
中川賢一
ⒸMika Oizumi

鵜木絵里
Ⓒ深谷義宣 aura.Y2

國末貞仁
ⒸAyane Shindo

イベント・展示

■日立シビックセンター科学館・天球劇場 ・開館時間　9：00～17：00（最終入館16：30）
・休館日　毎月最終月曜日、年末年始、3/23㊍〜3/24㊎

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

安藤享平

有効期限：2023/4/30㊐

3/19㊐ 10：30開演、14：45開演
全国★プラネタリアンライブ解説

［出　演］安藤享平（郡山市ふれあい科学館学芸員）
［申込み］受付中　HPにて

全国のプラネタリウムの名物解説員による、星空や宇宙に関するライブ解
説を行います。
「地上から世界一高いところにあるプラネタリウム」とギネスに認定された
プラネタリウムのベテラン解説員による解説です。

近 代 プ ラ ネ タ リ ウ ム 誕 生 1 0 0 年 企 画

※（　　）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

幼児・
障がい者入 館 料

科 学 館

天球劇場

セット券（科学館+天球劇場）

2023年2月10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8日現在の情報です。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点等により、掲載したイベント、チケット発売及び申込みは中止または変更となる場合がございます。

4/5㊌までの土日祝日と春休み
　①色変わりビーズストラップ
　　10：00、11：00、14：00、15：00
　②くるくるレインボー
　　10：30、11：30、14：30、15：30
4/8㊏からの土日祝日
　③ふわふわねんど
　　11：00、12：00、14：00、15：00
　④バウンドボール
　　11：30、12：30、14：30、15：30

①① ②②

③③ ④④

ひ ら め き 工 作

毎日
開催

サイエンスショー 
10：00～、11：15～、14：30～、
15：45～
「もえろもえろ！実験」よく燃えるにはどうする？
「空気砲の実験」巨大空気砲に挑戦！

通常上映 上映スケジュール
各番組の上映時間や内容は
HPからご確認ください。

東日本大震災の前と後で、海の環境や生物はどのように変化したのか、クイズ形式のパネル、
写真、イラストなどで紹介します。

3/1㊌～4/23㊐ 9：00～17：00

ミニ企画展示 「海と生きものとわたしたち
～3.11からの復興をめざして～」

［企画・製作］東北マリンサイエンス拠点形成事業　　［協　力］全国科学館連携協議会
［対　象］科学館入館者 アルギン酸ナトリウムと塩化カルシウムで、カラフルなつぶを

作る実験をします。

3/6㊊ 15：30～17：00

放課後かがくクラブ

［会　場］オリエンテーションルーム
［料　金］無料　※入館料不要
［対　象］小学生

星めぐり☆プラネタリウム

土日祝日

ゆったりシエスタ★
プラネタリウム

平日ⒸGEFA GmbH & Co KG und Softmachine GmbH GbR,
  Softmachine Immersive Productions GmbH, 
Experimenta-Science Center 
der Region Heilbronn-Franken gGmbH, 
Pixable Studios/Mastersolution AG

ショーティと
魔法のサンゴ礁

ⒸKAGAYA studio

星の旅 -世界編-

サクリエとハレニコでスタンプを10個集めると、両施設の招待券をプレゼント！～3/31㊎
サクニコ！スタンプラリー

Ⓒチャギントン

チャギントン　  　　   
～星空にレッツライド！～

　　　 with つるの剛士

本日のイベントスケジュールはこちらからご確認ください→

　・上映時間ごとに番組が異なります。詳細は右記QRコード「上映スケジュール」からご確認ください。
　・上映開始後の途中入場はできません。お時間に余裕をもってご来館ください。
ハローキティ
トゥインクル☆
　　ムーンライト

Ⓒ1976, 2020 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO.L635721
ⒸEXPLORERS JAPAN, Ltd

3/19㊐ 15：00開演
tricolor BIGBAND LIVE
［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］全席自由　3,000円
 ※シビックメンバーズ200円引、
 　特別会員300円引、未就学児入場不可
［申込み］受付中　0294-24-7720
 またはチケットぴあ、ローソンチケットにて

アイルランド音楽やケルト音楽をベースにした
オ リ ジ ナ ル の 音 楽 を 演 奏、 連 続 テ レ ビ 小 説
「マッサン」 や大河ドラマ 「西郷どん」 の音楽に
バンドで参加するなど、 精力的に活動を続ける
tricolor （トリコロール）がビッグバンド編成で
お贈りするスペシャルライブです。
※画像の編成とは一部異なります

3/18㊏ 15：00～17：00
［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］1,500円
［対　象］18歳以上
［申込み］受付中　HPにて

お家にあるギターやリコーダーなどの楽器を持ち寄り、tricolorの3人と
一緒にアイルランド音楽を奏でてみませんか。
アイルランド音楽は初めての方、久しぶりに楽器を演奏したい方、　　　
ぜひご参加ください。

関連イベント
楽器の［リピート］プロジェクト×tricolor

3/21㊋㊗ 14：00開演
中川賢一プロデュース 親子で楽しむ音楽会

［出　演］中川賢一（ピアノ）、鵜木絵里（ソプラノ）、
 國末貞仁（サックス）
［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1,200円、高校生以下500円、
 親子ペア1,500円
　　　　※シビックメンバーズ各200円引、
 　特別会員各300円引、5歳未満入場不可
［申込み］受付中　0294-24-7720
歌、ピアノ、サックスが織りなすとびっきりの音楽を、ぜひご家族全員でお楽しみください。

