
おわら風の盆 Gentle Forest Jazz Band akiko

11/5㊏ 10：30～12：00
サクリエ☆スクール「コマの実験で『素粒子』について調べよう！」
［講　師］ 大谷将士（J-PARC） ［会　場］オリエンテーションルーム
［料　金］ 800円 ［対　象］小学生とその保護者
［申込み］ 9/22㊍　10：00～　HPにて

日立市内団体や園児、全国から招いた芸能団体による郷土芸能の
ステージ
［演　目］おわら風の盆（富山県）、黒岩鬼剣舞（岩手県）、虎舞（岩手県）、

金津流獅子踊（神奈川県）、民族歌舞団荒馬座による民族歌舞
芸能集／日立市内団体による芸能発表／
日立市内保育園・認定こども園による荒馬踊り

10/8㊏ 12：00～19：30
日立市内中学生による芸能発表のステージ
［演　目］河中エイサー、久慈中ソーラン、十王鵜鳥舞

プロ・アマチュアバンドによるジャズのステージ
［演　目］Gentle Forest Jazz Band with akiko Special Stage!! 

（現代のヴォードヴィリアン・ジェントル久保田が率いる、　
21人のビッグバンド「Gentle Forest Jazz Band」がジャズ
シンガー「akiko」をゲストに迎えた熱いステージ）　　  など

10/9㊐ 11：00～19：30 

ひたち秋祭り

［会　場］ 日立シビックセンター新都市広場
［料　金］ 無料

日立の秋の風物詩、「ひたち秋祭り」が3年ぶりにパワーアップして帰ってくる！
～1日目には全国各地の郷土芸能を、2日目にはジャズを、野外の特設大ステージでお楽しみください～

10/6㊍～10/20㊍

アトリウム装飾・秋
「ひょうたんと竹で彩るシビック」

［制　作］ TEAMお〼。
［会　場］ 日立シビックセンター
 アトリウム
［料　金］ 無料

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］ 受付中　HPにて

10/16㊐14：00～16：00能楽体験ワークショップ
[講　師］ 鵜澤久（観世流シテ方能楽師）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］ 高校生以上  [申込み］9/14㊌　10：00〜 0294-24-7755またはHPにて

10/15㊏、11/20㊐、12/11㊐、2023/1/8㊐、2/25㊏、2/26㊐ 14：00～16：00
コンサートをつくろう！（全6回）
[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（全6回分）
[対　象］ 小学5年生〜中学3年生  [申込み］8/27㊏　10：00～　HPにて

J-PARCの先生と一緒に、コマを使った実験や工作をします。

10/23㊐ 9：30～15：30
第22回  青少年のための科学の祭典・日立大会
［会　場］ マーブルホールほか
［料　金] 無料

［主　催］ 青少年のための科学の祭典・日立大会実行委員会
［共　催］ 公益財団法人日立市民科学文化財団

9月は紙コップを使って自分だけのプラネタリウムを、10月は
厚紙を使ってブーメランを作ります。

9/5㊊、10/3㊊、10/17㊊ 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
［対　象] 小学生

万華鏡 ［料　金］300円
10：00～、11：00～、14：00～、15：00～

9/3㊏～11/27㊐の土日祝日
入浴剤
10：30～、11：30～、14：30～、15：30～

［料　金］200円

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～
9月と10月は「ロケットの実験」と「シャボン玉の科学」を行います。

9/5㊊ 10：30～11：00
［申込み］ 8/22㊊　10：00～　HPにて

0歳から楽しめるプラネタリウムです。
その日見られる夏の星空について紹介します。

ひよこプラネタリウム～夏のほしぞら～

10/29㊏、10/30㊐ 
10：30～11：10、14：45～15：25

［申込み］ 10/15㊏　10：00～　HPにて
クイズを交えながらハロウィンの夜空に描かれる
星座たちをご紹介します。

ファミリープラネタリウム～ハロウィンを楽しもう！～

10/14㊎ 19：00～19：50、10/15㊏ 17：30～18：20
［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］ 9/16㊎　10：00～　HPにて

アロマで愉しむプラネタリウム～秋の香り～

9/10㊏ 18：30～20：00

［申込み］ 8/27㊏　10：00～　HPにて
※ライブ配信は19：00〜20：00

プラネタリウムでその日の星空について学んだ
あと、屋上に出て実際の星空を見てみましょう。
※曇雨天時は上映のみ実施し観望会は中止、
　観望会のみの参加不可

観望のためのプラネタリウム＆観望会

有効期限：2022/10/30㊐

通常上映 特別上映

上映スケジュール

9/3㊏～11/15㊋の上映内容はHPからご確認ください→

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・クリエーター、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］天球劇場
［料　金］全席指定　一般1,000円、高校生以下800円　※未就学児入場不可
［申込み］受付中　HPにて
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。

