや文化サロン、 研修会など各種イベントも楽しめます。 外国の文化が好きな方、
国際交流に興味がある方、ぜひ一緒に活動してみませんか。

［対　象］ 小学生とその保護者
［申込み］ 6/25㊏ 10：00～7/10㊐ 18：00 

ホームページ P.5下部QRコードから
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711
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タッチ・ザ・スター
5/9㊊～7/18㊊㊗

ゆったりシエスタ★プラネタリウム
平日上映

※科学館、天球劇場の通常の入館料が必要です。

［会　場］日立シビックセンター  オリエンテーションルーム

新・恐竜大進撃
4/1㊎～7/18㊊㊗

New!!

スタンプカード

4/1㊎～2023/3/31㊎の平日限定
※繁忙期を除く

「STAR★MILEAGE」実施中!
START!!

はてなコンテナ

デジタルプラネット

天球劇場
プラネタリウム

実寸大の恐竜フィギュアや、触れる化石などが大集合!
見て、触って、恐竜の世界を楽しもう!

3/19㊏～5/8㊐ 9：00～17：00春 の イ ベ ン ト

ディノニクス トリケラトプス 恐竜の卵の化石

見
つ
け
た
化
石
は

１
つ
も
ら
え
る
よ！

有効期限：2022/6/30㊍

プラネタリウムをたっぷり楽しみたい方にお届け
するプログラム。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、ライブ解説ならではの内容です。

平日、天球劇場に来館してスタンプを1つゲット！
３つスタンプを集めて招待券と交換しよう！
詳細はホームページをご確認ください。

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。

リアル発掘体験！
「化石を探そう！」

ひらめき工作
■有料工作

作って楽しい科学工作が体験できます。　［会場］サイエンススクエア

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

～5/8㊐

化石レプリカ　200円

5/14㊏～7/18㊊㊗の土日祝日

開始時間　①10:00、11:00、14:00、15:00
①UVビーズストラップ　200円

開始時間　②10:30、11:30、14:30、15:30
②UVレジン　300円

サイエンスショー
子どもも大人も楽しめるサイエンスショー（科学実験ショー）を
毎日開催！ 
［時間］10：00、11：15、14：30、15：45

ミニ実験ワゴン「はてなコンテナ」で
は、定期的に入れ替わる、楽しい実
験が体験できます。科学館に遊びに
来たことがある方も、前とは違う実験が楽しめるかも？

天球劇場の入口にある「デジタルプラ
ネット」では、気象衛星「ひまわり8号」
から送られてきた、最近の雨雲の様子
を観察することができます。

毎日開催

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 　全編ライブ解説プラネタリウム（40～45分）
ヒ 　ヒーリング音楽と字幕による星空解説（約40分）
音 　星や宇宙の音楽とプラネタリウム（約40分）

　季節の星空解説+プラネタリウム番組（40～45分）季

①4/1㊎～5/8㊐
平日

水／金

水／金

火／木月

10：30

13：00

14：15

15：30

開始時間

土日祝日

9：30

10：30

11：45

13：45

14：45

16：00

上映内容

たいようくん

はなかっぱ

新・恐竜大進撃

こぐま座のティオ

新・恐竜大進撃

星めぐり☆プラネタリウム

季

季

季

キ

キ

上映内容 開始時間

キ たいようくん

はなかっぱ

新・恐竜大進撃

団体専用

はなかっぱ

新・恐竜大進撃

季

季

季

季

はなかっぱ

新・恐竜大進撃

季

季

※6/6㊊の10：30の回は休止し、11：00から「ひよこプラネタリウム」を上映します。（詳細はP.4参照） 
※6/13㊊～6/17㊎は機器メンテナンスのため臨時休館となります。   
※6/20㊊の10：30の回は休止となります。   

恐竜たちのサバイバルバトルが、超高精細で制作された
CGでよみがえります！！
私たちが住むこの日本にも
恐竜たちの王国がありまし
た。日本の恐竜史上最大
級の丹波竜。丹波竜はの
んびり動かない超スローラ
イフを送っていたことが判
明しました。弱肉強食の恐
竜世界で、どうやってス
ローライフを実現させたの
でしょうか？
恐竜の誕生から繁栄、絶滅
まで、子どもたちに楽しく、
わかりやすく紹介する番組
です！ ⓒ2017 NHK ENTERPRISES

