
※ライトアップは19：00～

春風亭昇太 林家たい平

田中靖夫 ミウラナオコ

7/16㊏～8/21㊐ 9：00～22：00

7/18㊊㊗ 13：00～、14：30～、16：15～、17：45～

SUN SKY HITACHITAGA

大道芸 with SUN SKY HITACHITAGA

◆ アンブレラオーナー募集!  傘のオーナーになって一緒にイベントを盛り上げませんか？

［会　場］多賀市民プラザ広場、ギャラリー
［料　金］無料　［問合せ］0294-24-7711

［出　演］加納真実、FUNNY BONES、
 ココナッツ山本、ゼロコ、SUKE3&SYU
［会　場］多賀市民会館ホール、小ホール
［料　金］無料（要整理券）

［申込み］6/26㊐9：00～
　　　　多賀市民会館にて整理券配布
［問合せ］0294-24-7711

［料　金］1,000円　［申込み］6/28㊋10:00～7/8㊎18：00　0294-24-7711

頭上に浮かぶ傘のアーケードと、傘を透過して
地面をカラフルに彩る影が、暑い夏に涼しげな
空間を作ります。日没後には、傘がイルミネー
ションでライトアップされます。

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
［指　揮］大滝実
［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4,000円、高校生以下1,500円
［申込み］受付中　0294-24-7720
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！歴代名作ゲーム音楽の数々を情熱溢れる吹奏楽の
サウンドでお楽しみください。

7/16㊏ 10：00～12：00、14：00～16：00
ストリートダンスワークショップ

［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
［料　金］1,500円
［対　象］小学生～中学生のダンス初心者
［申込み］受付中　HPにて
［問合せ］0294-24-7711

7/28㊍ 15：00開演

日立シビックセンター×群馬交響楽団
「聴いて学べる！オーケストラdeヨーロッパ♪
　　　　　　　　　　　夏休み音楽の旅」

［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3,000円、高校生以下1,000円、
 親子ペア3,500円　※4歳以上入場可
［申込み］受付中　0294-24-7720

指揮者体験や楽器紹介などもあり、初めてオーケストラを
聴く方やお子様でも、音楽をたっぷり楽しめる2時間です。

8/28㊐ 14：00開演

茨城県立大洗高等学校マーチングバンド
「BLUE-HAWKS」サマーコンサート2022

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　一般1,000円、高校生以下無料
　　　　　　　　　　※シビックメンバーズは一般100円引
［申込み］ 7/31㊐9:00～　0294-22-6481 ※1回につき4枚まで

観 て も 聴 い て も 楽 し め る
マ ー チ ン グ バ ン ド の 世 界
を、「ミュージカル」や「映
画 音 楽 」 に 乗 せ て 披 露 し
ます。

7/30㊏ 11：00開演、15：00開演

出張拡大バージョン in 多賀市民プラザ
第五回 常陸多賀 かどや寄席

［出 　 演］  U字工事、ぴろき、ロケット団、ビックスモールン、
 立木竜一、、ねばねば音頭
［会 　 場］ 多賀市民会館ホール
［料 　 金］ 全席自由　一般3,000円、小学生以下1,500円
［チケット］ 発売中　多賀市民会館にて　［問合せ］0294-34-1727

8/23㊋、8/24㊌ 18：30開演ひたち納涼寄席
［出　演］ 8/23㊋： 春風亭昇太（真打）、初音家左橋（真打）、
  林家ひろ木（真打）、古今亭菊一（前座）
 8/24㊌： 林家たい平（真打）、林家あずみ（三味線漫談）、
  春風亭一蔵（二ツ目）、三遊亭ごはんつぶ（前座）
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［料　金］ 全席指定  1日券3,000円、2日通し券5,500円、
   子ども1日券（高校生以下）1,500円
   ※未就学児入場不可
［申込み］ 7/26㊋10:00～　0294-24-7720

［共　催］ひたち市民オペラによるまちづくりの会
［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］無料
［問合せ］0294-24-7755

