
公益財団法人日立市民科学文化財団
日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館

日立シビックセンター
TEL：0294-24-7711

〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1

●JR常磐線「日立駅」中央口下車・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／10：00～18：00
●休館日／毎月最終月曜日、年末年始

日立市民会館 多賀市民会館
TEL：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」下車・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／99台（30分100円）
●チケット取扱い／9：00～17：00
●休館日／毎週火曜日、年末年始

www.civic.jp詳しくは
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ひたち国際大道芸2019

家入レオ 7th Live Tour 2019 ～DUO～

科学館春の特別イベント「かみで遊園地」
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催し物・前売り・講座・募集情報 P.2-5 / 科学館・天球劇場 P.6-7 / PiCK UP情報❶❷・アクセス P.8

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。　公益財団法人日立市民科学文化財団平成31年2月26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23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。

TEL：0294-22-6481
〒317-0063 茨城県日立市若葉町1-5-8

●JR常磐線「日立駅」中央口下車・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／9：00～17：00
●休館日／毎週火曜日、年末年始

PiCK UP お す す め 情 報

PiCK UP 1

PiCK UP 2

©大八木宏武（都恋堂）

お問合せ：日立シビックセンター　TEL：0294-24-77１１

ジャグリングやアクロバット、パントマイムなど、
“笑い！感動！驚き！”の２日間。日立会場の
フィナーレを飾る「夜会」では、神秘的＆ファン
タスティックな空間が展開されます。

土5/11
12:00～19:30（夜会18:00～）

日立会場
（JR日立駅周辺）

日5/12
11:00～17:00

多賀会場
（JR常陸多賀駅周辺）

両日とも
観覧無料

今年も
凄いやつらがやってくる！！

4/6土発売 定価 100円（税込）

[発売場所] 日立シビックセンター ほか

ひたち国際大道芸
公式ガイドブック

若者を中心に絶大な人気を誇
る家入レオのライブツアーを日
立で開催！澄んだ歌声から発せられ
る素敵なメロディーと力強いメッ
セージをぜひ会場で感じてください！

5/24㊎ 18：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 6,４８０円
　　　　　 3歳以下入場不可
　　　　　 4歳以上チケット必要

全席指定

［お問合せ：日立市民会館］3/9発売

家入レオ
7th Live Tour
2019 ～DUO～

家入レオ 7th Live Tour 2019 ～DUO～ひたち国際大道芸2019

オリジナルプラネタリウム番組「いつでも夢を」

ミュージックトレイン2019 第１部 レッツ・ブラス・パティオ

洋楽文庫 第1章
錦織健
テノール・リサイタル

洋楽文庫 第2章
仲道郁代
オール・シューマン・プログラム ©Kiyotaka Saito

雨 天 決 行
※悪天時は、プログラムを
　変更する場合があります。

お問合せ：日立シビックセンター科学館　TEL：0294-24-7731

［お問合せ：日立シビックセンター 経営企画課］

購入日から1年間有効。
天球劇場で開催する

「特別上映」にも利用可。

日立シビックセンター　科学館・天球劇場
年間パスポート販売中

大人 2,000円
小人 1,000円

「アロマで愉しむプラネタリウム」
春の香り　4/19（金）、20（土）
夏の香り　7/12（金）、13（土）
秋の香り　10/18（金）、19（土）
冬の香り　2020年1/17（金）、18（土）

「はじめてのプラネタリウム」
4/8（月）、5/13（月）、6/3（月）、7/8（月）、9/9（月）

★
年
パ
ス
利
用
可
★

　当財団は、ひたち国際大道芸、ひたち秋祭り郷土芸能大祭、Hitachi 
Starlight Illumination、日立サイエンスショーフェスティバルなどのイベ
ントを多くの皆様との協働により盛大に実施するため、この趣旨にご賛同
をいただく皆様からのご協賛を募集しています。
　ご協賛いただいた際には、イベントチラシやホームページなどにご芳名
を記載させていただきます。
　皆様のご協力をお願い申し上げます。

ご協賛のお願い

チケット発送も行っていますのでご利用ください。
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日立シビックセンター１階の交流空間にて休日の午後のひとときに贈るコンサート。どなたでも気
軽に音楽をお楽しみください。今回は日立交響楽団による弦楽アンサンブルをお届けします。

5/25㊏ 13：00～13：45
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 日立交響楽団

アトリウムコンサート vol.1

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

前 売 情 報

テレビでおなじみの稲川淳二による「稲川淳二の怪談ナイト」が日立にやって
くる！初公演から２７年の連続公演を数え益々熟練の話術が冴える、語り部
稲川淳二座長の怪談で、真夏の一夜を涼しくお過ごしください。

7/15㊊㊗ 16：30開演
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［入場料］ 5,500円（当日6,000円）
　　　　  ※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

全席指定

MYSTERY NIGHT TOUR 2019
稲川 淳二の怪談ナイト

［お問合せ：日立市民会館］4/13発売

ピアニスト仲道郁代によるシューマンの美しい世界をご堪能ください。

2020.2/8㊏ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］
 一般 3,000円、高校生以下 1,000円
 第1・2章セット券：一般 5,000円、高校生以下 1,800円

全席指定

洋楽文庫 第2章 仲道郁代オール・シューマン・プログラム

©Kiyotaka Saito©Kiyotaka Saito

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］4/20発売 2020.
1/25

仲道郁代

サーカスの本場ロシアから、世界トップクラスのサーカス団が来日！市民会館のステージを舞台に
大迫力の空中ブランコやアクロバットなど、子どもだけでなく大人も楽しめる懐かしい王道サーカ
スです。家族みんなで夏休みの思い出を作ろう！

7/27㊏ 13：30／16：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 高校生以上 2,700円、中学生以下 1,700円
　　　　  ※2歳以上有料。2歳未満1名まで膝上鑑賞無料。
　　　　  　ただし、席が必要な方は有料となります。

全席指定

サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス

［お問合せ：日立市民会館］4/20発売

夏の涼を楽しむ2日間。日本が誇る伝統話芸の世界をお楽しみください。
※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

8/27㊋、8/28㊌ 18：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 1日券 3,000円、2日通し券 5,500円（限定50組）
［出　演］ 初音家左橋 ほか

全席指定

ひたち納涼寄席

初音家左橋

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］6/1発売 8/14

日本全国で年間10万人以上を動員した大人気ミュージカルが日立
公演決定！トーマスとゆかいな仲間たちのすてきなファミリー
ミュージカル。どうぞお楽しみに！！

8/25㊐ 12：00／14：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 2,800円
　　　　  ※2歳以上有料。2歳未満1名まで膝上鑑賞無料。
　　　　  　ただし、席が必要な方は有料となります。

全席指定

きかんしゃトーマスファミリーミュージカル

［お問合せ：日立市民会館］4/27発売

［お問合せ：日立シビックセンター科学館］

いつものプラネタリウムと違って、騒いでしまったり、泣いてしまっても大丈夫。0歳から入場でき
ます。今回はドーム映像番組「たいようくんとおつきちゃん」を上映します。寝転がって見られる「ご
ろごろシート」も用意しています。ご希望の方は事前にお申し込みください。（先着4組、受付中）

6/3㊊ 11：00～11：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

全席自由

はじめてのプラネタリウム 番組上映「たいようくんとおつきちゃん」

いつものプラネタリウムと違って、騒いでしまったり、泣いてしまっても大丈夫。0歳から入場できま
す。今回は星空のお話をします。寝転がって見られる「ごろごろシート」も用意しています。ご希望の
方は事前にお申し込みください。（先着4組、受付中）

5/13㊊ 11：00～11：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

全席自由

はじめてのプラネタリウム 星のお話「春の星空」

［お問合せ：日立シビックセンター科学館］

日立市内外から集まったたくさんの踊り子が、平和通りの桜の下、満
面の笑顔で舞い踊ります。
また、オープニングでは様々なダンスも紹介します。

4/6㊏ オープニング 13：00～13：45
 チーム演舞 14：00～19：00

［会　場］ オープニング：日立シビックセンター 新都市広場
　　　　  チーム演舞：平和通り

ひたち舞祭2019 SPRING

［お問合せ：日立シビックセンター］観覧無料

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。春をイメージした香りの中、春の夜空に描かれる星座た
ちを中心にご紹介します。

4/19㊎ 19：00～、4/20㊏ 18：00～
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 大人 520円、小人 320円
　　　　  ※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。（要事前引換）

全席自由

アロマで愉しむプラネタリウム～春の香り～

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］3/16発売 4/5

市内外の高校生、社会人のアマチュアビッグバンドによる夢の競演。スタンダードジャズ、ラテン、ポ
ピュラー、映画音楽など心ゆくまでお楽しみください。

5/12㊐ 13：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ ５００円
［出　演］ 市内外のアマチュアビッグバンド

全席指定

第26回ひたちBig Band フェスティバル 2019

［お問合せ：日立市民会館］4/14発売

フィナーレでの合同演奏

日立シビックセンターを拠点に活動する弦楽オーケストラ、ひたちジュニア弦楽合奏団のコンサートです。楽器
体験も同時開催。この機会にヴァイオリンなどの弦楽器に触れてみませんか。ご家族でぜひお越しください。

4/21㊐ 14：00開演　第1部 楽器体験／第2部 コンサート
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［指　揮］ 蒲生克郷

ひたちジュニア弦楽合奏団 スプリングコンサート2019

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

どこの星や銀河に行くのか行き先を決めるのは会場のあなた！宇宙船
の操縦士とガイドがお話しをしながら、壮大な宇宙をご案内します。

5/4㊏㊗、5/5㊐㊗ 11：00～11：50／14：30～15：20
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

全席自由

［お問合せ：日立シビックセンター科学館］

特別上映「行き先はあなた次第！？日立発ミステリーツアー」

プラネタリウムでその日の夜に見られる星を学んだ後、屋上で実際に天体望遠鏡を使って観察し
ます。今回は木星を中心に観察します。

6/8㊏  19：00～20：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場・屋上
［入場料］ 大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。
　　　　  ※曇天・雨天の場合は、双眼鏡を使ったプラネタリウム上映のみ
　　　　  　を行います。