3/11㊏ 14：00開演

アトリウムコンサート 願い・祈り・希望に想いを寄せて
あの日からあしたへ～祈りのコンサート～

［出　演］アンサンブル・ローゼとすてきな仲間たち
［会　場］日立シビックセンターアトリウム
［料　金］無料

東日本大震災のあの日をともに振り返り、
あしたへの希望と平和の祈りを、 音楽に込めて。

3/26㊐ 13：30開演
日立市少年少女合唱団設立55周年記念 あいあいコンサート

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］無料
［申込み］当日受付

日立市少年少女合唱団は、 昭和42年に設立され、
昨年11月に55周年を迎えました。
私たちのこれまでの成果を、 どうぞお聴きください。
また、 日立市少年少女合唱団では一緒に活動する
団員を募集しています！
募集の詳細はP.3 「募集情報」 をご確認ください。

4/16㊐ 14：00開演
ひたちジュニア弦楽合奏団 スプリングコンサート
［会　場］ 日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］ 無料
［申込み］ 当日受付
日立シビックセンターを拠点に活動する弦楽合奏団、
ひたちジュニア弦楽合奏団のコンサートです。
小学生～高校生の団員が明るく元気な演奏を披露
します。
日頃の練習の成果をぜひご覧ください！
ま た、 ひ た ち ジ ュ ニ ア 弦 楽 合 奏 団 で は 一 緒 に 活 動
する団員を募集しています！
募集の詳細はP.3 「募集情報」 をご確認ください。

アロマの香りと満天の星をお楽しみいただく、癒しのプラネタリウムです。
春をイメージした香りに包まれながら、のんびりと星を眺めてみませんか？

4/15㊏、4/16㊐ 18：00開演
［申込み］ 当日受付

アロマヒーリングプラネタリウム～春の香り～
特別上映

3/25㊏～4/9㊐

アトリウム装飾・春
「新中学生の誓い～さくらで彩るシビック」
［制　作］ 日立市内の小学6年生（令和4年度小学校卒業生）ほか
［会　場］ 日立シビックセンターアトリウム
［料　金］ 無料
新中学生たちの未来へ誓ったさくら色の「決意」がアトリウムを彩ります。
希望に満ちたさくらが揺れるシビックをお楽しみください。

3/11㊏ 10：00～15：00
第14回ひたちこども芸術祭

［会　場］ 日立シビックセンター音楽ホール、アトリウム、
 ギャラリー、会議室
［料　金］ 無料　※一部コーナー有料
日立市文化少年団と日立市内で文化活動に取り組む子どもたち　
によるステージ発表や、親子で楽しめる体験・展示コーナーが　　
盛りだくさんです。

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。

SDGsについてカルタを通して学びましょう！
使用するカルタは文章もイラストも高校生の手作りです。
高校生によるプレゼンも行います。

3/12㊐ ①11：00～11：45　②13：30～15：00  ※カルタの展示は3/1㊌～3/31㊎

サクリエ☆スクール「カルタで学ぼうSDGs！
～with竹園高校SDGsサークル～」
［協　力］茨城県立竹園高等学校SDGsサークル
［料　金］無料　※別途科学館入館料が必要
［対　象］ ①小学1年生～中学3年生とその保護者
 ②科学館当日入館者
［申込み］①受付中　HPにて　②当日受付

NEW

「チコちゃんに叱られる!」ⒸNHK

プラネタリウムでチコちゃんに
叱られる！チコとキョエの宇宙
大冒険！無知との遭遇

坂本真綾 安元洋貴

声優　坂本真綾・安元洋貴による星空のオート解説が始まりました！
プラネタリウム番組と2本立てで人気声優のナレーションによる星空のオート解説をお楽しみください！
※対象の上映回は、右上QRコード「上映スケジュール」からご確認ください。

※イメージです

NEW

平　日 土日祝日

10：30
（㊊のみ）

13：00

14：15

15：30

9：30

10：30

11：45

13：45

14：45

16：00

上映開始時間

14

※3/11㊏は～15：00（特別展示）3/4㊏～3/11㊏ 8：50～22：10

3/1㊌上映開始

［料　金］ 全て200円
［申込み］ 当日受付　8階インフォメーションの券売機で
  整理券をお買い求めください

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

2023.3-4

HP申込みは
こちらから→

←日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館の

　HPはこちらからご確認ください

科学館サクリエ

天球劇場

ベビーシッターサービスについて
開催日の原則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。
詳細は各イベントのHPからご確認ください。
（料金　お子様1名につき1,000円）

コンサート



ワークショップ・講座

上演・上映

※イメージです

■日立シビックセンター ・チケット取扱い　9：00 ～ 18：00 ・休館日　毎月最終月曜日、年末年始
　※科学館・天球劇場はP.4下欄参照

☎  0294-24-7711
〒317-0073  茨城県日立市幸町1-21-1

■日立市民会館 ・チケット取扱い　9：00 ～ 17：30 ・休館日　毎週火曜日、年末年始☎  0294-22-6481
〒317-0063  茨城県日立市若葉町1-5-8

■多賀市民会館 ・チケット取扱い　9：00 ～ 17：30 ・休館日　毎週火曜日、年末年始☎  0294-34-1727
〒316-0013  茨城県日立市千石町2-4-20

多賀市民会館／ホール
 4/1㊏ ピアノ発表会 ……………………………………………………… 沙羅の会
 4/22㊏ 第48回民謡を楽しむつどい ……………………………………民謡法濤会
 4/23㊐ コンセールMIKI会音楽会………………………………コンセールMIKI会

