
多摩六都科学館館長　高柳雄一声優　小野大輔
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千住明 山洞智

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」

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12月7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12月3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12月3日現在の情報です。

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

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。

EVENT INFORMATION 掲載の各イベントについて

千住真理子リサイタル  ～ スペシャルゲスト 千住明 ～

©Kiyotaka Saito（SCOPE）

タッチ・ザ・スター上映記念イベント
～ プラネタリウム番組上映＆トークショー ～

［会　場］  日立シビックセンター 科学館ほか
［申込み］  受付中　電話 0294-24-7731
［対　象］  18歳以上（高校生不可）
［問合せ］  日立シビックセンター 科学館　電話 0294-24-7731

「シビック・サイエンス・スタッフ」 募集

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い合わせください。

［日　時］  原則毎月第4日曜日(ただし、活動内容によって内容変更になることがあります)
［会　場］  日立シビックセンター 科学館ほか
［参加料］  年会費 9,400円（日本宇宙少年団登録料、保険料含む）
［申込み］  2/26㊏～3/15㊋　ホームページP.2上部QRコードから
［対　象］  小学3年生～中学3年生(令和4年度時点)
［定　員］  13人
［問合せ］  日立シビックセンター 科学館　電話 0294-24-7731

「日本宇宙少年団 日立シビックセンター分団」 団員募集

実験・工作、天体観察などを行います。
※応募多数の場合は抽選となります。結果は3月下旬にお知らせします。

〈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

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～

● 科学館・天球劇場は1月2日（日）から開館します。 詳しくはP．8をご確認ください。 ●



1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。

ひたちのヒカリ～花咲く未来～
～1/10㊊㊗ 17：00～22：00
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場 ほか
［料　金］ 無料
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711

日立の冬の風物詩となっている、日立シビックセンターのイルミネーション。日立市内
の小学6年生が制作した桜の花のライトアップや日立市民の皆さんの願いが書かれた花の
オブジェのイルミネーションをお楽しみください。

小野大輔 高柳雄一

タッチ・ザ・スター上映記念イベント
～プラネタリウム番組上映＆トークショー～
1/30 ㊐ 13：00開演、16：00開演
［出　演］　小野大輔（声優）、高柳雄一（多摩六都科学館館長）
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［料　金］ 全席指定 4,500円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 発売中　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 科学館 0294-24-7731
プラネタリウム番組「タッチ・ザ・スター」のナレーションを務める小野大輔氏と、多摩六都科学館の高柳館長による上映記念イベント。
「タッチ・ザ・スター」を上映し、番組のテーマである「系外惑星」や「探査機」などについて、事前に募集した質問に答えるトークコーナーや
星空生解説をお届けします。当日のプログラムは、ホームページをご覧ください。
※プラネタリウム番組「タッチ・ザ・スター」の詳細はP.9をご覧ください。

畠山美由紀コンサート
1/30㊐ 15：00開演
［出　演］　畠山美由紀（歌）、村上ゆき（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 4,000円
［申込み］ 受付中　電話 0294-24-7720
カフェブームの先駆者である男女ユニット“Port of Notes”やダンスホール楽団“Double Famous”の
ボーカリストとしても活動中のシンガーソングライター畠山美由紀のソロライヴです。

ミュージックトレイン～みんなでつなぐホールコンサート～
1/23㊐ 第1部 13：30開演、第2部 14：45開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［料　金］ 無料
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7755 
市内外から集まった様々なジャンルの個性あふれる生演奏が楽しめる、市民参加による
コンサートです。
第１部は弾き語り、ピアノソロ、第２部は様々な年齢層のオールジャンルのアコースティック演奏をお楽しみください。

Civic Dance Fes.2021
1/16 ㊐ 第1部 10：00開演、第2部 14：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［料　金］ 無料
［申込み］ 受付中　ホームページ P.2上部QRコードから（観覧希望のみ。参加チームの募集は終了）
［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。
※イメージです※イメージです

日立市少年少女合唱団合唱体験教室
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
［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㊏ 9：30～　学校等から配付された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年生のみなさん！今年も合唱体験教室をおこないます。
歌うこと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♪

アロマで愉しむプラネタリウム～冬の香り～
1/14㊎ 19：00～19：50、1/15㊏ 17：30～18：20
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［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
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 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

大人のためのプラネタリウムです。冬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
1/17㊊、1/24㊊、1/28㊎ 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、放課後の時間帯に科学体験ができます。
1月は、「静電気であそぼう」の体験、「紙飛行機をつくろう」の工作を行います。

アトリウム装飾「迎春」
1/8㊏～1/15㊏ 8：50～22：10 ※最終日は15：00まで
［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

新春の慶びと来館される皆様への歓迎の意を込め、日立華道連合会龍生派による「迎春」をテーマに
した生け花を展示します。

ひたち街角小劇場第53弾　演劇事務所'99公演「莫迦トヨと神様」
1/22㊏ 18：00開演、1/23㊐ 11：00開演、15：00開演
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［料　金］ 全席自由 一般 1,800円、高校生以下無料
［申込み］ 受付中
［問合せ］ 多賀市民会館 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。
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1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、
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●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。
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［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場 ほか
［料　金］ 無料
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711

日立の冬の風物詩となっている、日立シビックセンターのイルミネーション。日立市内
の小学6年生が制作した桜の花のライトアップや日立市民の皆さんの願いが書かれた花の
オブジェのイルミネーションをお楽しみください。

小野大輔 高柳雄一

タッチ・ザ・スター上映記念イベント
～プラネタリウム番組上映＆トークショー～
1/30 ㊐ 13：00開演、16：00開演
［出　演］　小野大輔（声優）、高柳雄一（多摩六都科学館館長）
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［料　金］ 全席指定 4,500円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 発売中　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 科学館 0294-24-7731
プラネタリウム番組「タッチ・ザ・スター」のナレーションを務める小野大輔氏と、多摩六都科学館の高柳館長による上映記念イベント。
「タッチ・ザ・スター」を上映し、番組のテーマである「系外惑星」や「探査機」などについて、事前に募集した質問に答えるトークコーナーや
星空生解説をお届けします。当日のプログラムは、ホームページをご覧ください。
※プラネタリウム番組「タッチ・ザ・スター」の詳細はP.9をご覧ください。

畠山美由紀コンサート
1/30㊐ 15：00開演
［出　演］　畠山美由紀（歌）、村上ゆき（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 4,000円
［申込み］ 受付中　電話 0294-24-7720
カフェブームの先駆者である男女ユニット“Port of Notes”やダンスホール楽団“Double Famous”の
ボーカリストとしても活動中のシンガーソングライター畠山美由紀のソロライヴです。

ミュージックトレイン～みんなでつなぐホールコンサート～
1/23㊐ 第1部 13：30開演、第2部 14：45開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［料　金］ 無料
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7755 
市内外から集まった様々なジャンルの個性あふれる生演奏が楽しめる、市民参加による
コンサートです。
第１部は弾き語り、ピアノソロ、第２部は様々な年齢層のオールジャンルのアコースティック演奏をお楽しみください。

Civic Dance Fes.2021
1/16 ㊐ 第1部 10：00開演、第2部 14：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［料　金］ 無料
［申込み］ 受付中　ホームページ P.2上部QRコードから（観覧希望のみ。参加チームの募集は終了）
［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。
※イメージです※イメージです