展
示
物
紹
介

1

2

3

4

②5/9㊊～7/18㊊㊗
平日

火／木月

10：30

13：00

14：15

15：30

開始時間

上映内容

キ たいようくん 団体専用

新・恐竜大進撃

タッチ・ザ・スター

季

季

新・恐竜大進撃

タッチ・ザ・スター

季

季

はなかっぱ

タッチ・ザ・スター

季

季

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

土日祝日

9：30

10：30

11：45

13：45

14：45

16：00

上映内容

たいようくん 

はなかっぱ 

新・恐竜大進撃 

こぐま座のティオ 

タッチ・ザ・スター

星めぐり☆プラネタリウム

季

季

季

キ

キ

開始時間

1

2

3

4

5

6

キ 　小さなお子様向けプラネタリウム番組（25～30分）

©AfterglowStudio,Inc

ⓒ2010 あきやまただし／はなかっぱプロジェクト

癒しをテーマにした音楽と星空をゆったり　
楽しむプログラムです。お疲れのあなたに　
おススメです。
月・火・木：ヒーリング音楽と字幕による　　
　　　　　　星空解説
水・金：星や宇宙に関連した音楽と
　　　　プラネタリウム

4/1㊎～7/18㊊㊗

プラネタリウム  はなかっぱ
花さけ！パッカ～ん 宇宙旅行

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。

9：00～17：00（最終入館16：30）開館時間

問合せ 0294-24-7731（9：00～17：00）

休館日 毎月最終月曜日、年末年始

春のイベント期間中の土日祝日と3/25㊎～4/5㊋
9：00～12：00、13：30～15：30
［参加料］300円

サイエンスショー「風の科学」

4/1㊎～7/18㊊㊗ 4/1㊎～7/18㊊㊗

たいようくんと
おつきちゃん

こぐま座のティオ
星空だいぼうけん

スタ ー 　 　 　 　マ イ レ ー ジ

星めぐり☆プラネタリウム
土日祝日上映

シエスタ★プラネタリウムヒ

シエスタ★プラネタリウムヒ シエスタ★プラネタリウムヒ

シエスタ★プラネタリウムヒ シエスタ★プラネタリウム音

シエスタ★プラネタリウム音

全

全
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タッチ・ザ・スター
5/9㊊～7/18㊊㊗

ゆったりシエスタ★プラネタリウム
平日上映

※科学館、天球劇場の通常の入館料が必要です。

［会　場］日立シビックセンター  オリエンテーションルーム

新・恐竜大進撃
4/1㊎～7/18㊊㊗

New!!

スタンプカード
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※繁忙期を除く
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START!!
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3/19㊏～5/8㊐ 9：00～17：00春 の イ ベ ン ト

ディノニクス トリケラトプス 恐竜の卵の化石

見
つ
け
た
化
石
は

１
つ
も
ら
え
る
よ！

有効期限：2022/6/30㊍

プラネタリウムをたっぷり楽しみたい方にお届け
するプログラム。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、ライブ解説ならではの内容です。

平日、天球劇場に来館してスタンプを1つゲット！
３つスタンプを集めて招待券と交換しよう！
詳細はホームページをご確認ください。

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。

リアル発掘体験！
「化石を探そう！」

ひらめき工作
■有料工作

作って楽しい科学工作が体験できます。　［会場］サイエンススクエア

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

～5/8㊐

化石レプリカ　200円

5/14㊏～7/18㊊㊗の土日祝日

開始時間　①10:00、11:00、14:00、15:00
①UVビーズストラップ　200円

開始時間　②10:30、11:30、14:30、15:30
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来たことがある方も、前とは違う実験が楽しめるかも？

天球劇場の入口にある「デジタルプラ
ネット」では、気象衛星「ひまわり8号」
から送られてきた、最近の雨雲の様子
を観察することができます。

毎日開催

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 　全編ライブ解説プラネタリウム（40～45分）
ヒ 　ヒーリング音楽と字幕による星空解説（約40分）
音 　星や宇宙の音楽とプラネタリウム（約40分）