全席自由

特別上映 観望のためのプラネタリウム＆観望会「木星」

［お問合せ：日立シビックセンター科学館］

日立市・水戸市で活動する劇団タイコバンの新作を上演します。今回のタイコバンの作品は『未知』
について、扱っていこうと思います。新時代の到来、シンギュラリティ、想定外、期待と不安が入り交
じる劇団タイコバンの新作にご期待ください。

5/25㊏ 18：30、5/26㊐ 13：00／17：00
［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］
 一般 １,000円（当日1,500円）、高校生 500円、中学生以下 無料

［出　演］ 劇団タイコバン

ひたち街角小劇場 第43弾 劇団タイコバン『ディスカバリー』

［お問合せ：多賀市民会館］3/30発売

全席自由

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

第1部は中学生から大人までが参加する吹奏楽コンサート。第2部は
様々なジャンルの音楽が楽しめるアコースティックコンサート。ゴール
デンウィーク恒例の市民参加音楽フェスティバルで、音楽体験してみま
しょう。

5/5㊐㊗ 第1部 12：00／第2部 13：30開演
［会　場］ 第1部：新都市広場※雨天時は音楽ホールのみ
　　　　  第2部：音楽ホール

日立シビックセンター市民音楽企画  ミュージックトレイン2019
第1部 レッツ・ブラスinパティオ　第2部 アコースティックコンサート

今年で29回目となる演奏会。日立市にゆかりがあり、茨城県内外
で活躍している演奏家が出演します。

4/14㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 一般 1,000円（当日1,300円）、高校生以下 500円（当日700円）
［出　演］ 清水博之（チェロ）、大貫麻奈（オーボエ）、
　　　　  音楽の園スペシャルトリオ（ピアノ：永田絵里子、
　　　　  サックス：坂口大介、ヴァイオリン：中澤沙央里）
　　　　  ※前号で、出演「トロイカ三重奏団」とお知らせしましたが、
　　　　  　「音楽の園スペシャルトリオ」に変更となりました。

全席自由

日立シビックセンター市民音楽企画
ひたち出身者によるコンサート「音楽の園」

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］発売中 4/1

音楽の園スペシャルトリオ
永田絵里子　坂口大介　中澤沙央里

清水博之 大貫麻奈

日立シビックセンター　 TEL：0294-24-7711
日立シビックセンター チケットカウンター TEL：0294-24-7720
日立シビックセンター 科学館 TEL：0294-24-7731
日立市民会館　 TEL：0294-22-6481
多賀市民会館 TEL：0294-34-1727

【お問合せ先について】【表記について】
申込不要ですので、当日お越しください

【ベビーシッターサービスについて】
○/○ 表記の日付までに日立シビックセンターチケットカウンターに直接または電話で申込ください

（料金 お子様一人につき1,000円、日立シビックセンター4階「こどもの部屋」利用）

○日立シビックセンター チケットカウンター（1F総合案内）　発売日当日10:00～窓口発売開始　残席があった場合のみ、翌日10:00～電話予約開始
○日立市民会館／多賀市民会館　発売日当日9:00～窓口発売開始　残席があった場合のみ、当日13:30～電話予約開始

【チケット発売について】

チケット発送も行っております。ご利用ください。

4月

5月

6月

ギターの弾き語りと自身の歌声だけで魅せる大人のステージを是非お楽しみに！

6/2㊐ 17：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 3,500円
［予定曲］ 想い出ぼろぼろ、港のヨーコ・ヨコハマヨコスカ
　　　　  知らず知らずのうちに ほか

全席指定

宇崎竜童弾き語りライブ2019 JUST GUITAR  JUST VOCAL

［お問合せ：日立市民会館］3/31発売

小さなお子様とご一緒にご鑑賞いただけるコンサートです。日立シビックセンター1階の交流空間
で開催します。どうぞベビーカーのままお楽しみください。今回はヴァイオリンと絵本の読み聞か
せをお届けします。

5/17㊎ 11：00～11：30
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 谷口和子（ヴァイオリン）、大内和美（ピアノ）
　　　　  小林泰子（読みきかせ）

バギーコンサート vol.1

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

いつものプラネタリウムと違って、騒いでしまったり、泣いてしまっても大丈夫。0歳から入場できます。
今回はドーム映像番組「ジュラシックヒーローズ～星空の警備隊～」を上映します。寝転がって見られ
る「ごろごろシート」も用意しています。ご希望の方は事前にお申し込みください。（先着4組、受付中）

4/8㊊ 11：00～11：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

全席自由

はじめてのプラネタリウム 番組上映「ジュラシックヒーローズ～星空の警備隊～」

［お問合せ：日立シビックセンター科学館］

日本の地方オーケストラの草分け的存在。創立74年の歴史をもつプロ・オーケストラ群馬交響楽
団による日立公演。人気の高いシンフォニーセレクションをお届けします。

9/16㊊㊗ 16：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ S席 4,000円、A席 3,500円
　　　　   B席 3,000円、高校生以下 1,000円

［指　揮］ 大友直人

全席指定

オーケストラ公演「群馬交響楽団演奏会」

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］5/18発売 9/2

美しい日本歌曲からオペラのアリアまでお話を交えた心華やぐコンサートをお届けします。

7/13㊏ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］
 一般 3,000円、高校生以下 1,000円
 第1・2章セット券：一般 5,000円、高校生以下 1,800円

［出　演］ 錦織健（テノール）、河原忠之（ピアノ）

全席指定

洋楽文庫 第1章 錦織健テノール・リサイタル

©大八木宏武（都恋堂）©大八木宏武（都恋堂）

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］4/20発売 6/29

錦織健

2 3



日立シビックセンター１階の交流空間にて休日の午後のひとときに贈るコンサート。どなたでも気
軽に音楽をお楽しみください。今回は日立交響楽団による弦楽アンサンブルをお届けします。

5/25㊏ 13：00～13：45
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 日立交響楽団

アトリウムコンサート vol.1

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

前 売 情 報

テレビでおなじみの稲川淳二による「稲川淳二の怪談ナイト」が日立にやって
くる！初公演から２７年の連続公演を数え益々熟練の話術が冴える、語り部
稲川淳二座長の怪談で、真夏の一夜を涼しくお過ごしください。

7/15㊊㊗ 16：30開演
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［入場料］ 5,500円（当日6,000円）
　　　　  ※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

全席指定

MYSTERY NIGHT TOUR 2019
稲川 淳二の怪談ナイト

［お問合せ：日立市民会館］4/13発売

ピアニスト仲道郁代によるシューマンの美しい世界をご堪能ください。

2020.2/8㊏ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］
 一般 3,000円、高校生以下 1,000円
 第1・2章セット券：一般 5,000円、高校生以下 1,800円

全席指定

洋楽文庫 第2章 仲道郁代オール・シューマン・プログラム

©Kiyotaka Saito©Kiyotaka Saito

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］4/20発売 2020.
1/25

仲道郁代

サーカスの本場ロシアから、世界トップクラスのサーカス団が来日！市民会館のステージを舞台に
大迫力の空中ブランコやアクロバットなど、子どもだけでなく大人も楽しめる懐かしい王道サーカ
スです。家族みんなで夏休みの思い出を作ろう！

7/27㊏ 13：30／16：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 高校生以上 2,700円、中学生以下 1,700円
　　　　  ※2歳以上有料。2歳未満1名まで膝上鑑賞無料。
　　　　  　ただし、席が必要な方は有料となります。

全席指定

サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス

［お問合せ：日立市民会館］4/20発売

夏の涼を楽しむ2日間。日本が誇る伝統話芸の世界をお楽しみください。
※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

8/27㊋、8/28㊌ 18：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 1日券 3,000円、2日通し券 5,500円（限定50組）
［出　演］ 初音家左橋 ほか

全席指定

ひたち納涼寄席

初音家左橋

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］6/1発売 8/14

日本全国で年間10万人以上を動員した大人気ミュージカルが日立
公演決定！トーマスとゆかいな仲間たちのすてきなファミリー
ミュージカル。どうぞお楽しみに！！

8/25㊐ 12：00／14：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 2,800円
　　　　  ※2歳以上有料。2歳未満1名まで膝上鑑賞無料。
　　　　  　ただし、席が必要な方は有料となります。

全席指定

きかんしゃトーマスファミリーミュージカル

［お問合せ：日立市民会館］4/27発売

［お問合せ：日立シビックセンター科学館］

いつものプラネタリウムと違って、騒いでしまったり、泣いてしまっても大丈夫。0歳から入場でき
ます。今回はドーム映像番組「たいようくんとおつきちゃん」を上映します。寝転がって見られる「ご
ろごろシート」も用意しています。ご希望の方は事前にお申し込みください。（先着4組、受付中）

6/3㊊ 11：00～11：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

全席自由

はじめてのプラネタリウム 番組上映「たいようくんとおつきちゃん」

いつものプラネタリウムと違って、騒いでしまったり、泣いてしまっても大丈夫。0歳から入場できま
す。今回は星空のお話をします。寝転がって見られる「ごろごろシート」も用意しています。ご希望の
方は事前にお申し込みください。（先着4組、受付中）

5/13㊊ 11：00～11：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

全席自由

はじめてのプラネタリウム 星のお話「春の星空」

［お問合せ：日立シビックセンター科学館］

日立市内外から集まったたくさんの踊り子が、平和通りの桜の下、満
面の笑顔で舞い踊ります。
また、オープニングでは様々なダンスも紹介します。

4/6㊏ オープニング 13：00～13：45
 チーム演舞 14：00～19：00

［会　場］ オープニング：日立シビックセンター 新都市広場
　　　　  チーム演舞：平和通り

ひたち舞祭2019 SPRING

［お問合せ：日立シビックセンター］観覧無料

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。春をイメージした香りの中、春の夜空に描かれる星座た
ちを中心にご紹介します。

4/19㊎ 19：00～、4/20㊏ 18：00～
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 大人 520円、小人 320円
　　　　  ※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。（要事前引換）

全席自由

アロマで愉しむプラネタリウム～春の香り～

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］3/16発売 4/5

市内外の高校生、社会人のアマチュアビッグバンドによる夢の競演。スタンダードジャズ、ラテン、ポ
ピュラー、映画音楽など心ゆくまでお楽しみください。

5/12㊐ 13：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ ５００円
［出　演］ 市内外のアマチュアビッグバンド