9/25㊐ 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］天球劇場
［料　金］全席指定　4,000円  ※シビックメンバーズ 3,800円　
［対　象］中学生以上
［申込み］受付中　HPにて

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］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
［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のプラネタリウムです。

近 代 プ ラ ネ タ リ ウ ム 誕 生 1 0 0 年 企 画

星の旅
-世界編-
9/3㊏～
2023/3/22㊌

NEW チコとキョエの
宇宙大冒険!
無知との遭遇

プラネタリウムで
チコちゃんに叱られる!

9/3㊏～
2023/3/22㊌

NEW

「チコちゃんに叱られる!」ⓒNHK🄫🄫KAGAYA st🄫dio

9/10㊏～9/18㊐ 10：00～17：00

日立市芸術祭
第58回日立市美術展覧会

［会　場］ 日立シビックセンターギャラリー、マーブルホール、
 多用途ホール、会議室501〜503号
［部　門］ 洋画、日本画、書道、デザイン、写真、彫刻、工芸
［料　金］ 無料

※9/18㊐は～15：00 ※9/17㊏、10/15㊏は女性限定

チラシ作成や機材の操作など、ホールスタッフの仕事体験ができます。

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。

🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫

9/3㊏～9/25㊐ 9：00～17：00
KAGAYA　星空アート展
［会　場］ オリエンテーションルーム
［料　金］ 科学館・天球劇場  入館料

10/23㊐ 11：00開演、13：00開演
プラネ★トーク「チャギントン～星空にレッツライド！～with つるの剛士」

［会　場］天球劇場
［料　金］一般1,000円、3歳～高校生500円
［申込み］9/5㊊　10：00～　HPにて

つるの剛士氏のトークイベントを
開催します。

🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫

大平貴之

安元洋貴

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］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
［申込み］受付中　HPにて KAGAYA氏の作品を前にしながらの座談会です。

■日立シビックセンター科学館サクリエ ・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、臨時休館（9/1㊍・9/2㊎）

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

※小学3年生以上は子どものみでの参加可

2022年8月17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8月9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。

…そのほか、最新情報は随時HPにアップしていきますのでお楽しみに！

会場周辺にはキッチンカー
をはじめ、約50店が出店
するマルシェが広がり、
飲食しながらステージが
楽しめます！　　　　　　
お子様が楽しめる様々な
ア ト ラ ク シ ョ ンも！

同時開催
イベント

ブラック星博士

40以上の実験、工作が集合します。

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

2022.9-10

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

イベント

展示 ワークショップ・講座

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）



コンサート・上演

■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

10/20㊍ 11：00開演

バギーコンサート～ヴァイオリンと読み聞かせ～

［出　演］谷口和子（ヴァイオリン）、大内和美（ピアノ）
 小林泰子（語りべ）
［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］無料
［申込み］9/10㊏　10：00～　HPにて

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。

11/3㊍㊗ 14：00～17：00
コンピューターミュージックのススメ～やってみようスマホで作曲～

［講　師］マシコタツロウ（作曲家、作詞家）
［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］2,000円
［申込み］9/11㊐　10：00～　HPにて
「ガレージバンド」（Apple社作曲ソフトウェア）を使用したワークショップです。
※無料アプリ「ガレージバンド」のインストール及びApple社製品（iPhone、iPad、Mac PC）をご用意ください。

11/19㊏ 13：30～15：00

第173回文化サロン
「プログラミング教育が目指す10年後の未来」～AI、IoT、DXで未来はこう変わる～

［講　師］柴田裕一（茨城工業高等専門学校名誉教授）
［会　場］日立市民会館111号室
［料　金］無料
［申込み］10/1㊏　9：30～　0294-22-6481またはHPにて

11/7㊊ クラフト9：45～10：15、プラネタリウム10：30～11：00
サクリエ☆チャレンジ「ひよこクラフト&プラネタリウム」

［会　場］日立シビックセンターオリエンテーションルーム、天球劇場
［料　金］800円（クラフト参加料300円＋プラネタリウム入館料500円）
　　　　※クラフトのみ、プラネタリウムのみの参加も可
［申込み］9/27㊋　10：00～　HPにて
0歳からの小さなお子様向けの工作とプラネタリウムです。