　季節の星空解説+プラネタリウム番組（40～45分）季

①4/1㊎～5/8㊐
平日

水／金

水／金

火／木月

10：30

13：00

14：15

15：30

開始時間

土日祝日

9：30

10：30

11：45

13：45

14：45

16：00

上映内容

たいようくん

はなかっぱ

新・恐竜大進撃

こぐま座のティオ

新・恐竜大進撃

星めぐり☆プラネタリウム

季

季

季

キ

キ

上映内容 開始時間
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季

季
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季

季

※6/6㊊の10：30の回は休止し、11：00から「ひよこプラネタリウム」を上映します。（詳細はP.4参照） 
※6/13㊊～6/17㊎は機器メンテナンスのため臨時休館となります。   
※6/20㊊の10：30の回は休止となります。   

恐竜たちのサバイバルバトルが、超高精細で制作された
CGでよみがえります！！
私たちが住むこの日本にも
恐竜たちの王国がありまし
た。日本の恐竜史上最大
級の丹波竜。丹波竜はの
んびり動かない超スローラ
イフを送っていたことが判
明しました。弱肉強食の恐
竜世界で、どうやってス
ローライフを実現させたの
でしょうか？
恐竜の誕生から繁栄、絶滅
まで、子どもたちに楽しく、
わかりやすく紹介する番組
です！ ⓒ2017 NHK ENTERPRISES

展
示
物
紹
介

1

2

3

4
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3

4

1

2

3
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5

6
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タッチ・ザ・スター

星めぐり☆プラネタリウム

季

季

季
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開始時間

1

2

3

4

5

6

キ 　小さなお子様向けプラネタリウム番組（25～30分）

©AfterglowStudio,Inc

ⓒ2010 あきやまただし／はなかっぱプロジェクト

癒しをテーマにした音楽と星空をゆったり　
楽しむプログラムです。お疲れのあなたに　
おススメです。
月・火・木：ヒーリング音楽と字幕による　　
　　　　　　星空解説
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プラネタリウム  はなかっぱ
花さけ！パッカ～ん 宇宙旅行

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。
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障がい者・
幼児入 館 料
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カウンターで
チケットをお
買い求めくだ
さい。
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9：00～12：00、13：30～15：30
［参加料］300円
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シエスタ★プラネタリウム音

全

全

6 7



「醸すラスク」

日立生まれの
お菓子を多数
取り扱い中！
お土産にいか
がでしょうか？

「宇宙のグミ」

宇宙乳酸菌って
どんな味？
その他、宇宙関連
グッズがいっぱい！

お家でわくわく！！
何が起こるか、
やってみよう！

「実験キット」

「手づくり楽器」

家族で楽器を
手作りして、
楽しく演奏会♪

「音楽グッズ」

普段使いにも
プレゼントにも♪
いつも、音楽と
ともに。

「アクセサリー」

『サイエンス×
ファッション』
ありそうで
なかった
アクセサリー。

「アロマグッズ」

オイル、スプレー、
ディフューザーなど。
日々の生活に癒しを
もたらすアロマグッズ。

「ミウラナオコグッズ」 「古代生物ぬいぐるみ」

ポストカードや
缶バッジなど、
笑顔があふれる
日立市出身の　
アーティスト
「ミウラナオコ」
グッズ！

太古の生物たち
が、色とりどりの
ぬいぐるみに！！

T o p i c s

科学館、音楽ホール、各種イベントに合わせた商品のほか、オリジナル商品や地場産品なども取りそろえ、
皆様のご来店をお待ちしております。

日立シビックセンターには会議室だけでなく、ギャラリーや広場、トレーニングルームや和室など、様々な目的
で使用できる施設や設備が揃っています。セミナーや打合せ、サークル活動や展示・商談会、イベントなど…
用途に合わせて、最適な施設をご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

あなたもピアニストに！

日立シビックセンターの正面入口を入ると広がる明るい
大空間、アトリウム。こちらに、誰でも自由に奏でることが
出来る、エントランスピアノを設置しています。
ぜひピアノを弾きにお越しください。

♪設置ピアノ：ディアパソン210E

実施している日程や時間など、詳しい情報は

ホームページ、QRコードからご確認ください。▶

［問合せ］日立シビックセンター 0294-24-7755

Welcome to the Museum Shop

日立シビックセンターの多彩な施設をご活用ください

［問合せ］日立シビックセンター 0294-24-7720

会議室501号 ギャラリー

トレーニングルーム 和室

JR常磐線日立駅中央口
から徒歩3分、
駐車場（有料）も完備、
最良の交通アクセス!