全席指定

第26回ひたちBig Band フェスティバル 2019

［お問合せ：日立市民会館］4/14発売

フィナーレでの合同演奏

日立シビックセンターを拠点に活動する弦楽オーケストラ、ひたちジュニア弦楽合奏団のコンサートです。楽器
体験も同時開催。この機会にヴァイオリンなどの弦楽器に触れてみませんか。ご家族でぜひお越しください。

4/21㊐ 14：00開演　第1部 楽器体験／第2部 コンサート
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［指　揮］ 蒲生克郷

ひたちジュニア弦楽合奏団 スプリングコンサート2019

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

どこの星や銀河に行くのか行き先を決めるのは会場のあなた！宇宙船
の操縦士とガイドがお話しをしながら、壮大な宇宙をご案内します。

5/4㊏㊗、5/5㊐㊗ 11：00～11：50／14：30～15：20
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

全席自由

［お問合せ：日立シビックセンター科学館］

特別上映「行き先はあなた次第！？日立発ミステリーツアー」

プラネタリウムでその日の夜に見られる星を学んだ後、屋上で実際に天体望遠鏡を使って観察し
ます。今回は木星を中心に観察します。

6/8㊏  19：00～20：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場・屋上
［入場料］ 大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。
　　　　  ※曇天・雨天の場合は、双眼鏡を使ったプラネタリウム上映のみ
　　　　  　を行います。

全席自由

特別上映 観望のためのプラネタリウム＆観望会「木星」

［お問合せ：日立シビックセンター科学館］

日立市・水戸市で活動する劇団タイコバンの新作を上演します。今回のタイコバンの作品は『未知』
について、扱っていこうと思います。新時代の到来、シンギュラリティ、想定外、期待と不安が入り交
じる劇団タイコバンの新作にご期待ください。

5/25㊏ 18：30、5/26㊐ 13：00／17：00
［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］
 一般 １,000円（当日1,500円）、高校生 500円、中学生以下 無料

［出　演］ 劇団タイコバン

ひたち街角小劇場 第43弾 劇団タイコバン『ディスカバリー』

［お問合せ：多賀市民会館］3/30発売

全席自由

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

第1部は中学生から大人までが参加する吹奏楽コンサート。第2部は
様々なジャンルの音楽が楽しめるアコースティックコンサート。ゴール
デンウィーク恒例の市民参加音楽フェスティバルで、音楽体験してみま
しょう。

5/5㊐㊗ 第1部 12：00／第2部 13：30開演
［会　場］ 第1部：新都市広場※雨天時は音楽ホールのみ
　　　　  第2部：音楽ホール

日立シビックセンター市民音楽企画  ミュージックトレイン2019
第1部 レッツ・ブラスinパティオ　第2部 アコースティックコンサート

今年で29回目となる演奏会。日立市にゆかりがあり、茨城県内外
で活躍している演奏家が出演します。

4/14㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 一般 1,000円（当日1,300円）、高校生以下 500円（当日700円）
［出　演］ 清水博之（チェロ）、大貫麻奈（オーボエ）、
　　　　  音楽の園スペシャルトリオ（ピアノ：永田絵里子、
　　　　  サックス：坂口大介、ヴァイオリン：中澤沙央里）
　　　　  ※前号で、出演「トロイカ三重奏団」とお知らせしましたが、
　　　　  　「音楽の園スペシャルトリオ」に変更となりました。

全席自由

日立シビックセンター市民音楽企画
ひたち出身者によるコンサート「音楽の園」

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］発売中 4/1

音楽の園スペシャルトリオ
永田絵里子　坂口大介　中澤沙央里

清水博之 大貫麻奈

日立シビックセンター　 TEL：0294-24-7711
日立シビックセンター チケットカウンター TEL：0294-24-7720
日立シビックセンター 科学館 TEL：0294-24-7731
日立市民会館　 TEL：0294-22-6481
多賀市民会館 TEL：0294-34-1727

【お問合せ先について】【表記について】
申込不要ですので、当日お越しください

【ベビーシッターサービスについて】
○/○ 表記の日付までに日立シビックセンターチケットカウンターに直接または電話で申込ください

（料金 お子様一人につき1,000円、日立シビックセンター4階「こどもの部屋」利用）

○日立シビックセンター チケットカウンター（1F総合案内）　発売日当日10:00～窓口発売開始　残席があった場合のみ、翌日10:00～電話予約開始
○日立市民会館／多賀市民会館　発売日当日9:00～窓口発売開始　残席があった場合のみ、当日13:30～電話予約開始

【チケット発売について】

チケット発送も行っております。ご利用ください。

4月

5月

6月

ギターの弾き語りと自身の歌声だけで魅せる大人のステージを是非お楽しみに！

6/2㊐ 17：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 3,500円
［予定曲］ 想い出ぼろぼろ、港のヨーコ・ヨコハマヨコスカ
　　　　  知らず知らずのうちに ほか

全席指定

宇崎竜童弾き語りライブ2019 JUST GUITAR  JUST VOCAL

［お問合せ：日立市民会館］3/31発売

小さなお子様とご一緒にご鑑賞いただけるコンサートです。日立シビックセンター1階の交流空間
で開催します。どうぞベビーカーのままお楽しみください。今回はヴァイオリンと絵本の読み聞か
せをお届けします。

5/17㊎ 11：00～11：30
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 谷口和子（ヴァイオリン）、大内和美（ピアノ）
　　　　  小林泰子（読みきかせ）

バギーコンサート vol.1

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

いつものプラネタリウムと違って、騒いでしまったり、泣いてしまっても大丈夫。0歳から入場できます。
今回はドーム映像番組「ジュラシックヒーローズ～星空の警備隊～」を上映します。寝転がって見られ
る「ごろごろシート」も用意しています。ご希望の方は事前にお申し込みください。（先着4組、受付中）

4/8㊊ 11：00～11：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 大人 520円、小人 320円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

全席自由

はじめてのプラネタリウム 番組上映「ジュラシックヒーローズ～星空の警備隊～」

［お問合せ：日立シビックセンター科学館］

日本の地方オーケストラの草分け的存在。創立74年の歴史をもつプロ・オーケストラ群馬交響楽
団による日立公演。人気の高いシンフォニーセレクションをお届けします。

9/16㊊㊗ 16：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ S席 4,000円、A席 3,500円
　　　　   B席 3,000円、高校生以下 1,000円

［指　揮］ 大友直人

全席指定

オーケストラ公演「群馬交響楽団演奏会」

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］5/18発売 9/2

美しい日本歌曲からオペラのアリアまでお話を交えた心華やぐコンサートをお届けします。

7/13㊏ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］
 一般 3,000円、高校生以下 1,000円
 第1・2章セット券：一般 5,000円、高校生以下 1,800円

［出　演］ 錦織健（テノール）、河原忠之（ピアノ）

全席指定

洋楽文庫 第1章 錦織健テノール・リサイタル

©大八木宏武（都恋堂）©大八木宏武（都恋堂）

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］4/20発売 6/29

錦織健
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夏休みに親子で「自由研究」をしませんか？ 太陽の光を集めて調理できる「ソーラークッカー」を
作り、実際に調理実験を行いながら、自然のエネルギーについて学びます。
※クッカーはお持ち帰りできます。天候不良時は、クッカーの製作と講義を行います。

7/20㊏ 10：30～13：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号室、屋上
［対　象］ 小学生以上の子どもとその保護者※小学4年生以上は1人での参加も可
［受講料］ 1組８00円　　［定　員］ 20組
［講　師］ 中條祐一（足利大学 総合研究センター センター長）

申
込 6/15㊏ 10：00～ 0294-24-77１1

夏のひみつ基地 シビックサロン「作って体験！ソーラークッカー」おやこ

この夏、運動と食の両面から身体を温める方法を学んで、元気に楽しく過ごしませんか？ 実際にヨ
ガを行い、手軽にできる料理を作って参加者で楽しく食事をします。

6/22㊏ 10：00～13：00
［会　場］ 日立シビックセンター トレーニングルーム、料理室
［受講料］ ２,５00円　　［定　員］ 20人
［講　師］ 高橋美紀（KENPOKUyoga インストラクター）

申
込 4/13㊏ 10：00～ 0294-24-77１1

シビックサロン
「“YOGA×食”で始める温活講座－美味しく食べて夏を楽しもう！」おとな

6/8

宇宙実験教室 基礎コースこども

ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）の協力による実験教室。宇宙飛行士情報伝導訓練に挑戦したり、
プログラミングロボットを操作する協力実験を行います。

7/27㊏ 14：00～17：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号室
［対　象］ 小学4年生～中学3年生
［受講料］ 700円
［定　員］ 30人

申
込 6/22㊏ 10：00～ 0294-24-7731

建築や街並みを楽しむ見方を一緒に学んでみませんか？ 当日は、持ち寄った、気になる日立の建
物や街並みを題材にしたワークショップも行ないます。

7/11㊍ 10：00～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室５０３号室
［受講料］ 500円　　［定　員］ 24人
［講　師］ 一ノ瀬彩（茨城大学工学部 都市システム工学科助教）

申
込 ６/１２㊌ 10：00～ 0294-24-７７３１

大人のためのサイエンス
「まち歩きが楽しくなる建築、街並み観察

   ～あなたの街の、気になる建物～」おとな

大人のための天文教室
－春の星座・一番星を見つけようおとな

春の星空で一番星や星座の見つけ方やその楽しみ方などについてお話します。初心者の方にお勧めの講座です。

4/11㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室５０３号室
［受講料］ 500円　　［定　員］ 24人
［講　師］ 増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）

申
込 3/12㊋ 10：00～ 0294-24-7731

初夏の星空で、星座をたどりながら銀河鉄道をそぞろ歩きしてみましょう。初心者の方にお勧めの
講座です。

6/13㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室５０３号室
［受講料］ 500円　　［定　員］ 24人
［講　師］ 増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）