日立市少年少女合唱団合唱体験教室
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
［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㊏ 9：30～　学校等から配付された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年生のみなさん！今年も合唱体験教室をおこないます。
歌うこと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♪

アロマで愉しむプラネタリウム～冬の香り～
1/14㊎ 19：00～19：50、1/15㊏ 17：30～18：20
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［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
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 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

大人のためのプラネタリウムです。冬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
1/17㊊、1/24㊊、1/28㊎ 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、放課後の時間帯に科学体験ができます。
1月は、「静電気であそぼう」の体験、「紙飛行機をつくろう」の工作を行います。

アトリウム装飾「迎春」
1/8㊏～1/15㊏ 8：50～22：10 ※最終日は15：00まで
［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

新春の慶びと来館される皆様への歓迎の意を込め、日立華道連合会龍生派による「迎春」をテーマに
した生け花を展示します。

ひたち街角小劇場第53弾　演劇事務所'99公演「莫迦トヨと神様」
1/22㊏ 18：00開演、1/23㊐ 11：00開演、15：00開演
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［料　金］ 全席自由 一般 1,800円、高校生以下無料
［申込み］ 受付中
［問合せ］ 多賀市民会館 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。

2 3

ば か



2月の情報

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」
2/10㊍ 10：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席指定 S席 2,000円、A席 1,500円、B席 1,300円
［申込み］ 受付中　電話 0294-22-6481
今日は、大好きなミルクのお誕生日！ジャッキーとデイビッドたちは、ミルクに内緒でパーティーの準備中。
飾りつけをして、バースデイケーキを用意して・・・しまった！誕生日の「おくりもの」がありません。世界で
いちばんすてきなおくりものを用意することを決めたジャッキー達。特別なお花 “レインボーフラワー” を探しに、しゅっぱーつ！
ジャッキーやデイビットたちが舞台の上で歌ったり、踊ったり♪お子さまから大人まで幅広い世代に楽しんでいただける舞台です。

バギーコンサート ～歌とピアノで奏でる音楽会～
2/17 ㊍ 11：00開演
［出　演］ 井出麻美（歌）、沖野陽子（歌）、湯本景子（ピアノ）
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［料　金］ 無料
［対　象］ 0歳以上
［申込み］ 1/15㊏ 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
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。

ザ・ニュースペーパー2022 in 日立市
2/5㊏ 15：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席指定 4,500円
［申込み］ 受付中　電話 0294-22-6481
政治・経済・事件・芸能・・・。 あらゆる分野で旬のニュースを爆笑コントに変える社会風刺コント集団
「ザ・ニュースペーパー」が日立市民会館で公演！

映画「キネマの神様」上映会
2/26㊏ 10：00開演、14：00開演
［出　演］ 沢田研二、菅田将暉、永野芽郁 ほか
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席自由 1,100円
［申込み］ 1/8㊏ 9：00～　電話 0294-22-6481 
人気作家・原田マハの同名小説を山田洋次監督が映画化。“映画の神様”を信じ続ける男の人生と、彼を
取り巻く人々との愛や友情、家族の物語を描く。

©2021「キネマの神様」製作委員会

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」
2/6㊐ 15：00～16：00
［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 

マーブルホール 第1・第2会議室
［参加料］ 200円
［対　象］ 中学生、高校生
［申込み］ 1/7㊎ 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
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。

出前寄席
2/18㊎～2/20㊐ 
午前の部 10：00開演
午後の部 14：30開演
［出　演］ 初音家左橋（真打） 2題、前座1題
［会　場］ 2/18㊎ 午前の部：金沢交流センター

 午後の部：諏訪交流センター
2/19㊏ 午前の部：十王交流センター
 午後の部：会瀬交流センター
2/20㊐ 午前の部：滑川交流センター
 午後の部：水木交流センター

［料　金］ 全席自由 500円
［対　象］ 小学生以上
［申込み］ 1/26㊌ 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？

大人のためのサイエンス
「J-PARCと中性子で見た物質の世界」
2/20㊐ 10：00～12：00
［講　師］ 脇本秀一

（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501号
［参加料］ 500円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 1/17㊊ 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
大型加速器施設J-PARCの全貌と、中性子を使った物質・生命科学研究について紹介します。
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。

字幕付きプラネタリウム～冬の星空～
2/20㊐ 16：00～16：40
［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］ 2/6㊐ 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。

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！」
2/27㊐ 10：00～12：00、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502号
［参加料］ 1,000円
［対　象］ 小学1～3年生と保護者
［申込み］ 1/28㊎ 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

はやぶさ２の次のミッションや小惑星の不思議、天体と地球の衝突を防ぐ方法などについて探り
ます。

シビックサロン 「俺たちのバレンタイン―サラミ ディ チョッコラート」
2/6㊐ 10：00～12：30
［講　師］ 菊池太奥

（アンティカ オステリア アウン オーナーシェフ）
［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［参加料］ 2,000円
［対　象］ 20歳以上の男性
［申込み］ 1/8㊏ 10：00～　電話 0294-24-7711

ホームページ P.2上部QRコードから
貰うんじゃない、作りましょう！"サラミ ディ チョッコラート"は
イタリアの定番ドルチェ。初めての方でも簡単にでき、ブラン
デーやウィスキーなどのお酒にも合う大人のサラミ型生チョコレートです。自分へのご褒美や
大切な方への贈り物にいかがでしょうか。

放課後かがくクラブ
2/7㊊、2/14㊊、2/18㊎、2/21㊊、2/25㊎ 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。
2月は、「紙コップ万華鏡」の工作、「カラフルつぶつぶづくり」の実験、「昔遊び」の工作を行います。

大人のための天文教室「冬の星座とオリオンの秘密」
2/10㊍ 10：30～12：00
［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
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 1/11㊋ 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
天体シミュレーションソフトを使用しながら、冬にみられる星座や、オリオン座の解説をします。

ひよこクラフト「オリジナルフォトフレーム作り」
2/12㊏ 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］ 1/17㊊ 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
幼児のお子様向けの工作教室です。木製のフォトフレームにマーブリングで模様をつけます。

ひよこプラネタリウム～冬のほしぞら～
2/14㊊ 10：30～11：00
［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］ 1/30㊐ 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♪みんなで冬のほしぞら
を見てみよう！

ギャラリーコンサートVol.4
2/11㊎㊗ 14：00～15：00
［出　演］ 笹本武志（尺八・龍笛・排簫奏者）
［会　場］ 多賀市民プラザ ギャラリー
［料　金］ 無料
［申込み］ 1/8㊏ 10：00～　電話 0294-34-1727
雅楽楽器「龍笛」「正倉院尺八」のコンサートです。
音楽による午後のひとときを過ごしませんか。

はいしょう

ひたちオペラトークコンサート
～オペラ、その愛のかたち～
2/6㊐ 14：00開演
[出　演] 松下京介（司会進行）、野田ヒロ子（ソプラノ）
　　　　 前川健生（テノール）、古瀬安子（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
［申込み］ 受付中　電話 0294-24-7755
数多くのオペラの中で繰り広げられる様々な愛憎劇。
ひたち市民オペラ25周年記念公演（2022年開催予定）で取り上げるオペラの中で巻き起こる愛のかたちをご紹介します。
オペラ歌手は何を感じ何を表現しようとしているのか、普段聞くことのできないオペラ指揮者と歌手の対談もお楽しみください。