インターネットから
ご予約が可能

施設のご利用に
合わせて映像・
音響機器も
レンタルが可能

RENTAL OK!

新商品がミュージアムショップに続々入荷！

施設に応じ
フリーWi-Fiが
利用可能

今なら使用料
が半額 !

50
OFF

［問合せ］日立シビックセンター 0294-24-7711
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予約する

Members

1 トップページの
「予約する」をクリック 2 申し込みたいイベントを選択 3 イベント選択後は、ページの

案内に沿って申込み手続きを
進めてください

例： 3/5㊏実施　天文講演会
 「HAYABUSA2～ REBORN 講演会＆上映会」

このほかにも多数の特典をご用意
していく予定です！
詳細が決定次第、ホームページなど
でご案内いたします。

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
議の際のお飲み物・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

（1）キトちゃんおはなし会
 会　　場：記念図書館おはなしのへや
 日　　程：4/16㊏、5/21㊏、6/11㊏
 時　　間：各日14:00～14:30
 募集人数：各日先着12人（おおむね3歳から）
（2）らっこのおへや
　 会　　場：記念図書館おはなしのへや
　 日　　程：4/20㊌、4/27㊌、5/18㊌、5/25㊌、6/8㊌、6/29㊌
 時　　間：各日11:00～11:30
 募集人数：各日先8組（0歳から）
※募集開始　4月開催分　4/1㊎
　　　　　　5月開催分　5/1㊐
　　　　　　6月開催分　6/1㊌
　　　　　　時間はいずれも9:30～、電話または直接記念図書館へ申込み
※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に
　なる場合があります。
※6/13㊊～6/24㊎特別整理期間の予定

（1） 一般書展示
　・図書館に桜サク展　　　　　　　　　　　 3/12㊏～4/10㊐
　・図書館がすすめるこどもの本展　　　　　 4/13㊌～5/15㊐
　・国語の教科書に出てくる本展　　　　　　 5/18㊌～6/12㊐
（2） こどもとしょしつ展示
　・子どもの本の日（４/２）ポスター展 4/12㊋～5/5㊍㊗（予定）
　・図書館大好き（図書館記念日4/30） 4/1㊎～5/8㊐
　・おかあさん（母の日5/8） 4/1㊎～5/8㊐
　・お父さん（父の日6/19） 5/10㊋～6/12㊐
　・鳥（愛鳥週間5/10～5/16） 5/10㊋～6/12㊐

 

本の展示

おはなし会 ［会場］記念図書館おはなしのへや

新都市広場／マーブルホール

 4/3㊐ 第22回日立さくらロードレース （公財）日立市体育協会
 4/16㊏ 第93回日立地区メーデー 連合茨城県北地域協議会
 4/24㊐ スパイダーダーツトーナメント 茨城ダーツ協会県北県央支部

音楽ホール
 4/24㊐ 第28回ピアノ発表会 川﨑音楽教室
 4/30㊏ 日立第一高等学校・附属中学校吹奏楽部　第48回定期演奏会 
   茨城県立日立第一高等学校
 5/22㊐ 第38回日立市民吹奏楽団定期演奏会 日立市民吹奏楽団、日立市
 5/28㊏ ジョイントコンサート　ひたち童謡を歌う会＆コール・J
   合唱団ひたち童謡を歌う会、コール・J
 6/5㊐ 日立交響楽団第129回定期演奏会 日立交響楽団
 6/17㊎ 県北地区高等学校音楽会 
   茨城県高等学校文化連盟、茨城県高等学校文化連盟音楽部会
 6/19㊐ 茨城県立日立第二高等学校　第21回定期演奏会 茨城県立日立第二高等学校

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
 5/22㊐ 第49回日立民謡民舞連合会春季発表会 日立民謡民舞連合会
 6/15㊌ 夢グループ主催 細川たかし 長山洋子～ふたりのビッグショー～
   (株)夢グループ
 6/25㊏ 茨城県警察音楽隊による防犯コンサート 一般社団法人ライフ・ケア・ひたち

多賀市民会館/ホール
 4/2㊏ ピアノ発表会 沙羅の会
 4/10㊐ きらきらコンサート ルヴゥール会
 6/18㊏ 第47回民謡を楽しむつどい 民謡法濤会
 6/19㊐ コンセールMIKI会音楽会 コンセールMIKI会
 6/25㊏～6/26㊐ ヤマハエレクトーンフェスティバルinクシダピアノ社大会 (株)クシダピアノ社