貸館情報 月日／催物名／主催

 3/12㊐ 明秀学園日立高等学校吹奏楽部スプリングコンサート2023
  …………………………………………………… 明秀学園日立高等学校吹奏楽部

 3/25㊏ 茨城県立日立北高等学校吹奏楽部第5回定期演奏会
  ……………………………………… 茨城県立日立北高等学校吹奏楽部

 3/26㊐ ペースミュージックフェスティバル ……… ペースひたちなか研究会

 4/23㊐ 創立30周年記念第12回定期演奏会 …………… 常磐ひたちメンネルコール

音楽ホール

 3/5㊐ 百年塾フェスタ part2 ……………… ひたち生き生き百年塾推進本部

 4/29㊏㊗ 第17回大人のためのミニコンサート ………………………… 田沼靖子

多用途ホール

日立シビックセンター  3/1㊌～3/5㊐ 第18回フレンドシップ・キルト展
  ………日立国際交流協議会、第18回フレンドシップ・キルト展実行委員会 
 3/13㊊～3/26㊐ 毎日パンダ写真展 ………………日立市ジャイアントパンダ誘致推進会議
 4/10㊊～4/15㊏ 第43回新世紀美術協会茨城支部展……………新世紀美術協会茨城支部

ギャラリー

 3/11㊏・4/3㊊ 新都市広場移動献血 …………………………茨城県赤十字血液センター
 3/18㊏～3/19㊐ ひたちまちなかテラスマーケット5 ………………… rain coat studio
 4/8㊏～4/9㊐ ひたちまちなかテラスマーケット6 ………………… rain coat studio

新都市広場／マーブルホール

3/5㊐ 10：00～13：00

シビックサロン
「アトリウム茶会―春」

［講　師］日立茶道連盟　裏千家　澁谷宗康社中
［会　場］日立シビックセンターアトリウム
［料　金］350円
［申込み］当日受付　※先着40名

椅子に座って行うお茶会です。お子様から大人の方まで
どなたでもお楽しみいただけます。

3/19㊐ 10：00～11：30、14：00～15：30
フラダンスワークショップ
［講　師］ 富岡かず恵
 （日立市内フラダンスインストラクター）
［会　場］ 日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］ 1,500円
［対　象］ 小学生～中学生
［申込み］ 受付中　HPにて
ホールで照明を浴びながら、みんなで楽しくフラダンスを
体験してみませんか？
初心者でも安心して参加できる内容です。

トピックス

4/22㊏ 10：30～12：00、14：00～15：30
親子で打楽器体験
［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
［料　金］ 一般1,200円、小学生以下500円、
 親子ペア1,500円
［対　象］ 小学生とその保護者
［申込み］ 3/25㊏　10：00～　HPにて
親子で楽しめるワークショップです。普段触ることのできない打楽器を
体験してみませんか？音の出し方が分からなくても大丈夫！日立で
活躍する演奏家がやさしく丁寧に教えてくれます。

3/26㊐ 10：00～15：50のうち20分
春休み楽器体験会「はじめてのヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ」
［講　師］山崎響子、澤康子、土肥敬、岡田悠紀（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、スタジオ
［料　金］200円　※兄弟が同じ時間枠で参加される場合は2人で300円
［対　象］小学1年生～中学3年生（令和5年度時点）
［申込み］受付中　HPにて
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をしている先生が、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！

5/27㊏ 18：00開演

湘南乃風『風伝説 20周年記念TOUR2023
祭の方法教えてやろう 野郎ども声だせYo！わっしょい！』

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　8,500円　※3歳未満入場不可
［申込み］3/25㊏　9：00～　0294-22-6481
湘南乃風20周年記念
第2弾!!　Road to 最終章
全国に20年間培った湘南乃風のライブを魅せる感謝行脚！

6/4㊐ 11：00開演、14：30開演
仮面ライダースーパーライブ2023
［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　3,800円、3歳未満膝上鑑賞無料
 　　　　　　　　　（座席が必要な場合は有料）
 ※当日券4,000円、シビックメンバーズ3,600円
［チケット］2/19㊐　9：00〜　0294-22-6481
目の前で繰り広げられる超絶バトルに大興奮!!
完全オリジナルストーリーで、テレビや映画とは一味違った仮面ライダーの
活躍が見られます。子どもから大人まで家族そろってお楽しみいただける
迫力満点のスペシャルなライブステージです！

　この度、日立市内在住の米元七海さんが「シビックアンバサダー」に
就任しました。
　日立シビックセンターや日立・多賀市民会館のイベント情報を、子育て
世代に寄り添った目線で発信しています。
　皆様のフォローをお待ちしております！

Twitter▶
＠hitachi773

Instagram▶
＠hareniko773

シビックアンバサダーが情報発信中！

詳しくは
こちらから

・チケット料金割引
・チケット先行予約
・科学館・天球劇場入館料割引
・ミュージアムショップ商品割引
・メールでのイベント案内
・提携店舗・レジャー施設での割引
などの各種特典が受けられます！

シビックメンバーズ会員募集中！

募集情報
日本宇宙少年団 日立シビックセンター分団
団員募集
［活動日］ 原則毎月第4日曜日　※活動内容によって変更あり
［会　場］ 日立シビックセンター科学館ほか
［参加料］ 年会費8,800円
 （日本宇宙少年団登録料、保険料含む）
［対　象］ 小学3年生～中学3年生（令和5年度時点）
［定　員］ 10名程度
［申込み］ ～3/18㊏　HPにて
「宇宙飛行士になろう」 をテーマに実験 ・ 工作、
天体観察などの活動を月 1 回程度行います。
星や宇宙、 科学が好きな仲間と一緒に楽しく活動
してみませんか？
※応募者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。