8/10㊌～8/20㊏ 10：00～17：00 ※8/20㊏は～15：00

ひたち市民オペラ25周年記念公演プレ企画
「オペラ衣裳展～歌劇≪トゥーランドット≫の世界～」

9/19に開催される「ひたち市民オペラ25周年記念公演」で実際に
身につける衣裳の美しさと迫力を、ぜひ間近でお楽しみください。

7/21㊍～8/31㊌
みんなでつくる夏のひみつ基地

［会　場］日立シビックセンターアトリウム
［料　金］無料
［問合せ］0294-24-7711

［講　師］ 田中靖夫（イラストレーター）　［料　金］500円　［対　象］小学3年生以上
［申込み］ 7/22㊎10：00～7/31㊐18：00 HPにて  ※10名、応募多数の場合抽選

シビックセンターにひみつ基地が出来ました！ここにくれば
シビックセンターのイベントが丸わかり！うちわに好きな絵を
描いたり、夏の俳句を詠んだり、楽しみがいっぱいです！

8/19㊎～8/28㊐ 9：00～17：00
［会　場］日立シビックセンターギャラリー
［料　金］無料
［問合せ］0294-24-7711
日立市出身のイラストレーター、田中靖夫さん（おじ）と
ミウラナオコさん（めい）によるアート展。

Civic Gallery 企画展  田中靖夫＆ミウラナオコ 二人展
「日立生まれだァ。 おじ×めい」

7/24㊐ 10：00開演、14：00開演
［会 　 場］日立市民会館ホール
［料 　 金］全席自由　一般1,100円、高校生以下700円、
  親子ペア1,500円、子どもペア1,100円
 　　　　　　※シビックメンバーズは一般・高校生以下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
［問 合 せ］0294-22-6481

「映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021」
上映会

［会　　場］多賀市民会館ホール
［料　　金］全席自由　無料
［上映作品］もののけ姫

［申込み］ 7/9㊏ 10：00～
 HPまたは
 0294-34-1727

8/11㊍㊗
14：00開演

夏休み親子映画会with
ひたちシネマスペシャル

7/21㊍～8/31㊌ 9：00～17：30

［料　金］無料　［申込み］日立シビックセンターインフォメーションカウンターで回答用紙配布
［問合せ］0294-24-7711

シビックセンターや近くのお店に隠された「幸町の謎」を探し出し、解き明かすのは君だ！
クイズに答えてシールと缶バッジをもらって、幸町マスターになろう！

クイズラリー「シビックのひみつをさがせ!～幸町クエスト～」

　 ワークショップ
　「針金で恐竜を作ろう!」8/20㊏ 10：30～12：00

8/6㊏ 10：00～13：00

シビックサロン「アトリウム茶会−夏」

［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
［料　金］350円
［申込み］当日受付
 ※先着順、40名
［問合せ］0294-24-7711

7/23㊏、7/24㊐、7/30㊏、7/31㊐ 13：00～16：00、8/6㊏ 13：00～17：00
夏休み 演劇体験ワークショップ（全5回）

［講　師］石原慎一（歌手、声優、俳優、演出家、プロデューサー）
［会　場］多賀市民会館ホール ※7/30㊏のみ小ホール
［料　金］1,000円 ※観覧のみ500円、参加者の保護者は無料
［対　象］小学5年生～中学2年生 ※経験不問
［申込み］受付中　HPまたは0294-34-1727

7/26㊋ 14：00～16：00

ジブンでつくる！手づくり打楽器
ワークショップ

［講　師］新野将之（パーカッショニスト）
［会　場］日立シビックセンター
 多用途ホール
［料　金］1,000円
［対　象］小学4〜6年生
［申込み］6/26㊐ 10：00～
 HPにて
［問合せ］0294-24-7755

8/6㊏  10：00～10：30、10：45～11：15、
 11：30～12：00

シビックサロン「お茶点て体験」

［講　師］日立茶道連盟　裏千家　末松宗倫社中
［会　場］日立シビックセンター
 アトリウム
［料　金］500円
［対　象］小学生～中学生
［申込み］7/8㊎ 10：00～
 HPにて
［問合せ］0294-24-7711

7/30㊏ 10：00～11：30、13：00～14：30

シビックサロン「親子で体験！練り切り
和菓子作り」

［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
［料　金］1,500円（2個作製）
［対　象］小学生とその保護者
［申込み］6/25㊏ 10:00～
 HPにて
［問合せ］0294-24-7711