11/20㊐ 12：00開演、15：00開演

舞台
「かいけつゾロリとなぞのスパイ・ローズ」

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　3,300円
 ※シビックメンバーズ3,100円、 特別会員3,000円
［申込み］受付中　0294-22-6481

12/17㊏ ①10：00開演  ②14：00開演
第23回ひたち能と狂言

［内　容］①能楽発表会　②能楽師による公演
［出　演］①日立市内能楽関係者、 団体　
　　　　②観世銕之丞、 鵜澤久（観世流シテ方能楽師）、 野村万蔵（狂言方和泉流能楽師）
［共　催］市民のための能を知る会実行委員会
［会　場］日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］①無料　②全席指定　S席5,000円、A席3,000円、高校生以下1,000円　
　　　　※未就学児入場不可
［申込み］①当日受付　※先着順
 ②9/21㊌　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または0294-24-7720

11/12㊏ 14：00開演

ひたち国際文化まつり第20回記念　
モーリー・ロバートソン講演会

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］一般500円、高校生以下無料
［申込み］10/13㊍　10：00～　0294-24-7720
SDGsや多文化共生などを含む旬な話題を多角的な視点でお話しします。

11/12㊏ 18：00開演、11/13㊐ 11：00開演、15：00開演

ひたち街角小劇場第56弾　「シアターゼロ」inひたち
～ゼロから始まる短編演劇集～

［出　演］演劇事務所'99、プロフェッショナルファウル、キミトジャグジー、演劇ユニットこれっきりほか
［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］一般1,500円、高校生以下無料
［申込み］9/11㊐　9：00～　0294-34-1727
実力派揃いの劇団が、持ち時間20分の中で思い思いの劇を上演します。

11/13㊐ 15：00開演
ひたちジュニア弦楽合奏団　第30回定期演奏会

［出　演］ひたちジュニア弦楽合奏団、陽だまり弦楽アカデミー（宮城県亘理町）
［会　場］日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］無料
［申込み］10/15㊏　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

11/9㊌ 10：00開演

初めての劇場体験☆本物の音楽会
「ティコボのガラクタ音楽会」

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　一般1,500円、3歳～中学生1,000円
 2歳以下膝上鑑賞無料（座席が必要な場合は有料）
［申込み］受付中　0294-22-6481

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5,300円、未就学児入場不可
［申込み］受付中　0294-22-6481

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

 9/11㊐ 日立市民混声合唱団創立40周年記念第40回定期演奏会
  ……………………………………………………… 日立市民混声合唱団
 9/24㊏ Colorful Sign　野薔薇公演 ……………………………… Colorful Sign
 9/25㊐ フラダンス発表会 ……… フラ  オ  カヴァイ  ルーキニ　小澤満里子
 10/2㊐ 令和4年度茨城県芸術祭合唱演奏会…………………… 茨城県合唱連盟
 10/20㊍ 食品衛生責任者実務者講習会 ……………………… 日立食品衛生協会
 10/22㊏ 男女共同参画をすすめるつどい2022
  …………………………… 男女共同参画をすすめるつどい実行委員会
 10/30㊐ 第46回　東京藝術大学音楽学部同声会茨城支部演奏会
  …………………………………………… 東京藝術大学同声会茨城支部

音楽ホール

日立市民会館／ホール
 9/25㊐ 𠮷田正生誕 100 周年記念コンサート
  『みんなで語り みんなで歌おう～「愛と生きる力」～』…………… 日立市
 10/23㊐ 日立市芸術祭　日立民謡民舞連合会第49回秋季コンクール大会
  …………………………… 日立市、日立市文化協会、日立民謡民舞連合会

日立シビックセンター

多賀市民会館／ホール
 9/18㊐ 世界の歌を花束にして～世界の平和を願い～
  …………………………………………………H&Mコンサートプロジェクト
 10/23㊐ ヤマハ　ピアノ・エレクトーン教室発表会 …………（株）クシダピアノ社

貸館情報 月日／催物名／主催

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≫、
≪アイーダ≫、≪マクベス≫の3演目をガラコンサート、そして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。

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5,600円
　　　　　未就学児入場不可
［申込み］受付中　0294-22-6481

2023/2/12㊐ 10：00開演、14：00開演
Civic Dance Fes.2022参加者募集

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］300円/人
［対　象］茨城県内に活動拠点を置くダンスチーム
［申込み］9/3㊏　10：00～10/23㊐　17：00　HPにて　
 ※申込み多数の場合抽選
ダンスイベントの参加チームを募集します。年齢、ダンスのジャンルは問いません。
募集要項（8月下旬頃HPにて公開）の内容をご確認の上、お申込みください。