シビック・サイエンス・スタッフ（ボランティアスタッフ）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　0294-24-7731

〈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科学館サクリエでは、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。

日立市少年少女合唱団 団員募集（①ジュニアクラス ②シニアクラス）
［活動日］ 毎週土曜日　①14：30～16：30
 　　　　　　②16：40～17：50
［会　場］ 中小路交流センター（日立市民会館3階）
［参加料］ ①2,000円/月　②1,500円/月
 ※変更となる可能性あり
［対　象］ ①日立市内の小学1年生～小学6年生
 ②日立市内の中学1年生～高校3年生
［申込み］ 受付中
 日立市民会館窓口または0294-22-6481
歌が好きな子、お友達と歌ってみたい子はもちろん、音楽未経験者も大歓迎です。

ひたちとアジアの文化交流をすすめる会
会員募集
［定例会］ 原則毎月第３金曜日　13：30～15：00
 ※その他年に数回イベント実施
［会　場］ 日立シビックセンター会議室ほか
［参加料］ 年会費無料　※イベント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　0294-24-7711またはHPから

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。

Ⓒ臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2022

Ⓒ2022「アキラとあきら」製作委員会

3/5㊐ 10：00開演、14：00開演
「映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝」上映会
［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］全席自由　一般1,100円、高校生以下700円、
 子どもペア（高校生以下2枚1組）1,100円
　  ※シビックメンバーズ各200円引、
 　特別会員各300円引（いずれも子どもペアを除く）
［チケット］ 発売中　日立市民会館、多賀市民会館、
 日立シビックセンター、ゆうゆう十王Jホールにて
映画クレヨンしんちゃん第30作目は忍法で地球を救う超忍者アクション！
“しんのすけ”は野原家じゃなくて…忍者の子だった!?
映画30作品目にして明かされる出生の真実とは――!?

メガバンクを舞台に、貧しい幼少期を過ごし、“人のために金を貸す”という信念を持つ
青年と、仕事に対して冷めている御曹司の、対称的なふたりの新入社員の姿を描く。

3/18㊏ 10：00開演、14：00開演
映画「アキラとあきら」上映会
［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席自由　一般1,100円
 ※シビックメンバーズ200円引、特別会員300円引
 　池井戸潤原作小説提示、または日立市立図書館で
 　池井戸潤原作小説を借りたレシート提示で200円引
［チケット］発売中　日立市民会館、多賀市民会館、
 日立シビックセンター、ゆうゆう十王Jホールにて

茨城県内から集まった様々なジャンルのダンスチームが、
日立シビックセンター新都市広場に一堂に会してダンスを
披露します。
また、イベントへの参加チームも募集しています。
詳細はHPからご確認ください。

4/29㊏㊗ 第1部  11：00開演、 第2部  13：30開演
Civic Dance Fes.2023 Spring

［会　場］日立シビックセンター新都市広場
［料　金］無料

3/25㊏、3/26㊐ 10：00開演

ひたち街角小劇場第58弾 県北地区高等学校演劇祭
第11回春季フェスティバル

［出　演］県北地区高等学校演劇部等
［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］全席自由　無料
［申込み］当日受付

ひたち街角小劇場は、2013年から高等学校演劇部の皆様とと も 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。
高校生の伸びやかで情熱溢れる舞台をぜひご覧ください。

5/6㊏ 12：00開演
レッツ・ブラスinパティオ 演奏参加者募集

［会　場］日立シビックセンター新都市広場　※雨天時は音楽ホール
［参加料］一般500円、高校生以下300円
 （当日資料代として）
［対　象］吹奏楽の楽器演奏経験がある方
 ※楽器は各自でご持参ください
［定　員］200名　※先着順
［申込み］3/1㊌　10：00～
 0294-24-7755またはHPから
参加者の皆さんで創る屋外吹奏楽コンサート。
当日限りの大編成バンドで演奏してみませんか？

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
［参加料］6,000円/月
［対　象］小学2年生～高校3年生の弦楽器を
 習っている方、部活動などで取り組んで
 いる方
［募集パート］ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス
［申込み］受付中
 0294-24-7755またはHPから
小学2年生から高校3年生の団員が弦楽合奏やアンサンブルに取り組んでいます。
色々な学校・年齢のお友達と一緒に楽しく演奏しましょう！楽器の貸出制度もあります。

5/6㊏～2024/3/30㊏
はじめてみよう弦楽器～ヴァイオリン・チェロ～

［活動日］月3回土曜日13：00～14：00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］3,000円/月（予定）
［対　象］小学1年生～高校2年生（令和5年度時点）
［定　員］ヴァイオリン10名、チェロ5名
［申込み］3/18㊏　10：00～4/18㊋　17：30
 0294-24-7755またはHPから
［説明会］5/6㊏　13：00～14：00
初心者大歓迎！楽器を習ってみたい方、シビックセンターで弦楽器を始めてみませんか。楽器を習うのは
初めてでも、楽器は持っていなくても、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。詳細は下の記事をご確認
　ください。