8/27㊏ 10：00～12：30

シビックサロン「薬膳で美味しい腸活始めよう！
～水太り解消の薬膳、秋冬がくる前に～」

［講　師］西尾裕子
 （薬膳料理教室 花ZENmjuk 講師）
［会　場］日立シビックセンター料理室
［料　金］2,500円
［申込み］7/22㊎ 10:00～ HPにて
［問合せ］0294-24-7711

8/13㊏ 14：00～16：00

能楽体験ワークショップ

［講　師］後田洋子（観世流能楽師）ほか
［共　催］市民のための能を知る会 実行委員会
［会　場］祐月庵（日立市滑川町1-9-12）
［料　金］1,000円
［対　象］小学生とその保護者
［申込み］7/9㊏ 10：00～HPにて
［問合せ］0294-24-7755

地元能楽師が謡の発声や仕舞を
やさしく教えてくれます。

8/2㊋、8/3㊌ 10：30～12：00
ホールのウラがわノゾキ見ツアー

［会　場］日立シビックセンター音楽ホール、多用途ホール
［料　金］500円　※付添いの保護者2名まで無料
［対　象］8/2㊋：小学1〜3年生、8/3㊌：小学4〜6年生
［申込み］6/26㊐ 10：00～ HPにて
［問合せ］0294-24-7755

音 響 や 照 明 の 機 械 を
操作したり、普段はなか
なか入れないホールの
舞台上や操作室の見学
もできる小学生向けの
楽 し い バ ッ ク ス テ ー ジ
ツアーです。

［講　師］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
［料　金］2,000円（3枚作製）
［対　象］小学生
［申込み］7/15㊎ 10：00～
　　　　 HPにて
［問合せ］0294-24-7711

8/11㊍㊗ 10：00～12：30

シビックサロン「カラータイルを使って
オリジナルコースターをつくろう」

 7/8㊎ 第93回都市対抗野球大会日立市代表壮行会
  ……………… 第93回都市対抗野球大会日立市代表壮行会実行委員会
 7/23㊏ 日立市天気相談所開設70周年記念事業 気象講演会… 日立市天気相談所
 8/13㊏ 第5回高校生JAM天国…………………… 日立ヤングリーダーズクラブ
 8/21㊐ 第77回茨城県合唱コンクール ………………………… 茨城県合唱連盟

音楽ホール

 7/10㊐ ボイパのおっくんとピアニカよっくんの MzKids Live Concert
  ………………………………… 一般社団法人エデュタメディア研究所

多用途ホール

 7/1㊎～7/3㊐ 写真散歩の会写真展 ……………………………………… 写真散歩の会
 7/28㊍～7/31㊐ 川上泰司絵画展 ………………………………………………… 川上泰司
 8/2㊋～8/15㊊ 第36回日立市平和展 ……………………………… 日立市文化・国際課

ギャラリー

日立市民会館／ホール
 7/6㊌ 大江裕＆山口ひろみ歌謡ショー……………………………… 県北年金友の会
 7/10㊐ レイコバレエスクール おさらい会……レイコバレエスクール後援会エイルの会

多賀市民会館／ホール

日立シビックセンター

 7/17㊐ ピアノ発表会 ……………………………………………………… 西尾由美子
 8/21㊐ バレエコンサート ………………………………………………スタジオWEST

 7/16㊏ 定期移動献血 ………………………………………… 日立市地域医療対策課
 7/31㊐ マルシェ・フラ ………………………………… 日立駅前地区活性化委員会
 8/1㊊ 定期移動献血 ………………………………………… 日立市地域医療対策課

新都市広場／マーブルホール
貸 館 情 報 月日／催物名／主催

夏休み期間の子ども向けイベント「夏のひみつ基地」対象事業には のアイコンが付いています。

7/4㊊～7/19㊋

アトリウム装飾・夏
「涼あおぐなつ～書道うちわで彩るシビック」

［制　作］日立市内の高等学校書道部、書道愛好会
［会　場］日立シビックセンターアトリウム
［料　金］無料
［問合せ］0294-24-7711

3 年ぶりに多賀の街に大道芸が帰ってくる！

石原慎一

※未就学児入場不可

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

展示・イベント ワークショップ・講座

コンサート・上演・上映

2022.7- 8 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→

EVENT INFORMATION 掲載の各イベントについて
新型コロナウイルス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。