12/14㊌ 10：30開演

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ノンタン みんなであそぼう！」

［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　
 ※シビックメンバーズS席1,800円、特別会員1,700円
［申込み］10/15㊏　9：00～　0294-22-6481

2023/2/9㊍ 10：30開演

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」

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　前売2,800円、当日3,000円、親子ペア4,000円　
 ※シビックメンバーズ2,600円、特別会員2,500円
［申込み］10/15㊏　9：00～　0294-22-6481

11/23㊌㊗ 14：00開演
ギャラリーコンサートVol.5

［出　演］民謡法濤会
［会　場］多賀市民プラザギャラリー
［料　金］無料
［申込み］10/15㊏　9：00～　0294-34-1727
茨城の民謡を聴きながら、午後のひと時をゆっくりと過ごしませんか。

11/27㊐ 14：00～16：00
能楽文化サロン

［講　師］鵜澤久（観世流シテ方能楽師）
［共　催］市民のための能を知る会実行委員会
［会　場］日立シビックセンター会議室502号
［料　金］500円
［対　象］高校生以上
［申込み］10/22㊏　10：00～　0294-24-7755またはHPにて
12/17開催の「第23回ひたち能と狂言」で上演される演目の能「田村」と「石橋」について解説します。

10/30㊐ 14：00開演

ミ ニ ピ ッ ピ コ ン サ ー ト

［出　演］ピッピスタッフの会
［会　場］多賀市民会館小ホール
［料　金］無料
［申込み］9/14㊌　9：00～　0294-34-1727

心身にハンディキャップを持つ方とその家族から
寄せられた「夢や希望」をメロディにのせて想いを
届ける手作りコンサートです。

10/29㊏ 
11：30～12：00、15：00～15：30

NEW WIND THEATER

［会　場］日立シビックセンター新都市広場
［料　金］無料

日立市内の中学 ・ 高校生吹奏楽部による屋外
コンサートです。

10/28㊎～10/30㊐ 
各日午前の部10：30開演、午後の部15：00開演

出前寄席

［出　演］初音家左橋（真打）、金原亭駒平（前座）
［会　場］10/28㊎ 【午前】仲町交流センター
 【午後】宮田交流センター
　　　　10/29㊏  【午前】塙山交流センター
 【午後】大久保交流センター
　　　　10/30㊐ 【午前】大みか交流センター
 【午後】久慈川日立南交流センター
［料　金］全席自由　500円　※未就学児入場不可
［申込み］9/28㊌　10：00～　0294-24-7720

 9/24㊏～9/25㊐ 第34回苑有書展…………………………………………………苑有書会
 9/27㊋～10/2㊐ 令和4年度県北地区高等学校合同美術展
  ……………………………………………… 茨城県高等学校文化連盟
 10/14㊎～10/21㊎ 環境を考えるポスター展…………………… 日立市環境都市推進課
 10/27㊍～10/30㊐ 第94回日本写真会展 ………………………… 日本写真会日立支部

ギャラリー

 9/3㊏～9/4㊐ 車中泊イベント（仮）………………………………… 日立商工会議所
 9/10㊏ 新都市広場移動献血 …………………… 茨城県赤十字血液センター
 9/17㊏ 2022市民生活安全フェスティバル
  …………………………… 市民生活安全フェスティバル実行委員会
 9/18㊐ 第1回ヘルスPOWERフェスin日立
  ……………………………… ヘルスPOWERフェス日立実行委員会
 10/15㊏ 新都市広場移動献血 …………………… 茨城県赤十字血液センター
 10/16㊐ ひたちこども祭り ………………………… 日立桜ライオンズクラブ

新都市広場／マーブルホール

10/15㊏ 18：00開演
10/16㊐ 14：00開演

ひたち街角小劇場第54弾　
10周年記念公演
「いつでも夢を～𠮷𠮷𠮷𠮷と𠮷𠮷𠮷の夢～」

［出　演］ひたち街角小劇場ProjectTeam加盟劇団
［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］一般前売1,000円、一般当日1,200円
 小中学生500円
［申込み］受付中　0294-34-1727