※受付9：00、パート練習9：30～10：20、合奏RH10：20～11：30

※開演時間は変更となる可能性あり

［年会費］ 一般会員2,000円、
 法人会員1口10,000円
 ※年度ごと更新

チケット前売・予約情報

シビ
ック
　太
郎

バー
コー
ド

シビック
　太郎

バーコー
ド

シビック　太郎 バーコード

2023年度
会員は

受付開始!
から3/1㊌
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ワークショップ・講座

上演・上映

※イメージです

■日立シビックセンター ・チケット取扱い　9：00 ～ 18：00 ・休館日　毎月最終月曜日、年末年始
　※科学館・天球劇場はP.4下欄参照

☎  0294-24-7711
〒317-0073  茨城県日立市幸町1-21-1

■日立市民会館 ・チケット取扱い　9：00 ～ 17：30 ・休館日　毎週火曜日、年末年始☎  0294-22-6481
〒317-0063  茨城県日立市若葉町1-5-8

■多賀市民会館 ・チケット取扱い　9：00 ～ 17：30 ・休館日　毎週火曜日、年末年始☎  0294-34-1727
〒316-0013  茨城県日立市千石町2-4-20

多賀市民会館／ホール
 4/1㊏ ピアノ発表会 ……………………………………………………… 沙羅の会
 4/22㊏ 第48回民謡を楽しむつどい ……………………………………民謡法濤会
 4/23㊐ コンセールMIKI会音楽会………………………………コンセールMIKI会

貸館情報 月日／催物名／主催

 3/12㊐ 明秀学園日立高等学校吹奏楽部スプリングコンサート2023
  …………………………………………………… 明秀学園日立高等学校吹奏楽部

 3/25㊏ 茨城県立日立北高等学校吹奏楽部第5回定期演奏会
  ……………………………………… 茨城県立日立北高等学校吹奏楽部

 3/26㊐ ペースミュージックフェスティバル ……… ペースひたちなか研究会

 4/23㊐ 創立30周年記念第12回定期演奏会 …………… 常磐ひたちメンネルコール

音楽ホール

 3/5㊐ 百年塾フェスタ part2 ……………… ひたち生き生き百年塾推進本部

 4/29㊏㊗ 第17回大人のためのミニコンサート ………………………… 田沼靖子

多用途ホール

日立シビックセンター  3/1㊌～3/5㊐ 第18回フレンドシップ・キルト展
  ………日立国際交流協議会、第18回フレンドシップ・キルト展実行委員会 
 3/13㊊～3/26㊐ 毎日パンダ写真展 ………………日立市ジャイアントパンダ誘致推進会議
 4/10㊊～4/15㊏ 第43回新世紀美術協会茨城支部展……………新世紀美術協会茨城支部

ギャラリー

 3/11㊏・4/3㊊ 新都市広場移動献血 …………………………茨城県赤十字血液センター
 3/18㊏～3/19㊐ ひたちまちなかテラスマーケット5 ………………… rain coat studio
 4/8㊏～4/9㊐ ひたちまちなかテラスマーケット6 ………………… rain coat studio

新都市広場／マーブルホール

3/5㊐ 10：00～13：00

シビックサロン
「アトリウム茶会―春」

［講　師］日立茶道連盟　裏千家　澁谷宗康社中
［会　場］日立シビックセンターアトリウム
［料　金］350円
［申込み］当日受付　※先着40名

椅子に座って行うお茶会です。お子様から大人の方まで
どなたでもお楽しみいただけます。

3/19㊐ 10：00～11：30、14：00～15：30
フラダンスワークショップ
［講　師］ 富岡かず恵
 （日立市内フラダンスインストラクター）
［会　場］ 日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］ 1,500円
［対　象］ 小学生～中学生
［申込み］ 受付中　HPにて
ホールで照明を浴びながら、みんなで楽しくフラダンスを
体験してみませんか？
初心者でも安心して参加できる内容です。

トピックス

4/22㊏ 10：30～12：00、14：00～15：30
親子で打楽器体験
［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
［料　金］ 一般1,200円、小学生以下500円、
 親子ペア1,500円
［対　象］ 小学生とその保護者
［申込み］ 3/25㊏　10：00～　HPにて
親子で楽しめるワークショップです。普段触ることのできない打楽器を
体験してみませんか？音の出し方が分からなくても大丈夫！日立で
活躍する演奏家がやさしく丁寧に教えてくれます。

3/26㊐ 10：00～15：50のうち20分
春休み楽器体験会「はじめてのヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ」
［講　師］山崎響子、澤康子、土肥敬、岡田悠紀（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、スタジオ
［料　金］200円　※兄弟が同じ時間枠で参加される場合は2人で300円
［対　象］小学1年生～中学3年生（令和5年度時点）
［申込み］受付中　HPにて
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をしている先生が、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！

5/27㊏ 18：00開演

湘南乃風『風伝説 20周年記念TOUR2023
祭の方法教えてやろう 野郎ども声だせYo！わっしょい！』

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　8,500円　※3歳未満入場不可
［申込み］3/25㊏　9：00～　0294-22-6481
湘南乃風20周年記念
第2弾!!　Road to 最終章
全国に20年間培った湘南乃風のライブを魅せる感謝行脚！

6/4㊐ 11：00開演、14：30開演
仮面ライダースーパーライブ2023
［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　3,800円、3歳未満膝上鑑賞無料
 　　　　　　　　　（座席が必要な場合は有料）
 ※当日券4,000円、シビックメンバーズ3,600円
［チケット］2/19㊐　9：00〜　0294-22-6481
目の前で繰り広げられる超絶バトルに大興奮!!
完全オリジナルストーリーで、テレビや映画とは一味違った仮面ライダーの
活躍が見られます。子どもから大人まで家族そろってお楽しみいただける
迫力満点のスペシャルなライブステージです！