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1名につき1,000円）



施設情報

サクリエ☆スクール
「作って動かす！
 ペーパーからくり人形」　

輪唱の〇　　つちやあゆみ作
わ

わ

全

季

季

季

全

夏の特別イベント

7/21㊍～2023/1/9㊊㊗

ひたちナビ活用
遊べるスポットスタンプラリー

日立市内の施設を巡るスタンプラリー！5施設中
4施設達成でノベルティやチケットが受け取れます。

7/23㊏～8/31㊌ 9：00～17：00
夏休みスタンプラリー

［会　場］日立シビックセンター科学館、
 原子力科学館、東海原子力館別館、
 大洗わくわく科学館
［料　金］無料
［対　象］中学生以下
［問合せ］0294-24-7731
近隣の科学館と行うスタンプラリー！4館全て
来館した方には記念品をお渡しします。
台紙は日立シビックセンター科学館内ほか3館で
配布しています。

7/27㊌ 10：30～12：00、14：00～15：30
［会　場］日立シビックセンター会議室101〜102号
［講　師］田村誠司
［料　金］300円
［対　象］小学生以上　※1、2年生は保護者同伴
［申込み］受付中　HPにて
［問合せ］0294-24-7731

9/24㊏ 13：00～15：30
ひたち発信「プラネタリウムにときめく人たち」シンポジウム

［出　演］大平貴之（プラネタリウム・クリエイター、大平技研代表取締役）、KAGAYA（プラネタリウム映像クリエイター）、
 井上毅（明石市立天文科学館館長）、榎本麗美（宇宙キャスター、一般社団法人そらビ代表理事）
［会　場］日立シビックセンター天球劇場
［料　金］全席自由　一般1,000円、高校生以下800円　※未就学児入場不可
近代プラネタリウム誕生100年を記念したシンポジウム。プラネタリウム機器製作者、プラネタリウム
番組制作者、プラネタリウム解説員が今後のプラネタリウムについて語り合います。

9/17㊏、10/15㊏、11/19㊏ 10：00～11：30
シビックサロン「からだ整える～メンテナンスピラティス～」

［講　師］西山真希（ピラティスインストラクター）
［会　場］日立シビックセンタートレーニングルーム
［料　金］1,500円
［対　象］中学生以上
［申込み］8/18㊍　10：00～　HPにて
［問合せ］0294-24-7711
体幹（インナーマッスル）を鍛えて、身体を美しく見せませんか？

11/6㊐ 13：00開演、16：00開演
純烈ライブ2022～貴方とともに～

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　前売5,500円、当日6,000円
　　　　※シビックメンバーズは前売200円引、未就学児入場不可
［申込み］7/23㊏　9：00～　0294-22-6481　※1回につき4枚まで

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
［料　金］全席指定　前売5,800円、当日6,000円
　　　　※シビックメンバーズは前売200円引、未就学児入場不可
［申込み］受付中　0294-22-6481

9/25㊐ 13：30～15：30
プラネ★トーク　～「星の旅−世界編−」 クロストーク～

［出　演］KAGAYA（プラネタリウム映像クリエイター）、安元洋貴（声優）
［会　場］日立シビックセンター天球劇場
［料　金］全席自由　4,000円　
［対　象］中学生以上
プラネタリウム番組「星の旅−世界編−」をテーマにした、KAGAYA監督とナレーションを務める安元
洋貴氏のクロストーク。安元洋貴氏の生ナレーションによる星空解説も必見！

9/25㊐ 16：30～17：30
KAGAYA作品トークサロン

［出　演］KAGAYA（プラネタリウム映像クリエイター）
［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］全席自由　500円　
［対　象］中学生以上
CG作家であり、星景写真家でもあるKAGAYA氏の作品を前にしながらの座談会です。