松下京介松下京介松下京介 野田ヒロ子野田ヒロ子野田ヒロ子 前川健生前川健生前川健生 古瀬安子古瀬安子古瀬安子

©TAKUMI JUN©TAKUMI JUN©TAKUMI JUN ©近澤幸司©近澤幸司©近澤幸司

4 5



2月の情報

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」
2/10㊍ 10：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席指定 S席 2,000円、A席 1,500円、B席 1,300円
［申込み］ 受付中　電話 0294-22-6481
今日は、大好きなミルクのお誕生日！ジャッキーとデイビッドたちは、ミルクに内緒でパーティーの準備中。
飾りつけをして、バースデイケーキを用意して・・・しまった！誕生日の「おくりもの」がありません。世界で
いちばんすてきなおくりものを用意することを決めたジャッキー達。特別なお花 “レインボーフラワー” を探しに、しゅっぱーつ！
ジャッキーやデイビットたちが舞台の上で歌ったり、踊ったり♪お子さまから大人まで幅広い世代に楽しんでいただける舞台です。

バギーコンサート ～歌とピアノで奏でる音楽会～
2/17 ㊍ 11：00開演
［出　演］ 井出麻美（歌）、沖野陽子（歌）、湯本景子（ピアノ）
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［料　金］ 無料
［対　象］ 0歳以上
［申込み］ 1/15㊏ 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
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。

ザ・ニュースペーパー2022 in 日立市
2/5㊏ 15：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席指定 4,500円
［申込み］ 受付中　電話 0294-22-6481
政治・経済・事件・芸能・・・。 あらゆる分野で旬のニュースを爆笑コントに変える社会風刺コント集団
「ザ・ニュースペーパー」が日立市民会館で公演！

映画「キネマの神様」上映会
2/26㊏ 10：00開演、14：00開演
［出　演］ 沢田研二、菅田将暉、永野芽郁 ほか
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席自由 1,100円
［申込み］ 1/8㊏ 9：00～　電話 0294-22-6481 
人気作家・原田マハの同名小説を山田洋次監督が映画化。“映画の神様”を信じ続ける男の人生と、彼を
取り巻く人々との愛や友情、家族の物語を描く。

©2021「キネマの神様」製作委員会

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」
2/6㊐ 15：00～16：00
［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 

マーブルホール 第1・第2会議室
［参加料］ 200円
［対　象］ 中学生、高校生
［申込み］ 1/7㊎ 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
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。

出前寄席
2/18㊎～2/20㊐ 
午前の部 10：00開演
午後の部 14：30開演
［出　演］ 初音家左橋（真打） 2題、前座1題
［会　場］ 2/18㊎ 午前の部：金沢交流センター

 午後の部：諏訪交流センター
2/19㊏ 午前の部：十王交流センター
 午後の部：会瀬交流センター
2/20㊐ 午前の部：滑川交流センター
 午後の部：水木交流センター

［料　金］ 全席自由 500円
［対　象］ 小学生以上
［申込み］ 1/26㊌ 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？

大人のためのサイエンス
「J-PARCと中性子で見た物質の世界」
2/20㊐ 10：00～12：00
［講　師］ 脇本秀一

（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501号
［参加料］ 500円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 1/17㊊ 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
大型加速器施設J-PARCの全貌と、中性子を使った物質・生命科学研究について紹介します。
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。

字幕付きプラネタリウム～冬の星空～
2/20㊐ 16：00～16：40
［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］ 2/6㊐ 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。

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！」
2/27㊐ 10：00～12：00、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502号
［参加料］ 1,000円
［対　象］ 小学1～3年生と保護者
［申込み］ 1/28㊎ 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

はやぶさ２の次のミッションや小惑星の不思議、天体と地球の衝突を防ぐ方法などについて探り
ます。

シビックサロン 「俺たちのバレンタイン―サラミ ディ チョッコラート」
2/6㊐ 10：00～12：30
［講　師］ 菊池太奥

（アンティカ オステリア アウン オーナーシェフ）
［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［参加料］ 2,000円
［対　象］ 20歳以上の男性
［申込み］ 1/8㊏ 10：00～　電話 0294-24-7711

ホームページ P.2上部QRコードから
貰うんじゃない、作りましょう！"サラミ ディ チョッコラート"は
イタリアの定番ドルチェ。初めての方でも簡単にでき、ブラン
デーやウィスキーなどのお酒にも合う大人のサラミ型生チョコレートです。自分へのご褒美や
大切な方への贈り物にいかがでしょうか。

放課後かがくクラブ
2/7㊊、2/14㊊、2/18㊎、2/21㊊、2/25㊎ 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。
2月は、「紙コップ万華鏡」の工作、「カラフルつぶつぶづくり」の実験、「昔遊び」の工作を行います。

大人のための天文教室「冬の星座とオリオンの秘密」
2/10㊍ 10：30～12：00
［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
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 1/11㊋ 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
天体シミュレーションソフトを使用しながら、冬にみられる星座や、オリオン座の解説をします。

ひよこクラフト「オリジナルフォトフレーム作り」
2/12㊏ 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］ 1/17㊊ 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
幼児のお子様向けの工作教室です。木製のフォトフレームにマーブリングで模様をつけます。

ひよこプラネタリウム～冬のほしぞら～
2/14㊊ 10：30～11：00
［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］ 1/30㊐ 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♪みんなで冬のほしぞら
を見てみよう！

ギャラリーコンサートVol.4
2/11㊎㊗ 14：00～15：00
［出　演］ 笹本武志（尺八・龍笛・排簫奏者）
［会　場］ 多賀市民プラザ ギャラリー
［料　金］ 無料
［申込み］ 1/8㊏ 10：00～　電話 0294-34-1727
雅楽楽器「龍笛」「正倉院尺八」のコンサートです。
音楽による午後のひとときを過ごしませんか。

はいしょう

ひたちオペラトークコンサート
～オペラ、その愛のかたち～
2/6㊐ 14：00開演
[出　演] 松下京介（司会進行）、野田ヒロ子（ソプラノ）
　　　　 前川健生（テノール）、古瀬安子（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
［申込み］ 受付中　電話 0294-24-7755
数多くのオペラの中で繰り広げられる様々な愛憎劇。
ひたち市民オペラ25周年記念公演（2022年開催予定）で取り上げるオペラの中で巻き起こる愛のかたちをご紹介します。
オペラ歌手は何を感じ何を表現しようとしているのか、普段聞くことのできないオペラ指揮者と歌手の対談もお楽しみください。

松下京介松下京介松下京介 野田ヒロ子野田ヒロ子野田ヒロ子 前川健生前川健生前川健生 古瀬安子古瀬安子古瀬安子

©TAKUMI JUN©TAKUMI JUN©TAKUMI JUN ©近澤幸司©近澤幸司©近澤幸司
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3月の情報

天文講演会
「HAYABUSA2～REBORN 講演会＆上映会」
3/5㊏ 13：00～14：30
［出　演］ 上坂浩光（有限会社ライブ代表取締役　プラネタリウム番組「HAYABUSA2～REBORN」監督）
　　　　 JAXA職員
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［料　金］ 大人 1,000円、小中高生 500円、親子 1,200円
［対　象］ 小学生以上
［申込み］ 1/15㊏ 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 科学館 0294-24-7731