 4/24㊐ 第16回大人のためのミニコンサート 田沼靖子
 5/29㊐ リトルコンサート 大森恭子、武藤麗子
 6/12㊐ ピアノ発表会 カンタービレの会
 6/19㊐ 日立市芸術祭 日立三曲協会箏曲演奏会 日立市、日立市文化協会、日立三曲協会
 6/25㊏～6/26㊐ 日立市芸術祭演劇公演　笑劇・結婚の申込み 日立市、日立市文化協会、日立演劇連盟

多用途ホール

 4/18㊊～4/24㊐ 徳光ゆかり写真教室＋デジタルレッスン写真展 徳光ゆかり写真展
 5/2㊊～5/8㊐ 第66回魁美術会絵画展 魁美術会
 5/21㊏～5/22㊐ みんなの花展 小原流日立支部
5/23㊊～5/29㊐  第72回日製謳美会 日製謳美会

ギャラリー

※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。

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。

 6/1㊌～6/5㊐ 県北在住日展の会作品展 県北在住日展の会
 6/13㊊～6/19㊐ 出会いの空間手織り展 手織工房糸あそび
6/24㊎～6/26㊐  日立市芸術祭 初夏のいけばな展 日立市、日立市文化協会、日立華道連合会
 6/29㊌～7/3㊐ 写真散歩の会写真展 写真散歩の会

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

日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館では、「おうち時間」にもお楽しみいただけるような
動画を公式YouTubeチャンネルから配信しています。
その内容は、2021年4月に新しくなった科学館を探検する動画や、急遽休館となり皆さまにご紹介できなかった
イベントを撮影した動画、コーヒーやお茶のご自宅での楽しみ方を紹介した動画など様々。
ぜひこの機会に、チャンネル登録をお待ちしております！

公式YouTubeチャンネルで続々動画配信中!

Dr.ケミーと行く!!
日立シビックセンター科学館「サクリエ」

オペラ衣装展
～ひたち市民オペラセレクション～

Civic Calling Vol.3
「コーヒー文化を楽しむ～美味しいアイスコーヒーの淹れ方」

動画やチャンネル登録はこちらから→

今まで科学館のみで対応していたホームページからの申込みが、その他の様々なイベントや講座などでも可能
になります（こちらの冊子に掲載のイベント・講座から順次対応）！
それぞれのイベント・講座の申込み開始日になりましたら、イベント
予約ページからの申込みができるよう、ページが更新されます
ので、案内に従って操作ください。

ホームページからイベント・講座の申込みができるようになります

今まで日立市民会館、多賀市民会館で開催するイベントのチケット購入に特典を設けていた「ひたち市民会館友の会」に代わり、
日立シビックセンターも対象施設に含め、さらに特典内容を追加した「ひたち科学と文化のメンバーズ」制度が開始します！

「ひたち科学と文化のメンバーズ」 がはじまります!

イベント予約ページは
こちらから→

特典の
一例

・コンサートチケットの先行予約
・チケット料金割引
・日立シビックセンター　ミュージアムショップ商品割引（一部商品を除く）
・天球劇場上映番組の上映前試写会へのご招待
・施設内カフェ、近隣提携施設でのドリンクサービスやグッズプレゼント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など（予定）

施設やチケット購入で様々な特典が受けられる

［問合せ］日立シビックセンター 0294-24-7700



予約する

Members

1 トップページの
「予約する」をクリック 2 申し込みたいイベントを選択 3 イベント選択後は、ページの

案内に沿って申込み手続きを
進めてください

例： 3/5㊏実施　天文講演会
 「HAYABUSA2～ REBORN 講演会＆上映会」

このほかにも多数の特典をご用意
していく予定です！
詳細が決定次第、ホームページなど
でご案内いたします。

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
議の際のお飲み物・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

（1）キトちゃんおはなし会
 会　　場：記念図書館おはなしのへや
 日　　程：4/16㊏、5/21㊏、6/11㊏
 時　　間：各日14:00～14:30
 募集人数：各日先着12人（おおむね3歳から）
（2）らっこのおへや
　 会　　場：記念図書館おはなしのへや
　 日　　程：4/20㊌、4/27㊌、5/18㊌、5/25㊌、6/8㊌、6/29㊌
 時　　間：各日11:00～11:30
 募集人数：各日先8組（0歳から）
※募集開始　4月開催分　4/1㊎
　　　　　　5月開催分　5/1㊐
　　　　　　6月開催分　6/1㊌
　　　　　　時間はいずれも9:30～、電話または直接記念図書館へ申込み
※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に
　なる場合があります。
※6/13㊊～6/24㊎特別整理期間の予定