ひたち街角小劇場加盟劇団による合同劇です。

初音家左橋

チケット前売・予約情報



コンサート・上演

■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

10/20㊍ 11：00開演

バギーコンサート～ヴァイオリンと読み聞かせ～

［出　演］谷口和子（ヴァイオリン）、大内和美（ピアノ）
 小林泰子（語りべ）
［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］無料
［申込み］9/10㊏　10：00～　HPにて

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。

11/3㊍㊗ 14：00～17：00
コンピューターミュージックのススメ～やってみようスマホで作曲～

［講　師］マシコタツロウ（作曲家、作詞家）
［会　場］日立シビックセンター多用途ホール
［料　金］2,000円
［申込み］9/11㊐　10：00～　HPにて
「ガレージバンド」（Apple社作曲ソフトウェア）を使用したワークショップです。
※無料アプリ「ガレージバンド」のインストール及びApple社製品（iPhone、iPad、Mac PC）をご用意ください。

11/19㊏ 13：30～15：00

第173回文化サロン
「プログラミング教育が目指す10年後の未来」～AI、IoT、DXで未来はこう変わる～

［講　師］柴田裕一（茨城工業高等専門学校名誉教授）
［会　場］日立市民会館111号室
［料　金］無料
［申込み］10/1㊏　9：30～　0294-22-6481またはHPにて

11/7㊊ クラフト9：45～10：15、プラネタリウム10：30～11：00
サクリエ☆チャレンジ「ひよこクラフト&プラネタリウム」

［会　場］日立シビックセンターオリエンテーションルーム、天球劇場
［料　金］800円（クラフト参加料300円＋プラネタリウム入館料500円）
　　　　※クラフトのみ、プラネタリウムのみの参加も可
［申込み］9/27㊋　10：00～　HPにて
0歳からの小さなお子様向けの工作とプラネタリウムです。

11/20㊐ 12：00開演、15：00開演

舞台
「かいけつゾロリとなぞのスパイ・ローズ」

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　3,300円
 ※シビックメンバーズ3,100円、 特別会員3,000円
［申込み］受付中　0294-22-6481

12/17㊏ ①10：00開演  ②14：00開演
第23回ひたち能と狂言

［内　容］①能楽発表会　②能楽師による公演
［出　演］①日立市内能楽関係者、 団体　
　　　　②観世銕之丞、 鵜澤久（観世流シテ方能楽師）、 野村万蔵（狂言方和泉流能楽師）
［共　催］市民のための能を知る会実行委員会
［会　場］日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］①無料　②全席指定　S席5,000円、A席3,000円、高校生以下1,000円　
　　　　※未就学児入場不可
［申込み］①当日受付　※先着順
 ②9/21㊌　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または0294-24-7720

11/12㊏ 14：00開演

ひたち国際文化まつり第20回記念　
モーリー・ロバートソン講演会

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］一般500円、高校生以下無料
［申込み］10/13㊍　10：00～　0294-24-7720
SDGsや多文化共生などを含む旬な話題を多角的な視点でお話しします。

11/12㊏ 18：00開演、11/13㊐ 11：00開演、15：00開演

ひたち街角小劇場第56弾　「シアターゼロ」inひたち
～ゼロから始まる短編演劇集～

［出　演］演劇事務所'99、プロフェッショナルファウル、キミトジャグジー、演劇ユニットこれっきりほか
［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］一般1,500円、高校生以下無料
［申込み］9/11㊐　9：00～　0294-34-1727
実力派揃いの劇団が、持ち時間20分の中で思い思いの劇を上演します。

11/13㊐ 15：00開演
ひたちジュニア弦楽合奏団　第30回定期演奏会

［出　演］ひたちジュニア弦楽合奏団、陽だまり弦楽アカデミー（宮城県亘理町）
［会　場］日立シビックセンター音楽ホール
［料　金］無料
［申込み］10/15㊏　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

11/9㊌ 10：00開演

初めての劇場体験☆本物の音楽会
「ティコボのガラクタ音楽会」

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　一般1,500円、3歳～中学生1,000円
 2歳以下膝上鑑賞無料（座席が必要な場合は有料）
［申込み］受付中　0294-22-6481

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5,300円、未就学児入場不可
［申込み］受付中　0294-22-6481

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

 9/11㊐ 日立市民混声合唱団創立40周年記念第40回定期演奏会
  ……………………………………………………… 日立市民混声合唱団
 9/24㊏ Colorful Sign　野薔薇公演 ……………………………… Colorful Sign
 9/25㊐ フラダンス発表会 ……… フラ  オ  カヴァイ  ルーキニ　小澤満里子
 10/2㊐ 令和4年度茨城県芸術祭合唱演奏会…………………… 茨城県合唱連盟
 10/20㊍ 食品衛生責任者実務者講習会 ……………………… 日立食品衛生協会
 10/22㊏ 男女共同参画をすすめるつどい2022
  …………………………… 男女共同参画をすすめるつどい実行委員会
 10/30㊐ 第46回　東京藝術大学音楽学部同声会茨城支部演奏会
  …………………………………………… 東京藝術大学同声会茨城支部