ドーム映像番組「HAYABUSA2～ REBORN」の上映と、番組制作監督の上坂浩光氏とJAXA職員
との「はやぶさ２」をテーマにしたクロストークを実施します。 上坂浩光

サイエンスカフェ「HAYABUSA2～REBORN監督お話会」
3/5㊏ 15：30～17：00
［出　演］ 上坂浩光（有限会社ライブ代表取締役　プラネタリウム番組「HAYABUSA2 ～ REBORN」監督）
［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］ 800円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 1/15㊏ 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 科学館 0294-24-7731

天文講演会後のスペシャル企画。講師と参加者による双方向のお話会です。ドーム映像番組「HAYABUSA2～ REBORN」の番組制作
監督上坂浩光氏を迎え、番組制作秘話や、番組に込めた思いなどお話いただきます。

シビックサロン「アトリウム茶会－春」
3/5㊏ 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

椅子に座って行なうお茶会ですので、子どもから大人までどなたでもお楽しみいただけます。
定員に達し次第終了となりますので、お早目にお越しください。

ひたち街角小劇場第54弾　
10周年記念公演「いつでも夢を～𠮷田正の夢～」

3/19㊏ 18：30開演、3/20㊐ 13：30開演
[出　演] ひたち街角小劇場ProjectTeam加盟劇団 ほか
[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)、小中学生 500円
[申込み] 1/30㊐ 10：00～　電話 0294-34-1727

ひたち街角小劇場は結成から今年で10年目を迎えました。10年間の総決算として、加盟劇団
による合同劇を上演します。テーマは戦後日本を代表する日立市出身の音楽家・𠮷田正。彼の
知られざる苦闘の人生をお贈りします。

ひたち街角小劇場第55弾　
県北地区高等学校演劇祭　第10回春季フェスティバル
3/26㊏、3/27㊐ 10：00開演
[出　演] 県北地区高等学校演劇部 ほか
[会　場] 多賀市民会館 ホール
[料　金] 無料
[申込み] 2/2㊌ 9：00～　

電話 0294-34-1727

ひたち街角小劇場は、2013年から高等
学校演劇部の皆様と共に高等学校演劇部
春季フェスティバルを開催してきました。
今年は記念すべき10回目を迎えます。
高校生たちの情熱溢れる舞台をぜひご覧
ください。

放課後かがくクラブ
3/7㊊、3/11㊎、3/14㊊ 
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。
3月は、「紙飛行機をつくろう」の工作、「プログラミングロボで遊ぼう」の体験を行います。

大人のための天文教室　
実践編  「双眼鏡で探す冬の星雲・星団」
3/6㊐ 17：30～19：00
［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
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 2/10㊍ 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

冬の星雲や星団を解説した後、実際に屋上へ
出て双眼鏡で観望を行います。
※曇雨天時は、屋内での解説のみ

シビックサロン
「親子で体験！光で彩るシルエットアートを作ってみよう」
3/26㊏ 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］ 小学生以上とその保護者
［申込み］ 2/11㊎㊗ 10：00～

電話 0294-24-7711

光を透過する特殊フィルムを使って切り絵・
影絵に似た作品をつくり、アートの世界を親子
で楽しみましょう。千住真理子千住真理子千住真理子

安達勇人安達勇人安達勇人 磯山純磯山純磯山純宇宙まお宇宙まお宇宙まお マシコタツロウマシコタツロウマシコタツロウ 一青窈一青窈一青窈

©Kiyotaka Saito （SCOPE）©Kiyotaka Saito （SCOPE）©Kiyotaka Saito （SCOPE）

千住明千住明千住明 山洞智山洞智山洞智

千住真理子リサイタル～スペシャルゲスト 千住明～
3/6㊐ 14：00開演
［出　演］ 千住真理子（ヴァイオリン）
　　　　 千住明（作曲家）、山洞智（ピアノ）
［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 3,500円
　　　　 高校生以下 1,000円
［申込み］ 1/12㊌ 10：00～　
　　　　 電話 0294-24-7720

作曲家千住明をゲストに迎え、千住真理子の演奏と
兄妹トークを交えながら特別なひと時を贈ります。

MUSIC CARNIVAL
3/27㊐ 15：00開演
［出　演］ 安達勇人、宇宙まお、磯山純
　　　　 マシコタツロウ、一青窈
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席指定 5,500円
［申込み］ 1/15㊏ 9：00～　
　　　　 電話 0294-22-6481

茨城に所縁のあるアーティストたちに
よる、個性弾ける一日限りのステージ！
スペシャルゲストに、「ハナミズキ」「もらい泣き」で知られる一青窈をお招きします。

群馬交響楽団アンサンブル
「みんなで選んだ名曲コンサート」
3/23㊌ 14：00開演
［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
［申込み］ 1/25㊋ 10：00～　
　　　　 電話 0294-24-7720

創立76年の歴史をもつ群馬交響楽団に
よるアンサンブルコンサート。
皆様のリクエストが多かった選りすぐりの曲をお届けします。

日立市少年少女合唱団定期演奏会
「あいあいコンサート」

3/20㊐ 13：30開演
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］ 無料
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

小学生から高校生の子どもたちによる元気いっぱいの歌声をお届けします。
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3月の情報

天文講演会
「HAYABUSA2～REBORN 講演会＆上映会」
3/5㊏ 13：00～14：30
［出　演］ 上坂浩光（有限会社ライブ代表取締役　プラネタリウム番組「HAYABUSA2～REBORN」監督）
　　　　 JAXA職員
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［料　金］ 大人 1,000円、小中高生 500円、親子 1,200円
［対　象］ 小学生以上
［申込み］ 1/15㊏ 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 科学館 0294-24-7731

ドーム映像番組「HAYABUSA2～ REBORN」の上映と、番組制作監督の上坂浩光氏とJAXA職員
との「はやぶさ２」をテーマにしたクロストークを実施します。 上坂浩光

サイエンスカフェ「HAYABUSA2～REBORN監督お話会」
3/5㊏ 15：30～17：00
［出　演］ 上坂浩光（有限会社ライブ代表取締役　プラネタリウム番組「HAYABUSA2 ～ REBORN」監督）
［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］ 800円
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 1/15㊏ 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 科学館 0294-24-7731

天文講演会後のスペシャル企画。講師と参加者による双方向のお話会です。ドーム映像番組「HAYABUSA2～ REBORN」の番組制作
監督上坂浩光氏を迎え、番組制作秘話や、番組に込めた思いなどお話いただきます。

シビックサロン「アトリウム茶会－春」
3/5㊏ 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

椅子に座って行なうお茶会ですので、子どもから大人までどなたでもお楽しみいただけます。
定員に達し次第終了となりますので、お早目にお越しください。

ひたち街角小劇場第54弾　
10周年記念公演「いつでも夢を～𠮷田正の夢～」

3/19㊏ 18：30開演、3/20㊐ 13：30開演
[出　演] ひたち街角小劇場ProjectTeam加盟劇団 ほか
[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)、小中学生 500円
[申込み] 1/30㊐ 10：00～　電話 0294-34-1727