　この度、日立市内在住の米元七海さんが「シビックアンバサダー」に
就任しました。
　日立シビックセンターや日立・多賀市民会館のイベント情報を、子育て
世代に寄り添った目線で発信しています。
　皆様のフォローをお待ちしております！

Twitter▶
＠hitachi773

Instagram▶
＠hareniko773

シビックアンバサダーが情報発信中！

詳しくは
こちらから

・チケット料金割引
・チケット先行予約
・科学館・天球劇場入館料割引
・ミュージアムショップ商品割引
・メールでのイベント案内
・提携店舗・レジャー施設での割引
などの各種特典が受けられます！

シビックメンバーズ会員募集中！

募集情報
日本宇宙少年団 日立シビックセンター分団
団員募集
［活動日］ 原則毎月第4日曜日　※活動内容によって変更あり
［会　場］ 日立シビックセンター科学館ほか
［参加料］ 年会費8,800円
 （日本宇宙少年団登録料、保険料含む）
［対　象］ 小学3年生～中学3年生（令和5年度時点）
［定　員］ 10名程度
［申込み］ ～3/18㊏　HPにて
「宇宙飛行士になろう」 をテーマに実験 ・ 工作、
天体観察などの活動を月 1 回程度行います。
星や宇宙、 科学が好きな仲間と一緒に楽しく活動
してみませんか？
※応募者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。

シビック・サイエンス・スタッフ（ボランティアスタッフ）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　0294-24-7731

〈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科学館サクリエでは、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。

日立市少年少女合唱団 団員募集（①ジュニアクラス ②シニアクラス）
［活動日］ 毎週土曜日　①14：30～16：30
 　　　　　　②16：40～17：50
［会　場］ 中小路交流センター（日立市民会館3階）
［参加料］ ①2,000円/月　②1,500円/月
 ※変更となる可能性あり
［対　象］ ①日立市内の小学1年生～小学6年生
 ②日立市内の中学1年生～高校3年生
［申込み］ 受付中
 日立市民会館窓口または0294-22-6481
歌が好きな子、お友達と歌ってみたい子はもちろん、音楽未経験者も大歓迎です。

ひたちとアジアの文化交流をすすめる会
会員募集
［定例会］ 原則毎月第３金曜日　13：30～15：00
 ※その他年に数回イベント実施
［会　場］ 日立シビックセンター会議室ほか
［参加料］ 年会費無料　※イベント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　0294-24-7711またはHPから

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。

Ⓒ臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2022

Ⓒ2022「アキラとあきら」製作委員会

3/5㊐ 10：00開演、14：00開演
「映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝」上映会
［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］全席自由　一般1,100円、高校生以下700円、
 子どもペア（高校生以下2枚1組）1,100円
　  ※シビックメンバーズ各200円引、
 　特別会員各300円引（いずれも子どもペアを除く）
［チケット］ 発売中　日立市民会館、多賀市民会館、
 日立シビックセンター、ゆうゆう十王Jホールにて
映画クレヨンしんちゃん第30作目は忍法で地球を救う超忍者アクション！
“しんのすけ”は野原家じゃなくて…忍者の子だった!?
映画30作品目にして明かされる出生の真実とは――!?

メガバンクを舞台に、貧しい幼少期を過ごし、“人のために金を貸す”という信念を持つ
青年と、仕事に対して冷めている御曹司の、対称的なふたりの新入社員の姿を描く。

3/18㊏ 10：00開演、14：00開演
映画「アキラとあきら」上映会
［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席自由　一般1,100円
 ※シビックメンバーズ200円引、特別会員300円引
 　池井戸潤原作小説提示、または日立市立図書館で
 　池井戸潤原作小説を借りたレシート提示で200円引
［チケット］発売中　日立市民会館、多賀市民会館、
 日立シビックセンター、ゆうゆう十王Jホールにて

茨城県内から集まった様々なジャンルのダンスチームが、
日立シビックセンター新都市広場に一堂に会してダンスを
披露します。
また、イベントへの参加チームも募集しています。
詳細はHPからご確認ください。

4/29㊏㊗ 第1部  11：00開演、 第2部  13：30開演
Civic Dance Fes.2023 Spring

［会　場］日立シビックセンター新都市広場
［料　金］無料

3/25㊏、3/26㊐ 10：00開演

ひたち街角小劇場第58弾 県北地区高等学校演劇祭
第11回春季フェスティバル

［出　演］県北地区高等学校演劇部等
［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］全席自由　無料
［申込み］当日受付

ひたち街角小劇場は、2013年から高等学校演劇部の皆様とと も 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。
高校生の伸びやかで情熱溢れる舞台をぜひご覧ください。

5/6㊏ 12：00開演
レッツ・ブラスinパティオ 演奏参加者募集

［会　場］日立シビックセンター新都市広場　※雨天時は音楽ホール
［参加料］一般500円、高校生以下300円
 （当日資料代として）
［対　象］吹奏楽の楽器演奏経験がある方
 ※楽器は各自でご持参ください
［定　員］200名　※先着順
［申込み］3/1㊌　10：00～
 0294-24-7755またはHPから
参加者の皆さんで創る屋外吹奏楽コンサート。
当日限りの大編成バンドで演奏してみませんか？

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
［参加料］6,000円/月
［対　象］小学2年生～高校3年生の弦楽器を
 習っている方、部活動などで取り組んで
 いる方
［募集パート］ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス
［申込み］受付中
 0294-24-7755またはHPから
小学2年生から高校3年生の団員が弦楽合奏やアンサンブルに取り組んでいます。
色々な学校・年齢のお友達と一緒に楽しく演奏しましょう！楽器の貸出制度もあります。