音楽ホール

日立市民会館／ホール
 9/25㊐ 𠮷田正生誕 100 周年記念コンサート
  『みんなで語り みんなで歌おう～「愛と生きる力」～』…………… 日立市
 10/23㊐ 日立市芸術祭　日立民謡民舞連合会第49回秋季コンクール大会
  …………………………… 日立市、日立市文化協会、日立民謡民舞連合会

日立シビックセンター

多賀市民会館／ホール
 9/18㊐ 世界の歌を花束にして～世界の平和を願い～
  …………………………………………………H&Mコンサートプロジェクト
 10/23㊐ ヤマハ　ピアノ・エレクトーン教室発表会 …………（株）クシダピアノ社

貸館情報 月日／催物名／主催

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≫、
≪アイーダ≫、≪マクベス≫の3演目をガラコンサート、そして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。

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5,600円
　　　　　未就学児入場不可
［申込み］受付中　0294-22-6481

2023/2/12㊐ 10：00開演、14：00開演
Civic Dance Fes.2022参加者募集

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］300円/人
［対　象］茨城県内に活動拠点を置くダンスチーム
［申込み］9/3㊏　10：00～10/23㊐　17：00　HPにて　
 ※申込み多数の場合抽選
ダンスイベントの参加チームを募集します。年齢、ダンスのジャンルは問いません。
募集要項（8月下旬頃HPにて公開）の内容をご確認の上、お申込みください。

12/14㊌ 10：30開演

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ノンタン みんなであそぼう！」

［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　
 ※シビックメンバーズS席1,800円、特別会員1,700円
［申込み］10/15㊏　9：00～　0294-22-6481

2023/2/9㊍ 10：30開演

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」

［会　場］日立市民会館ホール
［料　金］全席指定　前売2,800円、当日3,000円、親子ペア4,000円　
 ※シビックメンバーズ2,600円、特別会員2,500円
［申込み］10/15㊏　9：00～　0294-22-6481

11/23㊌㊗ 14：00開演
ギャラリーコンサートVol.5

［出　演］民謡法濤会
［会　場］多賀市民プラザギャラリー
［料　金］無料
［申込み］10/15㊏　9：00～　0294-34-1727
茨城の民謡を聴きながら、午後のひと時をゆっくりと過ごしませんか。

11/27㊐ 14：00～16：00
能楽文化サロン

［講　師］鵜澤久（観世流シテ方能楽師）
［共　催］市民のための能を知る会実行委員会
［会　場］日立シビックセンター会議室502号
［料　金］500円
［対　象］高校生以上
［申込み］10/22㊏　10：00～　0294-24-7755またはHPにて
12/17開催の「第23回ひたち能と狂言」で上演される演目の能「田村」と「石橋」について解説します。

10/30㊐ 14：00開演

ミ ニ ピ ッ ピ コ ン サ ー ト

［出　演］ピッピスタッフの会
［会　場］多賀市民会館小ホール
［料　金］無料
［申込み］9/14㊌　9：00～　0294-34-1727

心身にハンディキャップを持つ方とその家族から
寄せられた「夢や希望」をメロディにのせて想いを
届ける手作りコンサートです。

10/29㊏ 
11：30～12：00、15：00～15：30

NEW WIND THEATER

［会　場］日立シビックセンター新都市広場
［料　金］無料

日立市内の中学 ・ 高校生吹奏楽部による屋外
コンサートです。

10/28㊎～10/30㊐ 
各日午前の部10：30開演、午後の部15：00開演

出前寄席

［出　演］初音家左橋（真打）、金原亭駒平（前座）
［会　場］10/28㊎ 【午前】仲町交流センター
 【午後】宮田交流センター
　　　　10/29㊏  【午前】塙山交流センター
 【午後】大久保交流センター
　　　　10/30㊐ 【午前】大みか交流センター
 【午後】久慈川日立南交流センター
［料　金］全席自由　500円　※未就学児入場不可
［申込み］9/28㊌　10：00～　0294-24-7720