ひたち街角小劇場は結成から今年で10年目を迎えました。10年間の総決算として、加盟劇団
による合同劇を上演します。テーマは戦後日本を代表する日立市出身の音楽家・𠮷田正。彼の
知られざる苦闘の人生をお贈りします。

ひたち街角小劇場第55弾　
県北地区高等学校演劇祭　第10回春季フェスティバル
3/26㊏、3/27㊐ 10：00開演
[出　演] 県北地区高等学校演劇部 ほか
[会　場] 多賀市民会館 ホール
[料　金] 無料
[申込み] 2/2㊌ 9：00～　

電話 0294-34-1727

ひたち街角小劇場は、2013年から高等
学校演劇部の皆様と共に高等学校演劇部
春季フェスティバルを開催してきました。
今年は記念すべき10回目を迎えます。
高校生たちの情熱溢れる舞台をぜひご覧
ください。

放課後かがくクラブ
3/7㊊、3/11㊎、3/14㊊ 
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。
3月は、「紙飛行機をつくろう」の工作、「プログラミングロボで遊ぼう」の体験を行います。

大人のための天文教室　
実践編  「双眼鏡で探す冬の星雲・星団」
3/6㊐ 17：30～19：00
［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
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 2/10㊍ 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

冬の星雲や星団を解説した後、実際に屋上へ
出て双眼鏡で観望を行います。
※曇雨天時は、屋内での解説のみ

シビックサロン
「親子で体験！光で彩るシルエットアートを作ってみよう」
3/26㊏ 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］ 小学生以上とその保護者
［申込み］ 2/11㊎㊗ 10：00～

電話 0294-24-7711

光を透過する特殊フィルムを使って切り絵・
影絵に似た作品をつくり、アートの世界を親子
で楽しみましょう。千住真理子千住真理子千住真理子

安達勇人安達勇人安達勇人 磯山純磯山純磯山純宇宙まお宇宙まお宇宙まお マシコタツロウマシコタツロウマシコタツロウ 一青窈一青窈一青窈

©Kiyotaka Saito （SCOPE）©Kiyotaka Saito （SCOPE）©Kiyotaka Saito （SCOPE）

千住明千住明千住明 山洞智山洞智山洞智

千住真理子リサイタル～スペシャルゲスト 千住明～
3/6㊐ 14：00開演
［出　演］ 千住真理子（ヴァイオリン）
　　　　 千住明（作曲家）、山洞智（ピアノ）
［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 3,500円
　　　　 高校生以下 1,000円
［申込み］ 1/12㊌ 10：00～　
　　　　 電話 0294-24-7720

作曲家千住明をゲストに迎え、千住真理子の演奏と
兄妹トークを交えながら特別なひと時を贈ります。

MUSIC CARNIVAL
3/27㊐ 15：00開演
［出　演］ 安達勇人、宇宙まお、磯山純
　　　　 マシコタツロウ、一青窈
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［料　金］ 全席指定 5,500円
［申込み］ 1/15㊏ 9：00～　
　　　　 電話 0294-22-6481

茨城に所縁のあるアーティストたちに
よる、個性弾ける一日限りのステージ！
スペシャルゲストに、「ハナミズキ」「もらい泣き」で知られる一青窈をお招きします。

群馬交響楽団アンサンブル
「みんなで選んだ名曲コンサート」
3/23㊌ 14：00開演
［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
［申込み］ 1/25㊋ 10：00～　
　　　　 電話 0294-24-7720

創立76年の歴史をもつ群馬交響楽団に
よるアンサンブルコンサート。
皆様のリクエストが多かった選りすぐりの曲をお届けします。

日立市少年少女合唱団定期演奏会
「あいあいコンサート」

3/20㊐ 13：30開演
［会　場］　日立市民会館 ホール
［料　金］ 無料
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

小学生から高校生の子どもたちによる元気いっぱいの歌声をお届けします。

6 7



ポラリス2 
‒ルシアと流れ星の秘密‒

新・恐竜大進撃
3/19㊏～7/18㊊㊗

タッチ・ザ・スター
1/2㊐～3/15㊋

星めぐり☆プラネタリウム
毎日上映

※科学館、天球劇場の入館料が必要です。

［申込み］12/19㊐10：00～ホームページP.2上部QRコードから

［参加料］100円
［参加料］100円

［会　場］
 日立シビックセンター
 オリエンテーションルーム
 ※科学館・天球劇場の入館料が
　 必要です。

4月以降のスケジュールは確定次第ホームページ等
でお知らせします。

ⓒ2010 あきやまただし／
はなかっぱプロジェクト

天球劇場
プラネタリウム

ひらめき工作

サイエンスショー 冬のスタンプラリー

■無料工作 ※開館時間内にいつでも参加できます。

■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

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!

開始時間：①10 ： 00、11 ： 00、14 ： 00、15 ： 00　　②10 ： 30、11 ： 30、14 ： 30、15 ： 30

錯覚キリン、紙リング飛行機1～3月の平日（春のイベント期間を除く）

1/15㊏～2/27㊐の土日祝日

①手作りカイロ　100円
開始時間：10:00、10:30、11:00、11:30、14:00、14:30、15:00、15:30

3/5㊏～3/13㊐の土日及び春のイベント期間

化石レプリカ　200円②ソーラーミニカー　500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 　キッズ向け星空解説+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（約40～45分）

　季節の星空解説+プラネタリウム番組（約40～45分）季

生 　今夜の星空解説+プラネタリウム番組（約50分）

①1/2㊐～3/15㊋
平日

有効期限：2022/3/31㊍

ティラノサウルス×トリケラトプス、丹波竜×ティラノ
サウルスの仲間、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。その大きさ
は全長１０数メートルにも。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？
さらに最新の研究によってティラノサウルスの謎が明
らかになってきました。
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全天周番組※の登場です！
※ドーム状のスクリーンに上映する番組です。

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…？

天球劇場のひみつクエスト～操作室～

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。

©AfterglowStudio,Inc

ⓒ2017 NHK ENTERPRISES

金火～木月

10：30

13：00

14：15

15：30

18：30

開始時間

土日祝日及びお正月期間（1/2㊐～1/10㊊㊗）

9：30

10：30

11：45

13：45

14：45

16：00

上映番組

はなかっぱ 

ポラリス2 

タッチ・ザ・スター

はなかっぱ 

タッチ・ザ・スター

星めぐり☆プラネタリウム

季

季

季

全

キ

キ

②3/19㊏～3/31㊍
平日

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。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ご紹介します。プラネタリウム
解説員が星空の操作をする「操作室」について、より詳しく
ご紹介します。

～3/31㊍

プラネタリウム  はなかっぱ
花さけ！パッカ～ん 宇宙旅行

上映番組 開始時間

土日祝日

9：30

10：30

11：45

13：45

14：45

16：00

はなかっぱ

新・恐竜大進撃

タッチ・ザ・スター

はなかっぱ 

新・恐竜大進撃

星めぐり☆プラネタリウム

季

季

季

全

キ

キ

開始時間

10：30

11：45

14：15

15：30

上映番組 上映番組開始時間

3/19㊏～5/8㊐ 9：00～17：00

1/2㊐～1/10㊊㊗ 9：00～17：00
（最終入館16：30）

1/2㊐、1/3㊊16：00～16：40

オリジナル缶バッジ
作り

10：00～16：00
ひよこクラフト
「プラ板キーホルダー作り」

10：00～16：00

ひよこプラネタリウム
～きょうのほしぞら～

9：30～10：00

景品の当たる的当てチャレンジや昔
遊びなどが大集合！ 新年早々、科学館で
遊んで良い年にしよう！

子どもも大人も楽しめるサイエンスショー
を毎日開催！1月からは「音」と「シャボン
玉」の新メニューが加わります。
また、ミニ実験体験ワゴン「はてなコンテ
ナ」では、楽しい実験が体験できます。

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！

ⓒSaint-Etienne Planetarium
Production

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！

～3/15㊋

写真撮影OK!