申
込 5/12㊐ 10：00～ 0294-24-7731

大人のための天文教室
－初夏の星座と銀河鉄道そぞろ歩きおとな

宇宙実験教室 キッズコースおやこ

ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）の協力による実験教室。実験や工作をしながら、太陽系の惑星の
秘密を探っていきます。

7/27㊏、7/28㊐ 10：00～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号室
［対　象］ 小学1～3年生の児童とその保護者
［受講料］ 1組500円
［定　員］ 20組

申
込 6/22㊏ 10：00～ 0294-24-7731

貸館情報 月日／催物名／主催

日立シビックセンター

4/21㊐
4/28㊐
6/15㊏
6/16㊐
6/29㊏

不思議の国のちいさなちいさなコンサートⅩⅣ
第14回大人のためのミニコンサート
廣木祭り～オヤジ達の逆襲～
まじゃりんこ会ピアノ発表会
日立会演劇部公演「俺たちは天使じゃない～We're No Angels～」

渡辺紀子
田沼靖子
廣木紀夫

和田
日立事業所日立会

多用途ホール

4/15㊊～4/21㊐
4/29㊊～5/5㊐
5/18㊏～5/19㊐
5/28㊋～6/2㊐
6/3㊊～6/9㊐

6/10㊊～6/16㊐
6/22㊏～6/23㊐
6/29㊏～6/30㊐

写友日立クラブ+徳光教室+ぶらり500合同写真展
第66回　日製謳美会
日立市芸術祭初夏のいけばな展
NEWアートライフ展
県北在住日展洋画作家展
よかっぺ写友会写真展
花の輪・人の輪みんなの花展
拓美会書道展

写友日立クラブ
日製謳美会

日立華道連合会
NEWアートライフ

県北在住日展洋画作家の会
よかっぺ写友会
小原流日立支部

拓美会

ギャラリー

日立市民会館/ホール
4/29㊊

5/1㊌～5/2㊍
5/19㊐
6/16㊐
6/30㊐

歌謡最前線in日立
コンサート
第46回日立民謡民舞連合会春季発表会
多賀高等学校吹奏楽部定期演奏会
日立市洋舞踊協会発表会

立木音楽企画
サンライズプロモーション

日立民謡民舞連合会
茨城県立多賀高等学校

日立市文化協会・日立市洋舞踊協会

多賀市民会館/ホール
4/6㊏
5/19㊐
6/2㊐
6/8㊏
6/23㊐
6/30㊐

ピアノ発表会
大久保中学校吹奏楽部第9回定期演奏会
ピアノ発表会
第44回民謡を楽しむつどい
ヤマハエレクトーンフェスティバル クシダピアノ社大会
県北地区「ハーモニカの集い」

沙羅の会
日立市立大久保中学校

カンタービレの会
民謡法濤会

（株）クシダピアノ社
県北地区ハーモニカ同好会

4/7㊐
4/20㊏

4/24㊌～5/5㊐

第19回日立さくらロードレース
日立地区メーデー
日立オクトーバーフェスト2019

日立さくらロードレース実行委員会
連合県北日立地区協議会

日立オクトーバーフェスト実行委員会

新都市広場／マーブルホール

音楽ホール
4/29㊊

5/3㊎～5/4㊏
5/26㊐
6/2㊐
6/8㊏
6/9㊐
6/12㊌
6/14㊎
6/15㊏
6/22㊏
6/30㊐

明秀学園日立高等学校吹奏楽部第7回定期演奏会
日立第一高等学校吹奏楽部第45回定期演奏会
日立市民吹奏楽団第36回定期演奏会
日立交響楽団第127回定期演奏会
リトルピアノコンサート
NPO法人日立理科クラブ設立10周年記念式典
平成31年度全国安全週間説明会
第44回日立地区高等学校音楽会
日立第二高等学校吹奏楽部第18回定期演奏会
茨城管楽合奏団第62回定期演奏会
日立大みか吹奏楽団第17回定期演奏会

明秀学園日立高等学校
茨城県立日立第一高等学校吹奏楽部

日立市民吹奏楽団
日立交響楽団

小西、佐藤
NPO法人日立理科クラブ、教育委員会

（一社）日立労働基準協会
茨城県高等学校文化連盟

茨城県立日立第二高等学校吹奏楽部
茨城管楽合奏団

日立大みか吹奏楽団

日立シビックセンター貸室半額キャンペーン
　詳しくはwebをご覧ください

会議室、音楽室、トレーニングルーム、料理室、茶室など、用途によってお部屋が選べます。
音楽室 2時間：740円、会議室 2時間：420円、茶室 2時間：1,380円 など
http://civic.jp（HPトップページの左側のバナーをクリック）

【知る+体験】音の長さってあるのかな？あかりはどうやってつくられるの？？ 音楽ホールにはひみ
つがいっぱい！ふだん客席からは見られない舞台のうらがわを、みんなで探検します。

7/28㊐ 11：00～12：00／14：00～15：00
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［対　象］ 小学生～中学生
［参加料］ 500円※保護者は無料
［定　員］ 各15人

申
込 6/22㊏ 10：00～ 0294-24-7755

夏のひみつ基地「ホールのウラがわノゾキ見ツアー」こども

音楽が好きな人、弦楽器に興味がある人、色々な学校・年齢のお友だちと一緒に楽しく演奏し
ましょう！楽器の無料貸し出しもあります。先生が楽器の持ち方から指導してくれます。

［活動日］ 毎週土曜日
［練習場所］ 日立シビックセンター 音楽室
［対　象］ 小学2年生～高校3年生
［団　費］ 5,000円／月
［募集人数］ 5人程度

申

　
　込 入団申込書は、ひたちジュニア弦楽合奏団スプリングコンサート2019チラシ裏面のも

のをご利用いただくか、ホームページからもダウンロードできます。

日立シビックセンターホール事業課（２階事務室）0294-24-7979
入団申込書要3/9㊏ 10：００～4/22㊊必着

ひたちジュニア弦楽合奏団 団員募集こども

日立シビックセンター市民音楽企画  ミュージックトレイン2019
第1部 レッツ・ブラスinパティオ参加者募集こども おとな

参加者の皆さんで創る吹奏楽コンサート。当日限りの大編成バンドで演奏してみませんか？ 初心
者の方からベテランの方まで楽しく演奏しましょう！

5/5㊐㊗ 8：45～12：30
（演奏12：00～12：30）
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場
　　　　 ※雨天時、音楽ホール

［参加料］ 一般500円／高校生以下300円
［募集人数］ 200人（先着順）

申
込 3/2㊏ 10：00～4/20㊏ 0294-２４-７７５５

おとな

大人のためのサイエンス
－ピラミッドの秘密と宇宙の謎まで
～素粒子ミューオン研究の最前線～

目にも見えない小さな粒、素粒子。実はピラミッドや火山を透視したり、宇宙の歴史が分かったりし
ます。素粒子ミューオンで迫る宇宙の謎についてお話します。

5/9㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室１０１号室
［受講料］ 500円　　［定　員］ 24人
［講　師］ 大谷将士（高エネルギー加速器研究機構（KEK） 加速器研究施設助教）

申
込 4/12㊎ 10：00～ 0294-24-7731

アジアを中心とした国々の文化・芸術を広める活動を行っています。外国の文化が好きな方、国際
交流に興味のある方、ぜひ一緒に活動しましょう。

〔これまでの活動 : 文化講演会、研修見学事業、料理サロンなど〕

［定例会］ 毎月第3金曜日13:30～15:00（予定）
［場　所］ 日立シビックセンター 会議室 ほか
［対　象］ 外国の文化が好きな方、国際交流に興味のある方など
［会　費］ 無料 ※催しにより参加料がかかる場合あり

申

　込 ひたちとアジアの文化交流をすすめる会事務局
（日立シビックセンター内）

受付中 0294-２４-７７１１ 0294-２４-７９７０
ホームページ専用フォーム

ひたちとアジアの文化交流をすすめる会 会員募集おとな

あなたが見つけた日立の魅力を撮影し、ご応募ください。日立の素晴らしい景色や風物の写真が、
2020 年カレンダーを飾ります。

申

　込

4/1㊊～8/31㊏

0294-22-6481 日立市民会館へ直接又は郵送
応募票要

［募集内容］ 日立の四季が感じられる市内の風景、風物を撮影した
写真

［募集規格］ 平成29年1月以降に撮影したキャビネ判（2Ｌ判も可）
で未発表の作品
写真の裏に規定の応募票を貼り付け、ご応募ください。
応募票は日立市民会館、日立シビックセンター、各交流
センターで配布します。カレンダーには撮影者のお名
前を記載します。

※採用数4点（各季節1点）
　採用された場合は、フィルムまたはデータを借用します。
　版権は公益財団法人日立市民科学文化財団に帰属し、応募作品は返却しません。

「ふるさと日立」カレンダー写真募集おとな

アジア文化講演会
「東南アジアの自然と文化－東南アジアの特徴と経済成長」こども おとな

日本にとって重要性が高まっている東南アジア。東南アジアの特徴を自然と文化の関係から解説す
るととともに、近年の経済成長を考察します。また、ロヒンギャの人々に代表される少数民族問題に
ついても、社会的排除と異文化交流の視点から検討していきます。

5/25㊏ 14：00～15：30
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号室
［受講料］ 無料　　［定　員］ 90人
［講　師］ 岩間信之（茨城キリスト教大学文学部文化交流学科教授）
［主　催］ ひたちとアジアの文化交流をすすめる会

申
込 4/13㊏ 10：00～ 0294-24-7711

夏のひみつ基地 シビックサロン
「キッズ和太鼓体験」こども おとな

普段触れることができない和太鼓をリズムに合わせて楽しく叩いてみませんか？ 簡単な内容で、
気軽に参加できます。

8/21㊌・8/22㊍ 各日10：00～10：40／11：00～11：40
［会　場］ 日立シビックセンター マーブルホール第１～３会議室
［対　象］ 年長以上　　［受講料］ 200円
［定　員］ 各15人
［講　師］ 持田幸雄（常陸太鼓の会）

申
込 6/22㊏ 10：00～ 0294-24-77１1

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。

［活動日］ 毎週土曜日
［練習場所］ 中小路交流センター
［対　象］ 日立市在住の小学1年生～高校3年生
［募集人数］ 30人程度
［団　費］ ジュニアクラス（小学生）：２,０００円／月
　　　 　シニアクラス（中・高生）：１,５００円／月