5/6㊏～2024/3/30㊏
はじめてみよう弦楽器～ヴァイオリン・チェロ～

［活動日］月3回土曜日13：00～14：00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］3,000円/月（予定）
［対　象］小学1年生～高校2年生（令和5年度時点）
［定　員］ヴァイオリン10名、チェロ5名
［申込み］3/18㊏　10：00～4/18㊋　17：30
 0294-24-7755またはHPから
［説明会］5/6㊏　13：00～14：00
初心者大歓迎！楽器を習ってみたい方、シビックセンターで弦楽器を始めてみませんか。楽器を習うのは
初めてでも、楽器は持っていなくても、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。詳細は下の記事をご確認
　ください。

※受付9：00、パート練習9：30～10：20、合奏RH10：20～11：30

※開演時間は変更となる可能性あり

［年会費］ 一般会員2,000円、
 法人会員1口10,000円
 ※年度ごと更新

チケット前売・予約情報

シビ
ック
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郎
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ド
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ド

シビック　太郎 バーコード

2023年度
会員は

受付開始!
から3/1㊌
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中川賢一
ⒸMika Oizumi

鵜木絵里
Ⓒ深谷義宣 aura.Y2

國末貞仁
ⒸAyane Shindo

イベント・展示

■日立シビックセンター科学館・天球劇場 ・開館時間　9：00～17：00（最終入館16：30）
・休館日　毎月最終月曜日、年末年始、3/23㊍〜3/24㊎

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

安藤享平

有効期限：2023/4/30㊐

3/19㊐ 10：30開演、14：45開演
全国★プラネタリアンライブ解説

［出　演］安藤享平（郡山市ふれあい科学館学芸員）
［申込み］受付中　HPにて

全国のプラネタリウムの名物解説員による、星空や宇宙に関するライブ解
説を行います。
「地上から世界一高いところにあるプラネタリウム」とギネスに認定された
プラネタリウムのベテラン解説員による解説です。

近 代 プ ラ ネ タ リ ウ ム 誕 生 1 0 0 年 企 画

※（　　）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

幼児・
障がい者入 館 料

科 学 館

天球劇場

セット券（科学館+天球劇場）

2023年2月10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8日現在の情報です。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点等により、掲載したイベント、チケット発売及び申込みは中止または変更となる場合がございます。

4/5㊌までの土日祝日と春休み
　①色変わりビーズストラップ
　　10：00、11：00、14：00、15：00
　②くるくるレインボー
　　10：30、11：30、14：30、15：30
4/8㊏からの土日祝日
　③ふわふわねんど
　　11：00、12：00、14：00、15：00
　④バウンドボール
　　11：30、12：30、14：30、15：30

①① ②②

③③ ④④

ひ ら め き 工 作

毎日
開催

サイエンスショー 
10：00～、11：15～、14：30～、
15：45～
「もえろもえろ！実験」よく燃えるにはどうする？
「空気砲の実験」巨大空気砲に挑戦！

通常上映 上映スケジュール
各番組の上映時間や内容は
HPからご確認ください。

東日本大震災の前と後で、海の環境や生物はどのように変化したのか、クイズ形式のパネル、
写真、イラストなどで紹介します。

3/1㊌～4/23㊐ 9：00～17：00

ミニ企画展示 「海と生きものとわたしたち
～3.11からの復興をめざして～」

［企画・製作］東北マリンサイエンス拠点形成事業　　［協　力］全国科学館連携協議会
［対　象］科学館入館者 アルギン酸ナトリウムと塩化カルシウムで、カラフルなつぶを

作る実験をします。

3/6㊊ 15：30～17：00

放課後かがくクラブ

［会　場］オリエンテーションルーム
［料　金］無料　※入館料不要
［対　象］小学生

星めぐり☆プラネタリウム

土日祝日

ゆったりシエスタ★
プラネタリウム

平日ⒸGEFA GmbH & Co KG und Softmachine GmbH GbR,
  Softmachine Immersive Productions GmbH, 
Experimenta-Science Center 
der Region Heilbronn-Franken gGmbH, 
Pixable Studios/Mastersolution AG

ショーティと
魔法のサンゴ礁

ⒸKAGAYA studio

星の旅 -世界編-

サクリエとハレニコでスタンプを10個集めると、両施設の招待券をプレゼント！～3/31㊎
サクニコ！スタンプラリー

Ⓒチャギントン

チャギントン　  　　   
～星空にレッツライド！～

　　　 with つるの剛士

本日のイベントスケジュールはこちらからご確認ください→

　・上映時間ごとに番組が異なります。詳細は右記QRコード「上映スケジュール」からご確認ください。
　・上映開始後の途中入場はできません。お時間に余裕をもってご来館ください。
ハローキティ
トゥインクル☆
　　ムーンライト

Ⓒ1976, 2020 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO.L635721
ⒸEXPLORERS JAPAN, Ltd

3/19㊐ 15：00開演
tricolor BIGBAND LIVE
［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］全席自由　3,000円
 ※シビックメンバーズ200円引、
 　特別会員300円引、未就学児入場不可
［申込み］受付中　0294-24-7720
 またはチケットぴあ、ローソンチケットにて

アイルランド音楽やケルト音楽をベースにした
オ リ ジ ナ ル の 音 楽 を 演 奏、 連 続 テ レ ビ 小 説
「マッサン」 や大河ドラマ 「西郷どん」 の音楽に
バンドで参加するなど、 精力的に活動を続ける
tricolor （トリコロール）がビッグバンド編成で
お贈りするスペシャルライブです。
※画像の編成とは一部異なります