お正月イベント

日立市内の中学生・高校生によるサイエ
ンスショーのほか、「科学」の実験体験や
工作が楽しめます。
※科学館・天球劇場の入館料が必要です。

～1/10㊊㊗毎日開催

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

リアル発掘体
験！

「化石を探そ
う！」［参加料］300円

見
つ
け
た
化
石
は

１
つ
も
ら
え
る
よ
！

キ はなかっぱ 団体専用

ポラリス２

タッチ・ザ・スター

星めぐり☆プラネタリウム全

季

季

生 タッチ・ザ・スター

はなかっぱ

新・恐竜大進撃

新・恐竜大進撃

星めぐり☆プラネタリウム

季

季

キ

全

※1/2㊐、1/3㊊の16:00の回は「天球劇場のひみつ
クエスト～操作室～」を上映します（詳細はP.8参照）
※1/14㊎の18:30の回は休止となります  
※1/22㊏、1/23㊐の9:30の回は「ひよこプラネタリム
　～きょうのほしぞら～」を上映します（詳細はP.8参照） 
※1/30㊐、3/5㊏は終日休止となります
※2/14㊊の10:30は「ひよこプラネタリウム～冬のほし
ぞら～」を上映します（詳細はP.5参照）
※2/20㊐の16:00は「字幕付きプラネタリウム～冬の
星空～」を上映します（詳細はP.5参照）

1/22㊏～1/23㊐ 9：00～17：00

幼児向け

※サイエンスショーフェスティバル時（1/22㊏、1/23㊐）は中止

［時間］10：00、11：15、14：30、15：45 ［配布場所］8階インフォメーションカウンター

8 9

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
（2021/12/27㊊～2022/1/1㊏㊗）

1/11㊋、1/12㊌、1/13㊍、
3/16㊌（天球劇場のみ）、
3/17㊍、3/18㊎

※臨時休館



ポラリス2 
‒ルシアと流れ星の秘密‒

新・恐竜大進撃
3/19㊏～7/18㊊㊗

タッチ・ザ・スター
1/2㊐～3/15㊋

星めぐり☆プラネタリウム
毎日上映

※科学館、天球劇場の入館料が必要です。

［申込み］12/19㊐10：00～ホームページP.2上部QRコードから

［参加料］100円
［参加料］100円

［会　場］
 日立シビックセンター
 オリエンテーションルーム
 ※科学館・天球劇場の入館料が
　 必要です。

4月以降のスケジュールは確定次第ホームページ等
でお知らせします。

ⓒ2010 あきやまただし／
はなかっぱプロジェクト

天球劇場
プラネタリウム

ひらめき工作

サイエンスショー 冬のスタンプラリー

■無料工作 ※開館時間内にいつでも参加できます。

■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

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!

開始時間：①10 ： 00、11 ： 00、14 ： 00、15 ： 00　　②10 ： 30、11 ： 30、14 ： 30、15 ： 30

錯覚キリン、紙リング飛行機1～3月の平日（春のイベント期間を除く）

1/15㊏～2/27㊐の土日祝日

①手作りカイロ　100円
開始時間：10:00、10:30、11:00、11:30、14:00、14:30、15:00、15:30

3/5㊏～3/13㊐の土日及び春のイベント期間

化石レプリカ　200円②ソーラーミニカー　500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 　キッズ向け星空解説+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（約40～45分）

　季節の星空解説+プラネタリウム番組（約40～45分）季

生 　今夜の星空解説+プラネタリウム番組（約50分）

①1/2㊐～3/15㊋
平日

有効期限：2022/3/31㊍

ティラノサウルス×トリケラトプス、丹波竜×ティラノ
サウルスの仲間、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。その大きさ
は全長１０数メートルにも。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？
さらに最新の研究によってティラノサウルスの謎が明
らかになってきました。
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全天周番組※の登場です！
※ドーム状のスクリーンに上映する番組です。

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…？

天球劇場のひみつクエスト～操作室～

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。

©AfterglowStudio,Inc
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10：30

11：45
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季

季
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全

キ
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②3/19㊏～3/31㊍
平日

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。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ご紹介します。プラネタリウム
解説員が星空の操作をする「操作室」について、より詳しく
ご紹介します。

～3/31㊍

プラネタリウム  はなかっぱ
花さけ！パッカ～ん 宇宙旅行

上映番組 開始時間

土日祝日

9：30

10：30

11：45

13：45

14：45

16：00

はなかっぱ

新・恐竜大進撃

タッチ・ザ・スター

はなかっぱ 

新・恐竜大進撃

星めぐり☆プラネタリウム

季

季

季

全

キ

キ

開始時間

10：30

11：45

14：15

15：30

上映番組 上映番組開始時間

3/19㊏～5/8㊐ 9：00～17：00

1/2㊐～1/10㊊㊗ 9：00～17：00
（最終入館16：30）

1/2㊐、1/3㊊16：00～16：40

オリジナル缶バッジ
作り

10：00～16：00
ひよこクラフト
「プラ板キーホルダー作り」

10：00～16：00

ひよこプラネタリウム
～きょうのほしぞら～

9：30～10：00

景品の当たる的当てチャレンジや昔
遊びなどが大集合！ 新年早々、科学館で
遊んで良い年にしよう！

子どもも大人も楽しめるサイエンスショー
を毎日開催！1月からは「音」と「シャボン
玉」の新メニューが加わります。
また、ミニ実験体験ワゴン「はてなコンテ
ナ」では、楽しい実験が体験できます。

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！

ⓒSaint-Etienne Planetarium
Production

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！

～3/15㊋

写真撮影OK!

お正月イベント

日立市内の中学生・高校生によるサイエ
ンスショーのほか、「科学」の実験体験や
工作が楽しめます。
※科学館・天球劇場の入館料が必要です。

～1/10㊊㊗毎日開催

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

リアル発掘体
験！

「化石を探そ
う！」［参加料］300円

見
つ
け
た
化
石
は

１
つ
も
ら
え
る
よ
！

キ はなかっぱ 団体専用

ポラリス２

タッチ・ザ・スター

星めぐり☆プラネタリウム全

季

季

生 タッチ・ザ・スター

はなかっぱ

新・恐竜大進撃

新・恐竜大進撃

星めぐり☆プラネタリウム

季

季

キ

全

※1/2㊐、1/3㊊の16:00の回は「天球劇場のひみつ
クエスト～操作室～」を上映します（詳細はP.8参照）
※1/14㊎の18:30の回は休止となります  
※1/22㊏、1/23㊐の9:30の回は「ひよこプラネタリム
　～きょうのほしぞら～」を上映します（詳細はP.8参照） 
※1/30㊐、3/5㊏は終日休止となります
※2/14㊊の10:30は「ひよこプラネタリウム～冬のほし
ぞら～」を上映します（詳細はP.5参照）
※2/20㊐の16:00は「字幕付きプラネタリウム～冬の
星空～」を上映します（詳細はP.5参照）