申

　込 入団申込書は保育園、幼稚園、小学校で配布されます。ホームページからもダウンロード
できます。

入団申込書要受付中
0294-22-6481 0294-22-6６３３

日立市民会館
hitachi-hall@civic.jp

日立市少年少女合唱団 団員募集こども

大道芸アーティストと一緒に街を盛り上げよう！ピエロに変身して、大道芸グッズなどを配布します。

5/11㊏ 10：00～14：00
5/12㊐ 9：00～14：00

［会　場］ 5/11㊏ 日立会場、5/12㊐ 多賀会場
［対　象］ 小学生・中学生
［募集人数］ 各日20人（先着順）

申
込 受付中～4/19㊎ 0294-24-7711

［説明会］ 4/20（土）10：00～11：30 日立シビックセンター会議室５０1号室

ひたち国際大道芸 キッズスタッフ募集こども

申

　込

受付中～4/19㊎

シビックセンターHP内（専用フォーム） 0294-24-7711

大道芸に興味のある方、野外イベントがお好きな方、運営スタッフとして一緒にひたち国際大道芸
を盛り上げましょう！

5/11㊏ 9：00～20：00
5/12㊐ 8：00～18：00

［会　場］ 5/11㊏ 日立会場、5/12㊐ 多賀会場
［対　象］ 18歳以上49歳以下（高校生は除く）
［募集人数］ 各日50人（先着順）

［募集内容］ ①パフォーマー付き人 ②インフォメーションスタッフ
　　　　 ③演技ポイント運営補助、観客誘導・警備
　　　　 ④同時開催イベントの運営補助 ⑤小学生のスタッフの補助
　　　　 ①②については、英語が話せる方大歓迎

［説明会］ 4/20（土）13：30～15：00 日立シビックセンター会議室５０3号室

ひたち国際大道芸 ボランティアスタッフ募集おとな

【ベビーシッターサービスについて】 ○/○ 表記の日付までに日立シビックセンターに直接または電話で申込ください
（料金 お子様一人につき1,000円、日立シビックセンター4階「こどもの部屋」利用）

【募集への申込について】
※住所、受付時間については裏表紙をご覧ください。 郵送 持参 ホームページ

専用フォームEメール電話 ＦＡＸ
こども こども おとな

対 象
おとな おやこ

募集

講座情報（先着順）
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夏休みに親子で「自由研究」をしませんか？ 太陽の光を集めて調理できる「ソーラークッカー」を
作り、実際に調理実験を行いながら、自然のエネルギーについて学びます。
※クッカーはお持ち帰りできます。天候不良時は、クッカーの製作と講義を行います。

7/20㊏ 10：30～13：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号室、屋上
［対　象］ 小学生以上の子どもとその保護者※小学4年生以上は1人での参加も可
［受講料］ 1組８00円　　［定　員］ 20組
［講　師］ 中條祐一（足利大学 総合研究センター センター長）

申
込 6/15㊏ 10：00～ 0294-24-77１1

夏のひみつ基地 シビックサロン「作って体験！ソーラークッカー」おやこ

この夏、運動と食の両面から身体を温める方法を学んで、元気に楽しく過ごしませんか？ 実際にヨ
ガを行い、手軽にできる料理を作って参加者で楽しく食事をします。

6/22㊏ 10：00～13：00
［会　場］ 日立シビックセンター トレーニングルーム、料理室
［受講料］ ２,５00円　　［定　員］ 20人
［講　師］ 高橋美紀（KENPOKUyoga インストラクター）

申
込 4/13㊏ 10：00～ 0294-24-77１1

シビックサロン
「“YOGA×食”で始める温活講座－美味しく食べて夏を楽しもう！」おとな

6/8

宇宙実験教室 基礎コースこども

ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）の協力による実験教室。宇宙飛行士情報伝導訓練に挑戦したり、
プログラミングロボットを操作する協力実験を行います。

7/27㊏ 14：00～17：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号室
［対　象］ 小学4年生～中学3年生
［受講料］ 700円
［定　員］ 30人

申
込 6/22㊏ 10：00～ 0294-24-7731

建築や街並みを楽しむ見方を一緒に学んでみませんか？ 当日は、持ち寄った、気になる日立の建
物や街並みを題材にしたワークショップも行ないます。

7/11㊍ 10：00～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室５０３号室
［受講料］ 500円　　［定　員］ 24人
［講　師］ 一ノ瀬彩（茨城大学工学部 都市システム工学科助教）

申
込 ６/１２㊌ 10：00～ 0294-24-７７３１

大人のためのサイエンス
「まち歩きが楽しくなる建築、街並み観察

   ～あなたの街の、気になる建物～」おとな

大人のための天文教室
－春の星座・一番星を見つけようおとな

春の星空で一番星や星座の見つけ方やその楽しみ方などについてお話します。初心者の方にお勧めの講座です。

4/11㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室５０３号室
［受講料］ 500円　　［定　員］ 24人
［講　師］ 増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）

申
込 3/12㊋ 10：00～ 0294-24-7731

初夏の星空で、星座をたどりながら銀河鉄道をそぞろ歩きしてみましょう。初心者の方にお勧めの
講座です。

6/13㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室５０３号室
［受講料］ 500円　　［定　員］ 24人
［講　師］ 増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）

申
込 5/12㊐ 10：00～ 0294-24-7731

大人のための天文教室
－初夏の星座と銀河鉄道そぞろ歩きおとな

宇宙実験教室 キッズコースおやこ

ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）の協力による実験教室。実験や工作をしながら、太陽系の惑星の
秘密を探っていきます。

7/27㊏、7/28㊐ 10：00～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号室
［対　象］ 小学1～3年生の児童とその保護者
［受講料］ 1組500円
［定　員］ 20組

申
込 6/22㊏ 10：00～ 0294-24-7731

貸館情報 月日／催物名／主催

日立シビックセンター

4/21㊐
4/28㊐
6/15㊏
6/16㊐
6/29㊏

不思議の国のちいさなちいさなコンサートⅩⅣ
第14回大人のためのミニコンサート
廣木祭り～オヤジ達の逆襲～
まじゃりんこ会ピアノ発表会
日立会演劇部公演「俺たちは天使じゃない～We're No Angels～」

渡辺紀子
田沼靖子
廣木紀夫

和田
日立事業所日立会

多用途ホール

4/15㊊～4/21㊐
4/29㊊～5/5㊐
5/18㊏～5/19㊐
5/28㊋～6/2㊐
6/3㊊～6/9㊐

6/10㊊～6/16㊐
6/22㊏～6/23㊐
6/29㊏～6/30㊐

写友日立クラブ+徳光教室+ぶらり500合同写真展
第66回　日製謳美会
日立市芸術祭初夏のいけばな展
NEWアートライフ展
県北在住日展洋画作家展
よかっぺ写友会写真展
花の輪・人の輪みんなの花展
拓美会書道展

写友日立クラブ
日製謳美会

日立華道連合会
NEWアートライフ

県北在住日展洋画作家の会
よかっぺ写友会
小原流日立支部

拓美会

ギャラリー

日立市民会館/ホール
4/29㊊

5/1㊌～5/2㊍
5/19㊐
6/16㊐
6/30㊐

歌謡最前線in日立
コンサート
第46回日立民謡民舞連合会春季発表会
多賀高等学校吹奏楽部定期演奏会
日立市洋舞踊協会発表会

立木音楽企画
サンライズプロモーション

日立民謡民舞連合会
茨城県立多賀高等学校

日立市文化協会・日立市洋舞踊協会

多賀市民会館/ホール
4/6㊏
5/19㊐
6/2㊐
6/8㊏
6/23㊐
6/30㊐

ピアノ発表会
大久保中学校吹奏楽部第9回定期演奏会
ピアノ発表会
第44回民謡を楽しむつどい
ヤマハエレクトーンフェスティバル クシダピアノ社大会
県北地区「ハーモニカの集い」

沙羅の会
日立市立大久保中学校

カンタービレの会
民謡法濤会

（株）クシダピアノ社
県北地区ハーモニカ同好会

4/7㊐
4/20㊏

4/24㊌～5/5㊐

第19回日立さくらロードレース
日立地区メーデー
日立オクトーバーフェスト2019

日立さくらロードレース実行委員会
連合県北日立地区協議会

日立オクトーバーフェスト実行委員会

新都市広場／マーブルホール

音楽ホール
4/29㊊

5/3㊎～5/4㊏
5/26㊐
6/2㊐
6/8㊏
6/9㊐
6/12㊌
6/14㊎
6/15㊏
6/22㊏
6/30㊐

明秀学園日立高等学校吹奏楽部第7回定期演奏会
日立第一高等学校吹奏楽部第45回定期演奏会
日立市民吹奏楽団第36回定期演奏会
日立交響楽団第127回定期演奏会
リトルピアノコンサート
NPO法人日立理科クラブ設立10周年記念式典
平成31年度全国安全週間説明会
第44回日立地区高等学校音楽会
日立第二高等学校吹奏楽部第18回定期演奏会
茨城管楽合奏団第62回定期演奏会
日立大みか吹奏楽団第17回定期演奏会

明秀学園日立高等学校
茨城県立日立第一高等学校吹奏楽部

日立市民吹奏楽団
日立交響楽団

小西、佐藤
NPO法人日立理科クラブ、教育委員会

（一社）日立労働基準協会
茨城県高等学校文化連盟

茨城県立日立第二高等学校吹奏楽部
茨城管楽合奏団

日立大みか吹奏楽団

日立シビックセンター貸室半額キャンペーン
　詳しくはwebをご覧ください

会議室、音楽室、トレーニングルーム、料理室、茶室など、用途によってお部屋が選べます。
音楽室 2時間：740円、会議室 2時間：420円、茶室 2時間：1,380円 など
http://civic.jp（HPトップページの左側のバナーをクリック）

【知る+体験】音の長さってあるのかな？あかりはどうやってつくられるの？？ 音楽ホールにはひみ
つがいっぱい！ふだん客席からは見られない舞台のうらがわを、みんなで探検します。