3/18㊏ 15：00～17：00
［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］1,500円
［対　象］18歳以上
［申込み］受付中　HPにて

お家にあるギターやリコーダーなどの楽器を持ち寄り、tricolorの3人と
一緒にアイルランド音楽を奏でてみませんか。
アイルランド音楽は初めての方、久しぶりに楽器を演奏したい方、　　　
ぜひご参加ください。

関連イベント
楽器の［リピート］プロジェクト×tricolor

3/21㊋㊗ 14：00開演
中川賢一プロデュース 親子で楽しむ音楽会

［出　演］中川賢一（ピアノ）、鵜木絵里（ソプラノ）、
 國末貞仁（サックス）
［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1,200円、高校生以下500円、
 親子ペア1,500円
　　　　※シビックメンバーズ各200円引、
 　特別会員各300円引、5歳未満入場不可
［申込み］受付中　0294-24-7720
歌、ピアノ、サックスが織りなすとびっきりの音楽を、ぜひご家族全員でお楽しみください。

3/11㊏ 14：00開演

アトリウムコンサート 願い・祈り・希望に想いを寄せて
あの日からあしたへ～祈りのコンサート～

［出　演］アンサンブル・ローゼとすてきな仲間たち
［会　場］日立シビックセンターアトリウム
［料　金］無料

東日本大震災のあの日をともに振り返り、
あしたへの希望と平和の祈りを、 音楽に込めて。

3/26㊐ 13：30開演
日立市少年少女合唱団設立55周年記念 あいあいコンサート

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］無料
［申込み］当日受付

日立市少年少女合唱団は、 昭和42年に設立され、
昨年11月に55周年を迎えました。
私たちのこれまでの成果を、 どうぞお聴きください。
また、 日立市少年少女合唱団では一緒に活動する
団員を募集しています！
募集の詳細はP.3 「募集情報」 をご確認ください。

4/16㊐ 14：00開演
ひたちジュニア弦楽合奏団 スプリングコンサート
［会　場］ 日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］ 無料
［申込み］ 当日受付
日立シビックセンターを拠点に活動する弦楽合奏団、
ひたちジュニア弦楽合奏団のコンサートです。
小学生～高校生の団員が明るく元気な演奏を披露
します。
日頃の練習の成果をぜひご覧ください！
ま た、 ひ た ち ジ ュ ニ ア 弦 楽 合 奏 団 で は 一 緒 に 活 動
する団員を募集しています！
募集の詳細はP.3 「募集情報」 をご確認ください。

アロマの香りと満天の星をお楽しみいただく、癒しのプラネタリウムです。
春をイメージした香りに包まれながら、のんびりと星を眺めてみませんか？

4/15㊏、4/16㊐ 18：00開演
［申込み］ 当日受付

アロマヒーリングプラネタリウム～春の香り～
特別上映

3/25㊏～4/9㊐

アトリウム装飾・春
「新中学生の誓い～さくらで彩るシビック」
［制　作］ 日立市内の小学6年生（令和4年度小学校卒業生）ほか
［会　場］ 日立シビックセンターアトリウム
［料　金］ 無料
新中学生たちの未来へ誓ったさくら色の「決意」がアトリウムを彩ります。
希望に満ちたさくらが揺れるシビックをお楽しみください。

3/11㊏ 10：00～15：00
第14回ひたちこども芸術祭

［会　場］ 日立シビックセンター音楽ホール、アトリウム、
 ギャラリー、会議室
［料　金］ 無料　※一部コーナー有料
日立市文化少年団と日立市内で文化活動に取り組む子どもたち　
によるステージ発表や、親子で楽しめる体験・展示コーナーが　　
盛りだくさんです。

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。

SDGsについてカルタを通して学びましょう！
使用するカルタは文章もイラストも高校生の手作りです。
高校生によるプレゼンも行います。

3/12㊐ ①11：00～11：45　②13：30～15：00  ※カルタの展示は3/1㊌～3/31㊎

サクリエ☆スクール「カルタで学ぼうSDGs！
～with竹園高校SDGsサークル～」
［協　力］茨城県立竹園高等学校SDGsサークル
［料　金］無料　※別途科学館入館料が必要
［対　象］ ①小学1年生～中学3年生とその保護者
 ②科学館当日入館者
［申込み］①受付中　HPにて　②当日受付

NEW

「チコちゃんに叱られる!」ⒸNHK

プラネタリウムでチコちゃんに
叱られる！チコとキョエの宇宙
大冒険！無知との遭遇

坂本真綾 安元洋貴

声優　坂本真綾・安元洋貴による星空のオート解説が始まりました！
プラネタリウム番組と2本立てで人気声優のナレーションによる星空のオート解説をお楽しみください！
※対象の上映回は、右上QRコード「上映スケジュール」からご確認ください。

※イメージです

NEW

平　日 土日祝日

10：30
（㊊のみ）

13：00

14：15

15：30

9：30

10：30

11：45

13：45

14：45

16：00

上映開始時間

14

※3/11㊏は～15：00（特別展示）3/4㊏～3/11㊏ 8：50～22：10

3/1㊌上映開始

［料　金］ 全て200円
［申込み］ 当日受付　8階インフォメーションの券売機で
  整理券をお買い求めください

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

2023.3-4

HP申込みは
こちらから→

←日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館の

　HPはこちらからご確認ください

科学館サクリエ

天球劇場

ベビーシッターサービスについて
開催日の原則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。
詳細は各イベントのHPからご確認ください。
（料金　お子様1名につき1,000円）

コンサート