1/22㊏～1/23㊐ 9：00～17：00

幼児向け

※サイエンスショーフェスティバル時（1/22㊏、1/23㊐）は中止

［時間］10：00、11：15、14：30、15：45 ［配布場所］8階インフォメーションカウンター

8 9

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
（2021/12/27㊊～2022/1/1㊏㊗）

1/11㊋、1/12㊌、1/13㊍、
3/16㊌（天球劇場のみ）、
3/17㊍、3/18㊎

※臨時休館



　　　　　　　　　　　　　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 11：00～22：00（L.O. 21：00）
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

※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、上記イベントは
　中止または変更になる場合があります。

（1）キトちゃんおはなし会（おおむね３歳から）
　・1/15㊏　・2/19㊏　・3/26㊏
　各日14：00～14:30　各日先着12名
（2）らっこのおへや（0歳から）
　・1/19㊌　・1/26㊌　・2/9㊌　・2/16㊌　・3/16㊌　・3/23㊌
　各日11:00～11:30　各日先着8組
　応募　1月開催分　1/5㊌　9:30～
　　　　2月開催分　2/1㊋　9:30～
　　　　3月開催分　3/1㊋　9:30～
（1）・（2）共に電話または直接記念図書館へ

（1） 一般書展示
　・寅年生まれの作家たち 1/5㊌～1/30㊐
　・新しい自分へ　進学・就職・一人暮らし・定年を迎える方へ 2/2㊌～3/9㊌
　・さくらの本展 3/12㊏～4/10㊐
（2） こどもとしょしつ展示
　・お正月・寅 12/1㊌～1/12㊌
　・作家［田島征三・田島征彦］ 1/5㊌～1/30㊐
　・冬・雪 〃　　　　
　・節分・鬼（節分2/3） 1/14㊎～2/3㊍
　・作家［竹下文子］ 2/1㊋～2/27㊐
　・ねこ（猫の日2/22）  〃　　　　
　・ひな祭り・お姫さま（ひな祭り3/3） 2/5㊏～3/3㊍
　・作家［あきやま　ただし］ 3/1㊋～3/30㊌
　・春がきた！ 〃　　　　
　・学校・友達 3/5㊏～3/30㊌

 

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
 1/5㊌～2/1㊋ 出張カキ小屋「牡蠣奉行」in 日立シビックセンター かき小屋実行委員会

 1/13㊍ 定期移動献血 日立市健康づくり推進課

1/15㊏～1/23㊐  令和3年度日立市芸術祭 日立市美術展覧会受賞作家展
   日立市・日立市文化協会

2/8㊋～3/16㊌  令和4年確定申告会場 関東信越国税局

 2/21㊊ 定期移動献血 日立市健康づくり推進課

 3/27㊐ 定期移動献血 日立市健康づくり推進課

音楽ホール
 1/16㊐ 第24回ヴォーカルアンサンブルフェスタいばらき
   茨城県合唱連盟、(公財)げんでん ふれあい茨城財団、茨城県高等学校文化連盟

 2/12㊏ 令和３年度　卒業研究・修了研究発表会
   茨城大学教育学部音楽教育教室 茨城大学大学院教育学研究科音楽教育専修

   茨城大学教育学部音楽選修専攻会

 2/20㊐ 日立能楽会新春発表会 日立能楽会

 2/23㊌㊗ ジョイントコンサート さくら女声合唱団40周年 コーロ・フローラ10周年
   さくら女声合唱団、コーロ・フローラ

 3/12㊏ 第13回ひたちこども芸術祭 ひたちこども芸術祭推進委員会・日立市

 3/21㊊㊗ 第45回全日本おかあさんコーラス茨城県大会 茨城県合唱連盟

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
 2/11㊎㊗ きゃりーぱみゅぱみゅ 10th ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ ２０２２
   HOTSTAFFプロモーション

 2/19㊏ 十王幼稚園・保育園　発表会
   学校法人 山の尾学園 認定こども園 十王幼稚園・保育園

 2/21㊊ SSH成果発表会 茨城県立日立第一高等学校・附属中学校

多賀市民会館/ホール
 2/20㊐ ヤマハ音楽教室発表会 （株）クシダピアノ社

 2/26㊏ ピティナステップ 全日本ピアノ指導者協会

 2/27㊐ 多賀高等学校吹奏楽部第5回定期演奏会 茨城県立多賀高等学校

 2/13㊐ one day 地代所悠×秋葉桃子 地代所悠・秋葉桃子
多用途ホール

 3/1㊋～3/6㊐ フレンドシップキルト展 日立国際交流協議会

 3/12㊏ 第13回ひたちこども芸術祭 ひたちこども芸術祭推進委員会・日立市

 3/22㊋～3/27㊐ ちいさな文化展 日立演劇連盟

ギャラリー

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。実施するイベントに
ついては、P.8 お正月イベントをご覧ください。
※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

※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
3/15㊋まで、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

2/19㊏
［参加料］ 無料
［対　象］ 小学生以上
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム

［運営協力］ 日本ドローンサッカー連盟
［申込み］ 12/16㊍ 10：00～
　　　　　（状況により当日受付あり）

9：30～12：00、12：30～16：00
（所要時間10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

アウトリーチプログラムを実施しています

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。

日立シビックセンターでは、日立市内を中心に、子ども達がさまざまな科学、文化、芸術に触れ、その魅力を知るための機会として、
アーティストや専門家を学校に派遣する取組である「アウトリーチプログラム」を実施しています。その取組内容について、いくつか
ご紹介いたします。

日立にゆかりのある演奏家が音楽室で行うコンサートです。音楽を「聴く」だけ

ではなく、楽曲にまつわる「お話」や「体験」を交えることで、音楽を身近に感じて

もらうプログラムです。ピアノや声楽、サックスやヴァイオリンなど多彩な演奏家が

児童に音楽の魅力を伝えています。

古来から続く個性豊かな郷土芸能を鑑賞及び体験することができる参加型のプロ

グラムです。演目は「獅子舞」「荒馬踊り」「エイサー」「ぶち合わせ太鼓」など。郷土

芸能を間近で感じてもらうとともに、礼儀・作法、言葉やしぐさの中に込められた

独特のよさや美しさについての理解を深めます。

日立シビックセンター科学館サクリエの職員が、幼稚園・保育園・認定こども園、小学

校にて、サイエンスショーや工作体験の講師を行うプログラムです。小学校では、体

育館の広さと高さを活かした、普段の科学館ではなかなかお見せできないダイナ

ミックな実験を披露することも！

音楽室コンサート

郷土芸能体験教室

出張サイエンスショー



　　　　　　　　　　　　　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 11：00～22：00（L.O. 21：00）
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

※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、上記イベントは
　中止または変更になる場合があります。

（1）キトちゃんおはなし会（おおむね３歳から）
　・1/15㊏　・2/19㊏　・3/26㊏
　各日14：00～14:30　各日先着12名
（2）らっこのおへや（0歳から）
　・1/19㊌　・1/26㊌　・2/9㊌　・2/16㊌　・3/16㊌　・3/23㊌
　各日11:00～11:30　各日先着8組
　応募　1月開催分　1/5㊌　9:30～
　　　　2月開催分　2/1㊋　9:30～
　　　　3月開催分　3/1㊋　9:30～
（1）・（2）共に電話または直接記念図書館へ