7/28㊐ 11：00～12：00／14：00～15：00
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［対　象］ 小学生～中学生
［参加料］ 500円※保護者は無料
［定　員］ 各15人

申
込 6/22㊏ 10：00～ 0294-24-7755

夏のひみつ基地「ホールのウラがわノゾキ見ツアー」こども

音楽が好きな人、弦楽器に興味がある人、色々な学校・年齢のお友だちと一緒に楽しく演奏し
ましょう！楽器の無料貸し出しもあります。先生が楽器の持ち方から指導してくれます。

［活動日］ 毎週土曜日
［練習場所］ 日立シビックセンター 音楽室
［対　象］ 小学2年生～高校3年生
［団　費］ 5,000円／月
［募集人数］ 5人程度

申

　
　込 入団申込書は、ひたちジュニア弦楽合奏団スプリングコンサート2019チラシ裏面のも

のをご利用いただくか、ホームページからもダウンロードできます。

日立シビックセンターホール事業課（２階事務室）0294-24-7979
入団申込書要3/9㊏ 10：００～4/22㊊必着

ひたちジュニア弦楽合奏団 団員募集こども

日立シビックセンター市民音楽企画  ミュージックトレイン2019
第1部 レッツ・ブラスinパティオ参加者募集こども おとな

参加者の皆さんで創る吹奏楽コンサート。当日限りの大編成バンドで演奏してみませんか？ 初心
者の方からベテランの方まで楽しく演奏しましょう！

5/5㊐㊗ 8：45～12：30
（演奏12：00～12：30）
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場
　　　　 ※雨天時、音楽ホール

［参加料］ 一般500円／高校生以下300円
［募集人数］ 200人（先着順）

申
込 3/2㊏ 10：00～4/20㊏ 0294-２４-７７５５

おとな

大人のためのサイエンス
－ピラミッドの秘密と宇宙の謎まで
～素粒子ミューオン研究の最前線～

目にも見えない小さな粒、素粒子。実はピラミッドや火山を透視したり、宇宙の歴史が分かったりし
ます。素粒子ミューオンで迫る宇宙の謎についてお話します。

5/9㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室１０１号室
［受講料］ 500円　　［定　員］ 24人
［講　師］ 大谷将士（高エネルギー加速器研究機構（KEK） 加速器研究施設助教）

申
込 4/12㊎ 10：00～ 0294-24-7731

アジアを中心とした国々の文化・芸術を広める活動を行っています。外国の文化が好きな方、国際
交流に興味のある方、ぜひ一緒に活動しましょう。

〔これまでの活動 : 文化講演会、研修見学事業、料理サロンなど〕

［定例会］ 毎月第3金曜日13:30～15:00（予定）
［場　所］ 日立シビックセンター 会議室 ほか
［対　象］ 外国の文化が好きな方、国際交流に興味のある方など
［会　費］ 無料 ※催しにより参加料がかかる場合あり

申

　込 ひたちとアジアの文化交流をすすめる会事務局
（日立シビックセンター内）

受付中 0294-２４-７７１１ 0294-２４-７９７０
ホームページ専用フォーム

ひたちとアジアの文化交流をすすめる会 会員募集おとな

あなたが見つけた日立の魅力を撮影し、ご応募ください。日立の素晴らしい景色や風物の写真が、
2020 年カレンダーを飾ります。

申

　込

4/1㊊～8/31㊏

0294-22-6481 日立市民会館へ直接又は郵送
応募票要

［募集内容］ 日立の四季が感じられる市内の風景、風物を撮影した
写真

［募集規格］ 平成29年1月以降に撮影したキャビネ判（2Ｌ判も可）
で未発表の作品
写真の裏に規定の応募票を貼り付け、ご応募ください。
応募票は日立市民会館、日立シビックセンター、各交流
センターで配布します。カレンダーには撮影者のお名
前を記載します。

※採用数4点（各季節1点）
　採用された場合は、フィルムまたはデータを借用します。
　版権は公益財団法人日立市民科学文化財団に帰属し、応募作品は返却しません。

「ふるさと日立」カレンダー写真募集おとな

アジア文化講演会
「東南アジアの自然と文化－東南アジアの特徴と経済成長」こども おとな

日本にとって重要性が高まっている東南アジア。東南アジアの特徴を自然と文化の関係から解説す
るととともに、近年の経済成長を考察します。また、ロヒンギャの人々に代表される少数民族問題に
ついても、社会的排除と異文化交流の視点から検討していきます。

5/25㊏ 14：00～15：30
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号室
［受講料］ 無料　　［定　員］ 90人
［講　師］ 岩間信之（茨城キリスト教大学文学部文化交流学科教授）
［主　催］ ひたちとアジアの文化交流をすすめる会

申
込 4/13㊏ 10：00～ 0294-24-7711

夏のひみつ基地 シビックサロン
「キッズ和太鼓体験」こども おとな

普段触れることができない和太鼓をリズムに合わせて楽しく叩いてみませんか？ 簡単な内容で、
気軽に参加できます。

8/21㊌・8/22㊍ 各日10：00～10：40／11：00～11：40
［会　場］ 日立シビックセンター マーブルホール第１～３会議室
［対　象］ 年長以上　　［受講料］ 200円
［定　員］ 各15人
［講　師］ 持田幸雄（常陸太鼓の会）

申
込 6/22㊏ 10：00～ 0294-24-77１1

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。

［活動日］ 毎週土曜日
［練習場所］ 中小路交流センター
［対　象］ 日立市在住の小学1年生～高校3年生
［募集人数］ 30人程度
［団　費］ ジュニアクラス（小学生）：２,０００円／月
　　　 　シニアクラス（中・高生）：１,５００円／月

申

　込 入団申込書は保育園、幼稚園、小学校で配布されます。ホームページからもダウンロード
できます。

入団申込書要受付中
0294-22-6481 0294-22-6６３３

日立市民会館
hitachi-hall@civic.jp

日立市少年少女合唱団 団員募集こども

大道芸アーティストと一緒に街を盛り上げよう！ピエロに変身して、大道芸グッズなどを配布します。

5/11㊏ 10：00～14：00
5/12㊐ 9：00～14：00

［会　場］ 5/11㊏ 日立会場、5/12㊐ 多賀会場
［対　象］ 小学生・中学生
［募集人数］ 各日20人（先着順）

申
込 受付中～4/19㊎ 0294-24-7711

［説明会］ 4/20（土）10：00～11：30 日立シビックセンター会議室５０1号室

ひたち国際大道芸 キッズスタッフ募集こども

申

　込

受付中～4/19㊎

シビックセンターHP内（専用フォーム） 0294-24-7711

大道芸に興味のある方、野外イベントがお好きな方、運営スタッフとして一緒にひたち国際大道芸
を盛り上げましょう！

5/11㊏ 9：00～20：00
5/12㊐ 8：00～18：00

［会　場］ 5/11㊏ 日立会場、5/12㊐ 多賀会場
［対　象］ 18歳以上49歳以下（高校生は除く）
［募集人数］ 各日50人（先着順）

［募集内容］ ①パフォーマー付き人 ②インフォメーションスタッフ
　　　　 ③演技ポイント運営補助、観客誘導・警備
　　　　 ④同時開催イベントの運営補助 ⑤小学生のスタッフの補助
　　　　 ①②については、英語が話せる方大歓迎

［説明会］ 4/20（土）13：30～15：00 日立シビックセンター会議室５０3号室

ひたち国際大道芸 ボランティアスタッフ募集おとな

【ベビーシッターサービスについて】 ○/○ 表記の日付までに日立シビックセンターに直接または電話で申込ください
（料金 お子様一人につき1,000円、日立シビックセンター4階「こどもの部屋」利用）

【募集への申込について】
※住所、受付時間については裏表紙をご覧ください。 郵送 持参 ホームページ

専用フォームEメール電話 ＦＡＸ
こども こども おとな

対 象
おとな おやこ

募集

講座情報（先着順）

4 5



利
用
案
内

月替わりのテーマに沿った科学実験を、自
分の手で試して楽しみましょう。係員が一緒
に、実験の仕方や原理を説明しますので、
どなたでもお気軽にご参加ください。

土
日
・
祝
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

鉄道模型実演コーナー

たのしくつくろう！工作コーナー

科学館フロアに常設されたジオラ
マで、「Nゲージ」の運転を行ってい
ます。
ボランティアスタッフのみなさんによる
不定期開催となりますので、お出かけ前
にお問い合わせください。

レッツ！ ひらめきサイエンス

製作時間：約15分
開催時間：①11：00/12：00/14：00/15：00
　　　　②11：30/12：30/14：30/15：30
定　員：各回10人

要整理券 ※各回10：00から
　8階入口で配布

月替わりの科学工作を楽
しめます。係員が一緒に、
作り方を説明しますので、
どなたでもお気軽にご参
加ください。

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト
　
3
／
21
〜
5
／
6

毎
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

ミ
ニ
企
画

4月　折り紙の科学 5月　飛行の実験 6、7月　スポーツ用具の科学

①「せっけんねんど」
②「はずむミニボール」

[5/1水㊗～7/15月㊗]

はずむミニボール

参加料200円

参加料100円

せっけんねんど

特
別
上
映

※（  ）内は30人以上の団体割引料金

520円（470円）
520円（470円）

320円（270円）
320円（270円）

800円（700円） 400円（300円）
2,000円 1,000円

大人[高校生以上] 小人 幼 児入   館   料

科 学 館
天球劇場

セット券（科学館+天球劇場）

年間パスポート

無 料

小・中学生、障がい者
高齢者（65歳以上）

【開館時間】 10：00～18：00（入館は17：00まで）

【休 館 日】 毎月最終月曜日、年末年始
臨時休館
天球劇場のみ：6/10（月）～6/14（金）

【お問合せ】　TEL：0294-24-7731（10：00～18：00）

【施設入館料】

※他の割引券との併用はできません。

科学館または
天球劇場の

入館料50円引き
有効期限：2019/6/30（日）

チケット購入時に、
本誌をご提示ください

オリジナルグッズ、望遠
鏡、星座早見盤、科学
実験キット、工作キット、
文具、宇宙食、恐竜グッ
ズなど500種類以上

10：00～18：00
★年間パスポートの購入・更新
★団体利用の相談、下見、予約
★出張サイエンスショー、科学工作指導
★出張スターウォッチング（観望会）
★天球劇場の貸館使用　　　　　 など