9/23㊎㊗ 14：45～15：30、9/24㊏ 16：00～16：45
9/25㊐ 10：00～10：45、16：00～16：45

全国★プラネタリアンライブ解説

［出　演］9/23㊎㊗：ブラック星博士（明石市立天文科学館）、 9/24㊏：井上毅（明石市立天文科学館館長）、
　　　　　9/25㊐：高橋真理子（一般社団法人星つむぎの村代表理事）
［会　場］日立シビックセンター天球劇場
［料　金］全席自由　一般500円、高校生以下200円、幼児無料
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のプラネタリウムです。

7/21㊍～8/31㊌ 9：00～17：00

からくり・コロコロ展
～遊んで学ぶしくみの不思議～

［会　場］日立シビックセンター
 オリエンテーションルーム
［対　象］科学館入館者
［問合せ］0294-24-7731

「からくり」と「転がる」をテーマにした企画展を開催。
様々な展示をとおして力学の面白さを遊びながら学びます。
特別展示 ： 輪唱の〇　つちやあゆみ作
　　　　   オートマタ（からくりおもちゃ）　田村誠司作
　　　　   木製機械式時計　川瀬英幸作

7/21㊍～8/31㊌
夏休み期間、たくさんの子ども向けのイベントを実施している日立シビック
センターはまるで子どもたちのひみつ基地。
楽器を鳴らすワークショップや巨大空気砲の実験、ねりきりやお茶点て体験
など、シビックセンターの夏は『わくわく』がいっぱい！日立シビックセンター
で楽しんだら、図書館や市民会館へも出かけてみよう！

※対象のイベントには　　　のアイコンが付いています。

7/15㊎ 19：00～19：50、7/16㊏ 17：30～18：20

アロマで愉しむプラネタリウム～夏の香り～

［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］受付中　HPにて
［問合せ］0294-24-7731

オーロラポケモンと呼ばれる伝説のポケ
モン、スイクンの調査をするため、オーロ
ラビレッジへとやってきたサトシとゴウ。
オーロラ研究者を父に持つ少女エマとと
もに、伝説のポケモン、スイクンに出会
うための冒険へ！

7/30㊏ 9：30～11：30

［講　師］大内正典（日立市百年塾教授）、
 荻沼正和（茨城県環境アドバイザー）
［会　場］助川山市民の森
［料　金］200円
［対　象］小学生とその保護者（2名1組）
［申込み］受付中　HPにて
［問合せ］0294-24-7731

サクリエ☆チャレンジ「自由研究～昆虫採集」 夏の大実験「超巨大空気砲」

空気砲を作って実験をすることで、空気の力や
原理について学びます。

8/5㊎ 13：00～16：00
［会　場］日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］無料
［対　象］小学生
［申込み］7/2㊏　10：00～　HPにて
［問合せ］0294-24-7731

ひらめき工作
［会　場］日立シビックセンター科学館　サイエンススクエア
［対　象］科学館入館者

UVビーズストラップ
［料　金］200円
10：00～、11：00～
14：00～、15：00～

U V レ ジ ン
［料　金］300円
10：30～、11：30～、
14：30～、15：30～

くるくるレインボー
［料　金］200円
10：00～、10：30～、11：00～、11：30～、
14：00～、14：30～、15：00～、15：30～

毎日
開催

サイエンスショー 
10：00～、11：15～、
14：30～、15：45～

［会　場］日立シビックセンター科学館　サイエンススタジオ
［対　象］科学館入館者
子どもも大人も楽しめる科学実験ショー！ 7・8月は新
メニュー「空気砲」ほか、「シャボン玉」「大気圧」の3つの
メニューがお楽しみいただけます。

～7/18㊊㊗の土日祝日 7/21㊍～8/31㊌

通常上映 上映スケジュール

©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ©Pokémon

ポケットモンスター  
オーロラからのメッセージ
7/21㊍～8/31㊌　

［申込み］全て8/8㊊　10：00～　HPにて　［問合せ］0294-24-7731

2022年6月28日発行　指定管理者　公益財団法人日立市民科学文化財団が主催する事業情報です。掲載内容は6月24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 ・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☎  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