（1） 一般書展示
　・図書館に桜サク展　　　　　　　　　　　 3/12㊏～4/10㊐
　・図書館がすすめるこどもの本展　　　　　 4/13㊌～5/15㊐
　・国語の教科書に出てくる本展　　　　　　 5/18㊌～6/12㊐
（2） こどもとしょしつ展示
　・子どもの本の日（４/２）ポスター展 4/12㊋～5/5㊍㊗（予定）
　・図書館大好き（図書館記念日4/30） 4/1㊎～5/8㊐
　・おかあさん（母の日5/8） 4/1㊎～5/8㊐
　・お父さん（父の日6/19） 5/10㊋～6/12㊐
　・鳥（愛鳥週間5/10～5/16） 5/10㊋～6/12㊐

 

本の展示

おはなし会 ［会場］記念図書館おはなしのへや

新都市広場／マーブルホール

 4/3㊐ 第22回日立さくらロードレース （公財）日立市体育協会
 4/16㊏ 第93回日立地区メーデー 連合茨城県北地域協議会
 4/24㊐ スパイダーダーツトーナメント 茨城ダーツ協会県北県央支部

音楽ホール
 4/24㊐ 第28回ピアノ発表会 川﨑音楽教室
 4/30㊏ 日立第一高等学校・附属中学校吹奏楽部　第48回定期演奏会 
   茨城県立日立第一高等学校
 5/22㊐ 第38回日立市民吹奏楽団定期演奏会 日立市民吹奏楽団、日立市
 5/28㊏ ジョイントコンサート　ひたち童謡を歌う会＆コール・J
   合唱団ひたち童謡を歌う会、コール・J
 6/5㊐ 日立交響楽団第129回定期演奏会 日立交響楽団
 6/17㊎ 県北地区高等学校音楽会 
   茨城県高等学校文化連盟、茨城県高等学校文化連盟音楽部会
 6/19㊐ 茨城県立日立第二高等学校　第21回定期演奏会 茨城県立日立第二高等学校

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
 5/22㊐ 第49回日立民謡民舞連合会春季発表会 日立民謡民舞連合会
 6/15㊌ 夢グループ主催 細川たかし 長山洋子～ふたりのビッグショー～
   (株)夢グループ
 6/25㊏ 茨城県警察音楽隊による防犯コンサート 一般社団法人ライフ・ケア・ひたち

多賀市民会館/ホール
 4/2㊏ ピアノ発表会 沙羅の会
 4/10㊐ きらきらコンサート ルヴゥール会
 6/18㊏ 第47回民謡を楽しむつどい 民謡法濤会
 6/19㊐ コンセールMIKI会音楽会 コンセールMIKI会
 6/25㊏～6/26㊐ ヤマハエレクトーンフェスティバルinクシダピアノ社大会 (株)クシダピアノ社

 4/24㊐ 第16回大人のためのミニコンサート 田沼靖子
 5/29㊐ リトルコンサート 大森恭子、武藤麗子
 6/12㊐ ピアノ発表会 カンタービレの会
 6/19㊐ 日立市芸術祭 日立三曲協会箏曲演奏会 日立市、日立市文化協会、日立三曲協会
 6/25㊏～6/26㊐ 日立市芸術祭演劇公演　笑劇・結婚の申込み 日立市、日立市文化協会、日立演劇連盟

多用途ホール

 4/18㊊～4/24㊐ 徳光ゆかり写真教室＋デジタルレッスン写真展 徳光ゆかり写真展
 5/2㊊～5/8㊐ 第66回魁美術会絵画展 魁美術会
 5/21㊏～5/22㊐ みんなの花展 小原流日立支部
5/23㊊～5/29㊐  第72回日製謳美会 日製謳美会

ギャラリー

※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。

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。

 6/1㊌～6/5㊐ 県北在住日展の会作品展 県北在住日展の会
 6/13㊊～6/19㊐ 出会いの空間手織り展 手織工房糸あそび
6/24㊎～6/26㊐  日立市芸術祭 初夏のいけばな展 日立市、日立市文化協会、日立華道連合会
 6/29㊌～7/3㊐ 写真散歩の会写真展 写真散歩の会