★どなたでもご利用いただけます
　（入館チケットは必要ありません）

【ミュージアムショップ】 【割引券】【お気軽にお問い合わせください】 地下１階

新オリジナルグッズ続々登場 !！

サイエンスショー

実演時間：約20分
開催時間：平日 　 　14：00～
　　　　 土日・祝日　10：30～
　　　　　　　　  15：00～
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毎
日
上
映
の
番
組 双眼鏡貸し出し付き「星と宇宙を楽しむプラネタリウム」

毎週水曜日と土曜日の「星と宇宙を楽しむプラネタリウム」で
は、入場時に双眼鏡をお貸しします（先着10台）。高性能メ
ガスターが再現する肉眼では見られないほど詳細でリアルな
星空をお楽しみください。

所要時間：約10分
参加料：無料
開催時間：12：00～15：00

星と宇宙を楽しむプラネタリウム
プラネタリウムの機能を活用した当館オリジナルの
プログラムです。美しい星空に包まれ、さらに可視
化した宇宙を体験できるヒーリング＆エキサイティン
グな50分。毎日内容が変わる生解説でお送りします。

日立シビックセンター天球劇場の球体が
宇宙船に！？
※詳細は決定次第、次号の「イベントインフォメー
ション」、市報、ホームページ等でお知らせします。

物語の舞台は昭和37年の日立市。
当時の街の光景や人々の交流を一人
の少女の視点を通して描く、懐かし
くもどこか新鮮なプラネタリウム番
組です。さらに、世界一の高さを誇っ
た大煙突がCG映像で鮮やかに蘇り
ます。

いつでも夢を

テーマは、シャボン玉、ロケット、空気など、日替わりで実演しています。

全編生解説

直径22メートルの大型ドームスクリーンに映し出される美しい
星空と壮大な宇宙、迫力ある大型ドーム映像などを楽しめます。
ほかにも、定期的に特別上映や観望会などを行っています。

天球劇場
G L O B E  T H E A T R E

おやこ
番組の
対象

発達した進化発生生物学によって、
ニワトリの卵から誕生した恐竜たち。
よみがえった恐竜たちは過去に彼ら
を滅ぼした天体の衝突を回避するた
め、地球を守る星空の警備隊として
活動します。
彼らは地球を守れるのか！？

ジュラシックヒーローズ　星空の警備隊

日立シビックセンター天球劇場
日立市市制80周年企画番組

「ヒタチタビダチ」（仮題）

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。春をイメー
ジした香りの中、春の夜空に描かれる星座たちを中心にご紹介します。

アロマで愉しむプラネタリウム～春の香り～

詳しくは、P2をご覧ください
4/19金 19：00～19：50　4/20土 18：00～18：50

おとな

上
映
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル【
各
回
約
50
分
】

全編生解説全
季「季節の星空紹介（オートプログラム）」＋ドーム映像番組
あ「あの日の星空」についての生解説＋ドーム映像番組
（※見たい日のリクエストを聞き、紹介します。）

生「今夜の星空」についての生解説＋ドーム映像番組

13：00 14：30 16：0011：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム
生 生季 全

3/21木㊗

～

4/7日
ジュラシック
ヒーローズ

ジュラシック
ヒーローズ

ジュラシック
ヒーローズ

13：00 14：30 16：00 18:30（第4水曜日）11：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

団体予約
専用
ジュラシック
ヒーローズ

平　日

土日祝

ジュラシック
ヒーローズ

いつでも
夢を
いつでも
夢を生 生

季
季 いつでも

夢をあ
全

4/8月

～

7/15月㊗

「ペーパービーズの
               ストラップ」

●日時
　3/21木㊗～4/7日
　10：30～16：00
　（昼休憩12：30～13：30）

特別工作コーナー

申込 3/24日10：00～電話受付

参加料 100円

参加料 1,500円　定員 各15人

ワークショップ

「ペーパーマグネット」「自分だけの
　 『かみてつ』を作ろう」

参加料 200円

●日時
　4/27土～5/6月
　10：30～16：00
　（昼休憩12：30～13：30）

振

紙！カミ！かみ！？全部が紙でできている、
紙のワンダーランド。紙だってここまでできる！
紙の「カミ技」を見に行こう！

紙！カミ！かみ！？全部が紙でできている、
紙のワンダーランド。紙だってここまでできる！
紙の「カミ技」を見に行こう！

3/21木㊗～5/6月　振

「元号」をテーマにしたパネル展です。

5/11土～7/15月㊗

※4/26金まで
※幼児のみ

※4/27土からは規模縮小

※4/26金まで

①「すっとびロケット」
②「箱万華鏡」

[4/1月～4/30火　]休

すっとびロケット 箱万華鏡

参加料200円

参加料100円

どの星や銀河に行くのか行き先を決めるのは会場の
あなた！宇宙船の操縦士とガイドがみなさんとお話
しをしながら、壮大な宇宙の世界をご案内します。

行き先はあなた次第！？日立発ミステリーツアー
5/4土㊗、5/5日㊗ 11：00～11：50／14：30～15：20

詳しくは、P2をご覧ください

プラネタリウムでその日の夜に見られる星を学んだ後、
屋上で実際に天体望遠鏡を使って観察します。今回は
木星を中心に観察します。
※曇天・雨天の場合は、双眼鏡を使ったプラネタリウム上映のみを行います。

観望のためのプラネタリウム＆観望会「木星」
6/8土 19：00～20：30 詳しくは、P3をご覧ください

いつものプラネタリウムと違って、騒いでし
まったり、泣いてしまっても大丈夫。0歳か

ら入場できます。寝転がって見られる「ごろごろ
シート」も用意しています。ご希望の方は事前にお
申し込みください。（各日とも先着4組、受付中）

はじめてのプラネタリウム

番組上映
「たいようくんとおつきちゃん」

6/3月 11：00～11：30

星のお話「春の星空」5/13月 11：00～11：30

番組上映
「ジュラシックヒーローズ～星空の警備隊～」

4/8月 11：00～11：30

おやこ

詳しくは、P2・P3をご覧ください

予告 7月公開

※11：00の回の生解説は、キッズ向けとなり上映時間は約40分です。
※5/4土㊗、5/5日㊗の11：00、14：30の回は「行き先はあなた次第！？日立発ミステ
リーツアー」を上映します。
※6/10月～6/14金は、メンテナンスのため上映を休止します。

日立シビックセンター天球劇場作成
オリジナル番組

●日時
　5/1水㊗
　①10：30～12：00
　②13：30～15：00
●講師
　東京藝術大学
　八木澤優記

協力：東京藝術大学　八木澤優記
　　　茨城県立日立第一高等学校　美術部

※4/13土・14日・20土・21日のみ開催

6 7

春の特別イベント

茨城初上陸！

紙とは思えない
精巧さ！

紙の中に飛び込
もう！

4/27土～5/6月振



利
用
案
内

月替わりのテーマに沿った科学実験を、自
分の手で試して楽しみましょう。係員が一緒
に、実験の仕方や原理を説明しますので、
どなたでもお気軽にご参加ください。

土
日
・
祝
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

鉄道模型実演コーナー

たのしくつくろう！工作コーナー

科学館フロアに常設されたジオラ
マで、「Nゲージ」の運転を行ってい
ます。
ボランティアスタッフのみなさんによる
不定期開催となりますので、お出かけ前
にお問い合わせください。

レッツ！ ひらめきサイエンス

製作時間：約15分
開催時間：①11：00/12：00/14：00/15：00
　　　　②11：30/12：30/14：30/15：30
定　員：各回10人

要整理券 ※各回10：00から
　8階入口で配布

月替わりの科学工作を楽
しめます。係員が一緒に、
作り方を説明しますので、
どなたでもお気軽にご参
加ください。

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト
　
3
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〜
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毎
日
開
催
の
イ
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ン
ト

ミ
ニ
企
画

4月　折り紙の科学 5月　飛行の実験 6、7月　スポーツ用具の科学

①「せっけんねんど」
②「はずむミニボール」

[5/1水㊗～7/15月㊗]

はずむミニボール

参加料200円

参加料100円

せっけんねんど

特
別
上
映

※（  ）内は30人以上の団体割引料金

520円（470円）
520円（470円）

320円（270円）
320円（270円）

800円（700円） 400円（300円）
2,000円 1,000円

大人[高校生以上] 小人 幼 児入   館   料

科 学 館
天球劇場

セット券（科学館+天球劇場）

年間パスポート

無 料

小・中学生、障がい者
高齢者（65歳以上）

【開館時間】 10：00～18：00（入館は17：00まで）

【休 館 日】 毎月最終月曜日、年末年始
臨時休館
天球劇場のみ：6/10（月）～6/14（金）

【お問合せ】　TEL：0294-24-7731（10：00～18：00）

【施設入館料】

※他の割引券との併用はできません。

科学館または
天球劇場の

入館料50円引き
有効期限：2019/6/30（日）

チケット購入時に、
本誌をご提示ください

オリジナルグッズ、望遠
鏡、星座早見盤、科学
実験キット、工作キット、
文具、宇宙食、恐竜グッ
ズなど500種類以上

10：00～18：00
★年間パスポートの購入・更新
★団体利用の相談、下見、予約
★出張サイエンスショー、科学工作指導
★出張スターウォッチング（観望会）
★天球劇場の貸館使用　　　　　 など

★どなたでもご利用いただけます
　（入館チケットは必要ありません）

【ミュージアムショップ】 【割引券】【お気軽にお問い合わせください】 地下１階

新オリジナルグッズ続々登場 !！

サイエンスショー

実演時間：約20分
開催時間：平日 　 　14：00～
　　　　 土日・祝日　10：30～
　　　　　　　　  15：00～
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毎
日
上
映
の
番
組 双眼鏡貸し出し付き「星と宇宙を楽しむプラネタリウム」