 9/24㊏～9/25㊐ 第34回苑有書展…………………………………………………苑有書会
 9/27㊋～10/2㊐ 令和4年度県北地区高等学校合同美術展
  ……………………………………………… 茨城県高等学校文化連盟
 10/14㊎～10/21㊎ 環境を考えるポスター展…………………… 日立市環境都市推進課
 10/27㊍～10/30㊐ 第94回日本写真会展 ………………………… 日本写真会日立支部

ギャラリー

 9/3㊏～9/4㊐ 車中泊イベント（仮）………………………………… 日立商工会議所
 9/10㊏ 新都市広場移動献血 …………………… 茨城県赤十字血液センター
 9/17㊏ 2022市民生活安全フェスティバル
  …………………………… 市民生活安全フェスティバル実行委員会
 9/18㊐ 第1回ヘルスPOWERフェスin日立
  ……………………………… ヘルスPOWERフェス日立実行委員会
 10/15㊏ 新都市広場移動献血 …………………… 茨城県赤十字血液センター
 10/16㊐ ひたちこども祭り ………………………… 日立桜ライオンズクラブ

新都市広場／マーブルホール

10/15㊏ 18：00開演
10/16㊐ 14：00開演

ひたち街角小劇場第54弾　
10周年記念公演
「いつでも夢を～𠮷𠮷𠮷𠮷と𠮷𠮷𠮷の夢～」

［出　演］ひたち街角小劇場ProjectTeam加盟劇団
［会　場］多賀市民会館ホール
［料　金］一般前売1,000円、一般当日1,200円
 小中学生500円
［申込み］受付中　0294-34-1727

ひたち街角小劇場加盟劇団による合同劇です。

初音家左橋

チケット前売・予約情報



おわら風の盆 Gentle Forest Jazz Band akiko

11/5㊏ 10：30～12：00
サクリエ☆スクール「コマの実験で『素粒子』について調べよう！」
［講　師］ 大谷将士（J-PARC） ［会　場］オリエンテーションルーム
［料　金］ 800円 ［対　象］小学生とその保護者
［申込み］ 9/22㊍　10：00～　HPにて

日立市内団体や園児、全国から招いた芸能団体による郷土芸能の
ステージ
［演　目］おわら風の盆（富山県）、黒岩鬼剣舞（岩手県）、虎舞（岩手県）、

金津流獅子踊（神奈川県）、民族歌舞団荒馬座による民族歌舞
芸能集／日立市内団体による芸能発表／
日立市内保育園・認定こども園による荒馬踊り

10/8㊏ 12：00～19：30
日立市内中学生による芸能発表のステージ
［演　目］河中エイサー、久慈中ソーラン、十王鵜鳥舞

プロ・アマチュアバンドによるジャズのステージ
［演　目］Gentle Forest Jazz Band with akiko Special Stage!! 

（現代のヴォードヴィリアン・ジェントル久保田が率いる、　
21人のビッグバンド「Gentle Forest Jazz Band」がジャズ
シンガー「akiko」をゲストに迎えた熱いステージ）　　  など

10/9㊐ 11：00～19：30 

ひたち秋祭り

［会　場］ 日立シビックセンター新都市広場
［料　金］ 無料

日立の秋の風物詩、「ひたち秋祭り」が3年ぶりにパワーアップして帰ってくる！
～1日目には全国各地の郷土芸能を、2日目にはジャズを、野外の特設大ステージでお楽しみください～

10/6㊍～10/20㊍

アトリウム装飾・秋
「ひょうたんと竹で彩るシビック」

［制　作］ TEAMお〼。
［会　場］ 日立シビックセンター
 アトリウム
［料　金］ 無料

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］ 受付中　HPにて

10/16㊐14：00～16：00能楽体験ワークショップ
[講　師］ 鵜澤久（観世流シテ方能楽師）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］ 高校生以上  [申込み］9/14㊌　10：00〜 0294-24-7755またはHPにて

10/15㊏、11/20㊐、12/11㊐、2023/1/8㊐、2/25㊏、2/26㊐ 14：00～16：00
コンサートをつくろう！（全6回）
[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（全6回分）
[対　象］ 小学5年生〜中学3年生  [申込み］8/27㊏　10：00～　HPにて

J-PARCの先生と一緒に、コマを使った実験や工作をします。

10/23㊐ 9：30～15：30
第22回  青少年のための科学の祭典・日立大会
［会　場］ マーブルホールほか
［料　金] 無料

［主　催］ 青少年のための科学の祭典・日立大会実行委員会
［共　催］ 公益財団法人日立市民科学文化財団

9月は紙コップを使って自分だけのプラネタリウムを、10月は
厚紙を使ってブーメランを作ります。

9/5㊊、10/3㊊、10/17㊊ 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
［対　象] 小学生