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

日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館では、「おうち時間」にもお楽しみいただけるような
動画を公式YouTubeチャンネルから配信しています。
その内容は、2021年4月に新しくなった科学館を探検する動画や、急遽休館となり皆さまにご紹介できなかった
イベントを撮影した動画、コーヒーやお茶のご自宅での楽しみ方を紹介した動画など様々。
ぜひこの機会に、チャンネル登録をお待ちしております！

公式YouTubeチャンネルで続々動画配信中!

Dr.ケミーと行く!!
日立シビックセンター科学館「サクリエ」

オペラ衣装展
～ひたち市民オペラセレクション～

Civic Calling Vol.3
「コーヒー文化を楽しむ～美味しいアイスコーヒーの淹れ方」

動画やチャンネル登録はこちらから→

今まで科学館のみで対応していたホームページからの申込みが、その他の様々なイベントや講座などでも可能
になります（こちらの冊子に掲載のイベント・講座から順次対応）！
それぞれのイベント・講座の申込み開始日になりましたら、イベント
予約ページからの申込みができるよう、ページが更新されます
ので、案内に従って操作ください。

ホームページからイベント・講座の申込みができるようになります

今まで日立市民会館、多賀市民会館で開催するイベントのチケット購入に特典を設けていた「ひたち市民会館友の会」に代わり、
日立シビックセンターも対象施設に含め、さらに特典内容を追加した「ひたち科学と文化のメンバーズ」制度が開始します！

「ひたち科学と文化のメンバーズ」 がはじまります!

イベント予約ページは
こちらから→

特典の
一例

・コンサートチケットの先行予約
・チケット料金割引
・日立シビックセンター　ミュージアムショップ商品割引（一部商品を除く）
・天球劇場上映番組の上映前試写会へのご招待
・施設内カフェ、近隣提携施設でのドリンクサービスやグッズプレゼント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など（予定）

施設やチケット購入で様々な特典が受けられる

［問合せ］日立シビックセンター 0294-24-7700



小林千晃鈴木崚汰山下誠一郎

ⓒ2017 NHK ENTERPRISES

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2022年3月1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2月25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。

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・市等のガイドライン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2月25日現在の情報です。

EVENT INFORMATION 掲載の各イベントについて

曽根麻矢子 華麗なるチェンバロの世界～名曲の花束
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

7/3㊐
15：00開演

ブラス エクシード トウキョウ
「GAME MUSIC on BRASS」日立公演

チケット前売・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］ 4/28㊍ 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 4,000円
 高校生以下 1,500円

10/30㊐
14：00開演

MYSTERY NIGHT TOUR 2022
稲川淳二の怪談ナイト ～稲川怪談 30年連続公演～

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 6/4㊏ 9：00予約開始
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

［料　金］ 全席指定
 一般 5,800円
 当日 6,000円

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。

©Yuji Hori

吹奏楽における日本のゲーム音楽シーンのパイオニア的存在であるブラス エクシード トウキョウ
が日立シビックセンターに登場！吹奏楽の音色が奏でる名曲の数々が、あなたを夢と冒険の世界
へと誘います！
※未就学児の入場はご遠慮ください。

9/19㊊㊗
14：00開演

ひたち市民オペラ25周年記念公演
歌劇トゥーランドットハイライト＆オペラガラコンサート

［会　場］ 日立市民会館 ホール      
［チケット］ 6/1㊌ 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
 S席 5,000円
 A席 4,000円
 A席高校生以下 2,000円
ひたち市民オペラの活動25周年を記念して、これまで開催してきた公演の中から、《カルメン》、《マクベ
ス》、《アイーダ》の３演目をガラコンサートで、2001年に開催した野外オペラ初回の《トゥーランドット》を
ハイライトでお送りします。 
※未就学児の入場はご遠慮ください。

今年もあいつがやってくる…。30年連続公演の2022年“怪談師”稲川淳二がお送りする
「本当にあった怖い話」の数々。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

春 の イ ベ ン ト

ディノニクス トリケラトプス 恐竜の卵の化石

春のイベント　恐竜・化石コーナー、天球劇場ドーム映像番組「新・恐竜大進撃」

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～