毎週水曜日と土曜日の「星と宇宙を楽しむプラネタリウム」で
は、入場時に双眼鏡をお貸しします（先着10台）。高性能メ
ガスターが再現する肉眼では見られないほど詳細でリアルな
星空をお楽しみください。

所要時間：約10分
参加料：無料
開催時間：12：00～15：00

星と宇宙を楽しむプラネタリウム
プラネタリウムの機能を活用した当館オリジナルの
プログラムです。美しい星空に包まれ、さらに可視
化した宇宙を体験できるヒーリング＆エキサイティン
グな50分。毎日内容が変わる生解説でお送りします。

日立シビックセンター天球劇場の球体が
宇宙船に！？
※詳細は決定次第、次号の「イベントインフォメー
ション」、市報、ホームページ等でお知らせします。

物語の舞台は昭和37年の日立市。
当時の街の光景や人々の交流を一人
の少女の視点を通して描く、懐かし
くもどこか新鮮なプラネタリウム番
組です。さらに、世界一の高さを誇っ
た大煙突がCG映像で鮮やかに蘇り
ます。

いつでも夢を

テーマは、シャボン玉、ロケット、空気など、日替わりで実演しています。

全編生解説

直径22メートルの大型ドームスクリーンに映し出される美しい
星空と壮大な宇宙、迫力ある大型ドーム映像などを楽しめます。
ほかにも、定期的に特別上映や観望会などを行っています。

天球劇場
G L O B E  T H E A T R E

おやこ
番組の
対象

発達した進化発生生物学によって、
ニワトリの卵から誕生した恐竜たち。
よみがえった恐竜たちは過去に彼ら
を滅ぼした天体の衝突を回避するた
め、地球を守る星空の警備隊として
活動します。
彼らは地球を守れるのか！？

ジュラシックヒーローズ　星空の警備隊

日立シビックセンター天球劇場
日立市市制80周年企画番組

「ヒタチタビダチ」（仮題）

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。春をイメー
ジした香りの中、春の夜空に描かれる星座たちを中心にご紹介します。

アロマで愉しむプラネタリウム～春の香り～

詳しくは、P2をご覧ください
4/19金 19：00～19：50　4/20土 18：00～18：50

おとな
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ス
ケ
ジ
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回
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分
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全編生解説全
季「季節の星空紹介（オートプログラム）」＋ドーム映像番組
あ「あの日の星空」についての生解説＋ドーム映像番組
（※見たい日のリクエストを聞き、紹介します。）

生「今夜の星空」についての生解説＋ドーム映像番組
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生 生季 全
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ヒーローズ

ジュラシック
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ジュラシック
ヒーローズ

13：00 14：30 16：00 18:30（第4水曜日）11：00
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団体予約
専用
ジュラシック
ヒーローズ

平　日

土日祝

ジュラシック
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夢を
いつでも
夢を生 生

季
季 いつでも
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全

4/8月

～

7/15月㊗

「ペーパービーズの
               ストラップ」

●日時
　3/21木㊗～4/7日
　10：30～16：00
　（昼休憩12：30～13：30）

特別工作コーナー

申込 3/24日10：00～電話受付

参加料 100円

参加料 1,500円　定員 各15人

ワークショップ

「ペーパーマグネット」「自分だけの
　 『かみてつ』を作ろう」

参加料 200円

●日時
　4/27土～5/6月
　10：30～16：00
　（昼休憩12：30～13：30）

振

紙！カミ！かみ！？全部が紙でできている、
紙のワンダーランド。紙だってここまでできる！
紙の「カミ技」を見に行こう！

紙！カミ！かみ！？全部が紙でできている、
紙のワンダーランド。紙だってここまでできる！
紙の「カミ技」を見に行こう！

3/21木㊗～5/6月　振

「元号」をテーマにしたパネル展です。

5/11土～7/15月㊗

※4/26金まで
※幼児のみ

※4/27土からは規模縮小

※4/26金まで

①「すっとびロケット」
②「箱万華鏡」

[4/1月～4/30火　]休

すっとびロケット 箱万華鏡

参加料200円

参加料100円

どの星や銀河に行くのか行き先を決めるのは会場の
あなた！宇宙船の操縦士とガイドがみなさんとお話
しをしながら、壮大な宇宙の世界をご案内します。

行き先はあなた次第！？日立発ミステリーツアー
5/4土㊗、5/5日㊗ 11：00～11：50／14：30～15：20

詳しくは、P2をご覧ください

プラネタリウムでその日の夜に見られる星を学んだ後、
屋上で実際に天体望遠鏡を使って観察します。今回は
木星を中心に観察します。
※曇天・雨天の場合は、双眼鏡を使ったプラネタリウム上映のみを行います。

観望のためのプラネタリウム＆観望会「木星」
6/8土 19：00～20：30 詳しくは、P3をご覧ください

いつものプラネタリウムと違って、騒いでし
まったり、泣いてしまっても大丈夫。0歳か

ら入場できます。寝転がって見られる「ごろごろ
シート」も用意しています。ご希望の方は事前にお
申し込みください。（各日とも先着4組、受付中）

はじめてのプラネタリウム

番組上映
「たいようくんとおつきちゃん」

6/3月 11：00～11：30

星のお話「春の星空」5/13月 11：00～11：30

番組上映
「ジュラシックヒーローズ～星空の警備隊～」

4/8月 11：00～11：30

おやこ

詳しくは、P2・P3をご覧ください

予告 7月公開

※11：00の回の生解説は、キッズ向けとなり上映時間は約40分です。
※5/4土㊗、5/5日㊗の11：00、14：30の回は「行き先はあなた次第！？日立発ミステ
リーツアー」を上映します。
※6/10月～6/14金は、メンテナンスのため上映を休止します。

日立シビックセンター天球劇場作成
オリジナル番組

●日時
　5/1水㊗
　①10：30～12：00
　②13：30～15：00
●講師
　東京藝術大学
　八木澤優記

協力：東京藝術大学　八木澤優記
　　　茨城県立日立第一高等学校　美術部

※4/13土・14日・20土・21日のみ開催
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春の特別イベント

茨城初上陸！

紙とは思えない
精巧さ！

紙の中に飛び込
もう！

4/27土～5/6月振



公益財団法人日立市民科学文化財団
日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館

日立シビックセンター
TEL：0294-24-7711

〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1

●JR常磐線「日立駅」中央口下車・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／10：00～18：00
●休館日／毎月最終月曜日、年末年始

日立市民会館 多賀市民会館
TEL：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」下車・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／99台（30分100円）
●チケット取扱い／9：00～17：00
●休館日／毎週火曜日、年末年始

www.civic.jp詳しくは

5/11・12

5/24

5/6まで

ひたち国際大道芸2019

家入レオ 7th Live Tour 2019 ～DUO～

科学館春の特別イベント「かみで遊園地」

P6

P8

P6

催し物・前売り・講座・募集情報 P.2-5 / 科学館・天球劇場 P.6-7 / PiCK UP情報❶❷・アクセス P.8

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。　公益財団法人日立市民科学文化財団平成31年2月26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23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。

TEL：0294-22-6481
〒317-0063 茨城県日立市若葉町1-5-8

●JR常磐線「日立駅」中央口下車・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／9：00～17：00
●休館日／毎週火曜日、年末年始

PiCK UP お す す め 情 報

PiCK UP 1

PiCK UP 2

©大八木宏武（都恋堂）

お問合せ：日立シビックセンター　TEL：0294-24-77１１

ジャグリングやアクロバット、パントマイムなど、
“笑い！感動！驚き！”の２日間。日立会場の
フィナーレを飾る「夜会」では、神秘的＆ファン
タスティックな空間が展開されます。

土5/11
12:00～19:30（夜会18:00～）

日立会場
（JR日立駅周辺）

日5/12
11:00～17:00

多賀会場
（JR常陸多賀駅周辺）

両日とも
観覧無料

今年も
凄いやつらがやってくる！！

4/6土発売 定価 100円（税込）

[発売場所] 日立シビックセンター ほか

ひたち国際大道芸
公式ガイドブック

若者を中心に絶大な人気を誇
る家入レオのライブツアーを日
立で開催！澄んだ歌声から発せられ
る素敵なメロディーと力強いメッ
セージをぜひ会場で感じてください！

5/24㊎ 18：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 6,４８０円
　　　　　 3歳以下入場不可
　　　　　 4歳以上チケット必要

全席指定

［お問合せ：日立市民会館］3/9発売

家入レオ
7th Live Tour
2019 ～DUO～

家入レオ 7th Live Tour 2019 ～DUO～ひたち国際大道芸2019

オリジナルプラネタリウム番組「いつでも夢を」

ミュージックトレイン2019 第１部 レッツ・ブラス・パティオ

洋楽文庫 第1章
錦織健
テノール・リサイタル

洋楽文庫 第2章
仲道郁代
オール・シューマン・プログラム ©Kiyotaka Saito

雨 天 決 行
※悪天時は、プログラムを
　変更する場合があります。

お問合せ：日立シビックセンター科学館　TEL：0294-24-7731

［お問合せ：日立シビックセンター 経営企画課］

購入日から1年間有効。
天球劇場で開催する

「特別上映」にも利用可。

日立シビックセンター　科学館・天球劇場
年間パスポート販売中

大人 2,000円
小人 1,000円

「アロマで愉しむプラネタリウム」
春の香り　4/19（金）、20（土）
夏の香り　7/12（金）、13（土）
秋の香り　10/18（金）、19（土）
冬の香り　2020年1/17（金）、18（土）

「はじめてのプラネタリウム」
4/8（月）、5/13（月）、6/3（月）、7/8（月）、9/9（月）

★
年
パ
ス
利
用
可
★

　当財団は、ひたち国際大道芸、ひたち秋祭り郷土芸能大祭、Hitachi 
Starlight Illumination、日立サイエンスショーフェスティバルなどのイベ
ントを多くの皆様との協働により盛大に実施するため、この趣旨にご賛同
をいただく皆様からのご協賛を募集しています。
　ご協賛いただいた際には、イベントチラシやホームページなどにご芳名
を記載させていただきます。
　皆様のご協力をお願い申し上げます。

ご協賛のお願い

チケット発送も行っていますのでご利用ください。

HITACHI CIVIC
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日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館

4.5.6