万華鏡 ［料　金］300円
10：00～、11：00～、14：00～、15：00～

9/3㊏～11/27㊐の土日祝日
入浴剤
10：30～、11：30～、14：30～、15：30～

［料　金］200円

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～
9月と10月は「ロケットの実験」と「シャボン玉の科学」を行います。

9/5㊊ 10：30～11：00
［申込み］ 8/22㊊　10：00～　HPにて

0歳から楽しめるプラネタリウムです。
その日見られる夏の星空について紹介します。

ひよこプラネタリウム～夏のほしぞら～

10/29㊏、10/30㊐ 
10：30～11：10、14：45～15：25

［申込み］ 10/15㊏　10：00～　HPにて
クイズを交えながらハロウィンの夜空に描かれる
星座たちをご紹介します。

ファミリープラネタリウム～ハロウィンを楽しもう！～

10/14㊎ 19：00～19：50、10/15㊏ 17：30～18：20
［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］ 9/16㊎　10：00～　HPにて

アロマで愉しむプラネタリウム～秋の香り～

9/10㊏ 18：30～20：00

［申込み］ 8/27㊏　10：00～　HPにて
※ライブ配信は19：00〜20：00

プラネタリウムでその日の星空について学んだ
あと、屋上に出て実際の星空を見てみましょう。
※曇雨天時は上映のみ実施し観望会は中止、
　観望会のみの参加不可

観望のためのプラネタリウム＆観望会

有効期限：2022/10/30㊐

通常上映 特別上映

上映スケジュール

9/3㊏～11/15㊋の上映内容はHPからご確認ください→

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・クリエーター、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］天球劇場
［料　金］全席指定　一般1,000円、高校生以下800円　※未就学児入場不可
［申込み］受付中　HPにて
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。

9/25㊐ 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］天球劇場
［料　金］全席指定　4,000円  ※シビックメンバーズ 3,800円　
［対　象］中学生以上
［申込み］受付中　HPにて

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］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
［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のプラネタリウムです。

近 代 プ ラ ネ タ リ ウ ム 誕 生 1 0 0 年 企 画

星の旅
-世界編-
9/3㊏～
2023/3/22㊌

NEW チコとキョエの
宇宙大冒険!
無知との遭遇

プラネタリウムで
チコちゃんに叱られる!

9/3㊏～
2023/3/22㊌

NEW

「チコちゃんに叱られる!」ⓒNHK🄫🄫KAGAYA st🄫dio

9/10㊏～9/18㊐ 10：00～17：00

日立市芸術祭
第58回日立市美術展覧会

［会　場］ 日立シビックセンターギャラリー、マーブルホール、
 多用途ホール、会議室501〜503号
［部　門］ 洋画、日本画、書道、デザイン、写真、彫刻、工芸
［料　金］ 無料

※9/18㊐は～15：00 ※9/17㊏、10/15㊏は女性限定

チラシ作成や機材の操作など、ホールスタッフの仕事体験ができます。

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。

🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫

9/3㊏～9/25㊐ 9：00～17：00
KAGAYA　星空アート展
［会　場］ オリエンテーションルーム
［料　金］ 科学館・天球劇場  入館料

10/23㊐ 11：00開演、13：00開演
プラネ★トーク「チャギントン～星空にレッツライド！～with つるの剛士」

［会　場］天球劇場
［料　金］一般1,000円、3歳～高校生500円
［申込み］9/5㊊　10：00～　HPにて

つるの剛士氏のトークイベントを
開催します。

🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫🄫

大平貴之

安元洋貴

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］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
［申込み］受付中　HPにて KAGAYA氏の作品を前にしながらの座談会です。

■日立シビックセンター科学館サクリエ ・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、臨時休館（9/1㊍・9/2㊎）

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

※小学3年生以上は子どものみでの参加可

2022年8月17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8月9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。

…そのほか、最新情報は随時HPにアップしていきますのでお楽しみに！

会場周辺にはキッチンカー
をはじめ、約50店が出店
するマルシェが広がり、
飲食しながらステージが
楽しめます！　　　　　　
お子様が楽しめる様々な
ア ト ラ ク シ ョ ンも！

同時開催
イベント

ブラック星博士

40以上の実験、工作が集合します。

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

2022.9-10

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

イベント

展示 ワークショップ・講座

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）