（1） 一般書展示
　・寅年生まれの作家たち 1/5㊌～1/30㊐
　・新しい自分へ　進学・就職・一人暮らし・定年を迎える方へ 2/2㊌～3/9㊌
　・さくらの本展 3/12㊏～4/10㊐
（2） こどもとしょしつ展示
　・お正月・寅 12/1㊌～1/12㊌
　・作家［田島征三・田島征彦］ 1/5㊌～1/30㊐
　・冬・雪 〃　　　　
　・節分・鬼（節分2/3） 1/14㊎～2/3㊍
　・作家［竹下文子］ 2/1㊋～2/27㊐
　・ねこ（猫の日2/22）  〃　　　　
　・ひな祭り・お姫さま（ひな祭り3/3） 2/5㊏～3/3㊍
　・作家［あきやま　ただし］ 3/1㊋～3/30㊌
　・春がきた！ 〃　　　　
　・学校・友達 3/5㊏～3/30㊌

 

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
 1/5㊌～2/1㊋ 出張カキ小屋「牡蠣奉行」in 日立シビックセンター かき小屋実行委員会

 1/13㊍ 定期移動献血 日立市健康づくり推進課

1/15㊏～1/23㊐  令和3年度日立市芸術祭 日立市美術展覧会受賞作家展
   日立市・日立市文化協会

2/8㊋～3/16㊌  令和4年確定申告会場 関東信越国税局

 2/21㊊ 定期移動献血 日立市健康づくり推進課

 3/27㊐ 定期移動献血 日立市健康づくり推進課

音楽ホール
 1/16㊐ 第24回ヴォーカルアンサンブルフェスタいばらき
   茨城県合唱連盟、(公財)げんでん ふれあい茨城財団、茨城県高等学校文化連盟

 2/12㊏ 令和３年度　卒業研究・修了研究発表会
   茨城大学教育学部音楽教育教室 茨城大学大学院教育学研究科音楽教育専修

   茨城大学教育学部音楽選修専攻会

 2/20㊐ 日立能楽会新春発表会 日立能楽会

 2/23㊌㊗ ジョイントコンサート さくら女声合唱団40周年 コーロ・フローラ10周年
   さくら女声合唱団、コーロ・フローラ

 3/12㊏ 第13回ひたちこども芸術祭 ひたちこども芸術祭推進委員会・日立市

 3/21㊊㊗ 第45回全日本おかあさんコーラス茨城県大会 茨城県合唱連盟

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
 2/11㊎㊗ きゃりーぱみゅぱみゅ 10th ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ ２０２２
   HOTSTAFFプロモーション

 2/19㊏ 十王幼稚園・保育園　発表会
   学校法人 山の尾学園 認定こども園 十王幼稚園・保育園

 2/21㊊ SSH成果発表会 茨城県立日立第一高等学校・附属中学校

多賀市民会館/ホール
 2/20㊐ ヤマハ音楽教室発表会 （株）クシダピアノ社

 2/26㊏ ピティナステップ 全日本ピアノ指導者協会

 2/27㊐ 多賀高等学校吹奏楽部第5回定期演奏会 茨城県立多賀高等学校

 2/13㊐ one day 地代所悠×秋葉桃子 地代所悠・秋葉桃子
多用途ホール

 3/1㊋～3/6㊐ フレンドシップキルト展 日立国際交流協議会

 3/12㊏ 第13回ひたちこども芸術祭 ひたちこども芸術祭推進委員会・日立市

 3/22㊋～3/27㊐ ちいさな文化展 日立演劇連盟

ギャラリー

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。実施するイベントに
ついては、P.8 お正月イベントをご覧ください。
※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

※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
3/15㊋まで、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

2/19㊏
［参加料］ 無料
［対　象］ 小学生以上
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム

［運営協力］ 日本ドローンサッカー連盟
［申込み］ 12/16㊍ 10：00～
　　　　　（状況により当日受付あり）

9：30～12：00、12：30～16：00
（所要時間10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

アウトリーチプログラムを実施しています

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。

日立シビックセンターでは、日立市内を中心に、子ども達がさまざまな科学、文化、芸術に触れ、その魅力を知るための機会として、
アーティストや専門家を学校に派遣する取組である「アウトリーチプログラム」を実施しています。その取組内容について、いくつか
ご紹介いたします。

日立にゆかりのある演奏家が音楽室で行うコンサートです。音楽を「聴く」だけ

ではなく、楽曲にまつわる「お話」や「体験」を交えることで、音楽を身近に感じて

もらうプログラムです。ピアノや声楽、サックスやヴァイオリンなど多彩な演奏家が

児童に音楽の魅力を伝えています。

古来から続く個性豊かな郷土芸能を鑑賞及び体験することができる参加型のプロ

グラムです。演目は「獅子舞」「荒馬踊り」「エイサー」「ぶち合わせ太鼓」など。郷土

芸能を間近で感じてもらうとともに、礼儀・作法、言葉やしぐさの中に込められた

独特のよさや美しさについての理解を深めます。

日立シビックセンター科学館サクリエの職員が、幼稚園・保育園・認定こども園、小学

校にて、サイエンスショーや工作体験の講師を行うプログラムです。小学校では、体

育館の広さと高さを活かした、普段の科学館ではなかなかお見せできないダイナ

ミックな実験を披露することも！

音楽室コンサート

郷土芸能体験教室

出張サイエンスショー



多摩六都科学館館長　高柳雄一声優　小野大輔

千住真理子
千住明 山洞智

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」

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12月7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12月3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12月3日現在の情報です。

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

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。

EVENT INFORMATION 掲載の各イベントについて

千住真理子リサイタル  ～ スペシャルゲスト 千住明 ～

©Kiyotaka Saito（SCOPE）

タッチ・ザ・スター上映記念イベント
～ プラネタリウム番組上映＆トークショー ～

［会　場］  日立シビックセンター 科学館ほか
［申込み］  受付中　電話 0294-24-7731
［対　象］  18歳以上（高校生不可）
［問合せ］  日立シビックセンター 科学館　電話 0294-24-7731

「シビック・サイエンス・スタッフ」 募集

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い合わせください。

［日　時］  原則毎月第4日曜日(ただし、活動内容によって内容変更になることがあります)
［会　場］  日立シビックセンター 科学館ほか
［参加料］  年会費 9,400円（日本宇宙少年団登録料、保険料含む）
［申込み］  2/26㊏～3/15㊋　ホームページP.2上部QRコードから
［対　象］  小学3年生～中学3年生(令和4年度時点)
［定　員］  13人
［問合せ］  日立シビックセンター 科学館　電話 0294-24-7731

「日本宇宙少年団 日立シビックセンター分団」 団員募集

実験・工作、天体観察などを行います。
※応募多数の場合は抽選となります。結果は3月下旬にお知らせします。

〈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

日立シビックセンター 日立市民会館 多賀市民会館

2022
1・2・3

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～

● 科学館・天球劇場は1月2日（日）から開館します。 詳しくはP．8をご確認ください。 ●