　日立・多賀市民会館で開催するコンサートのチケット販売に特典を設けて
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、日立・多
賀市民会館、近隣のレジャー施設、カフェなどの店舗でも特典が受けられる
「シビックメンバーズ」がはじまりました！
　よりお得に、よりたくさんの特典が加わった「シビックメンバーズ」へ、
ぜひご加入ください！

詳細はこちらから→

◆主な特典

このほか、順次特典を追加予定！

・ チケット料金割引　※対象外あり
・ チケット先行予約
・ 科学館・天球劇場入館料割引
・ 提携するレジャー施設（かみね動物園、かみねレジャー

ランド、奥日立きららの里）での入園料金等割引
・ 提携する店舗（カフェ ハルモニア、カフェ・ヌーヴォー、

アーシュ・ターブル、サニースタンド）
　での飲食料金割引等

7/9㊏ 10：00～11：30、10/1㊏ 18：30～20：00

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～」

［会　場］日立シビックセンターオリエンテー
 ションルーム、屋上
［料　金］各回500円
［対　象］18歳以上
［申込み］受付中　HPにて
［問合せ］0294-24-7731
実際の夜空で星座を楽しむための講座です。

［開館時間］ 
　9：00～17：00（最終入館16：30）
［休 館 日］ 
　毎月最終月曜日
　臨時休館（7/19㊋・7/20㊌・9/1㊍・9/2㊎）
［問 合 せ］
　0294-24-7731（9：00～17：00）

［入 館 料］

科 学 館
天球劇場
セット券

500円
500円
750円

200円
200円
300円

無料

大学生
以　上

小・中・高校生、
65歳以上

障がい者、
幼児

※雨天時は7/31㊐に延期

七夕★シエスタ  
7/1㊎～7/15㊎ 平日15：30上映
七夕をイメージした音楽を聴きながら特別映像などをお楽しみください。

季

キ

全

季節の星空解説+プラネタリウム番組
（40～45分）
小さなお子様向けプラネタリウム番組
（25～30分）
全編ライブ解説プラネタリウム
（40～45分）

7/21㊍～8/31㊌
平  日

14：15

15：30

11：45

10：30 キ

季

季

キ

季

開始時間 上映内容

ポケットモンスター

ポケットモンスター

ポケットモンスター

星めぐり☆プラネタリウム

土日祝日、8/12㊎～8/16㊋

11：45

16：00

10：30

9：30

開始時間 上映内容

はなかっぱ

ポケットモンスター

ポケットモンスター

13：45 ポケットモンスター

14：45 星めぐり☆プラネタリウム

ポケットモンスター

7/1㊎～7/18㊊㊗の上映内容はHPからご確認ください→

「ここであそぼう！ずっとあそぼう！」

特別上映

　　　　　　　　　　　　　　　　 　よ　　　　　    でんせつ

　　　　　　　　　　　　 　 ちょう  さ

　　　　　　　 けんきゅうしゃ　  ちち　　 も　　  しょうじょ

　　　　　  でんせつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　で　あ

　　　　　　　 ぼう けん

近代プラネタリウム誕生100年企画

NEW

有効期限：2022/8/31㊌

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
9/19㊊㊗ 14：00開演
［会　場］日立市民会館ホール
［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　※未就学児入場不可
［申込み］受付中　0294-24-7720
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年に開催した初回野外オペラ
公演の≪トゥーランドット≫をハイライトでお贈りします。

［会　場］日立シビックセンター科学館、Hiタッチ
らんどハレニコ！、 かみね動物園、
かみねレジャーランド、奥日立きららの里

［料　金］無料
 ※アプリ「ひたちナビ」のダウンロードが必要
［問合せ］0294-24-7731

つちやあゆみワークショップ

特別展示「輪唱の〇」の作家つちやあゆみさんによるワーク
ショップ。様々な木材で作られた、くるくる回る歯車のバッジ
を作ります。

8/27㊏ 10：30～12：00、14：00～15：30
［会　場］日立シビックセンター科学館アトリエ
［料　金］1,500円　
［申込み］7/16㊏　10：00～　HPにて
［問合せ］0294-24-7731

わ

天球劇場

科学館 チケット前売・予約情報

トピックス


