
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

www.civic.jp

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／255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

詳しくは

10/8・10/9…第26回ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

11/19～12/25…Hitachi Starlight Illumination 2016

11/23～12/25…ふしぎアートであそぼう！2016
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催し物・前売り・講座情報・募集情報 P.2-5 / 科学館・天球劇場 P.6-7 / PiCK UP情報❶～❹ P.8-11 / PiCK UP情報❺・アクセス P.12

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28年９月12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９月9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10分
●常磐自動車道「日立中央IC」から車8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 5 第26回ひたち秋祭り
　　　 ～郷土芸能大祭

全国各地からお招きする郷土芸能を伝承する団体や青少年の競演を堪能でき、地元
日立の芸能団体が日頃の成果を披露する、秋の一大風物詩です。
全国でも類を見ない大ステージで郷土芸能の感動をお届けします。

日立シビックセンター
新都市広場

会場

入場
無料
雨天中止

 

13：00～14：30  日立荒馬踊り
日立市内保育園・認定こども園による「荒馬踊り」

18：00～19：45  全国の芸能「夢」の競演
秋田竿燈（秋田県秋田市）／津軽三味線（青森県弘前市）

三本柳さんさ踊り（岩手県盛岡市）／仙台すずめ踊り（宮城県仙台市）

民族歌舞団荒馬座芸能集（東京都板橋区）

10月8日土

10月9日日
11：00～12：30
地元団体芸能披露
ひたちの太鼓／日立さんさ踊り
久慈浜ソーラン／阿波踊り

14：00～15：15
青少年フェスティバル

〔日立市内中学校・芸能競演〕
久慈中ソーラン・黒潮太鼓／河中エイサー
十王鵜鳥舞／日高中さんさ

第２６回

Hiｔachi Starlight Illumination 2016

ひたちジュニア弦楽合奏団 ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

ふしぎアートであそぼう！２０１６

レコメン！！vol.3 チェリッシュ・ザ・レディース（アメリカ）

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



市内交流センター６カ所で出前の落語会を開催します。各会
場とも二ツ目一席、真打二席、合計三席、古典落語を中心に
口演します。

第40回出前寄席
10/25㊋～10/27㊍
①13：30～15：10／②18：30～20：10

［会　場］ 10/25(火) ①成沢交流センター②金沢交流センター
　　　　  10/26(水) ①水木交流センター②助川交流センター
　　　　  10/27(木) ①豊浦交流センター②仲町交流センター

［出　演］ 真　打 入船亭扇遊
　　　　  二ツ目 入船亭遊京

入場無料 ［お問合せ：日立市民会館］

アトリウム オペラ名曲ミニコンサート
10/30㊐
13：30～14：00／15：00～15：30

［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 大浦智弘（指揮）、大津香津子（メゾソプラノ）、
　　　　  磯野舞（ピアノ）

［曲　目］ カルメンより「ハバネラ」、「アラゴネーズ」 ほか
小さなオペラ名曲コンサート。１回目（13:30～14:30）のコンサートでは、同日開催 
の「オペラ創りワークショップ」（P4参照）に参加した子どもたちが、自分で作った楽器
を持って一緒に演奏します。乞うご期待！

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

アトリウムコンサート vol.8
～クリスマスソングと心躍るクラシック曲でお昼のひと時を～

12/11㊐
11：30～12：00／13：00～13：30

［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 磯野舞、秋葉桃子
［曲　目］ ガーシュイン：ラプソディ・イン・ブルー
　　　　  グリーグ：トロルドハウゲンの婚礼の日 ほか

寒さも吹き飛ぶエネルギッシュなクラシック曲と、季節感満載のクリスマスソングを4
手連弾でお届けします。

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

アトリウムコンサート vol.7
11/27㊐ 14：00~14：30

［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ レースレースライン
［曲　目］ 雪ひらひら、いのちの歌、
　　　　  Angels carol ほか

美しい歌声、聖なるメロディがアトリウムにひろがります。優しく心に響くクリスマスコ
ンサート。

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

劇団飛行船50周年記念公演「ピーターパン」

光り輝く永遠の国“ネバーランド”で巻き送るピーターパンのお話。
フライングの迫力はもちろん、不思議なブラックアート空間やきらめくイルミネー
ションなど、舞台ならではの驚きがたくさんつまった作品です。

［お問合せ：日立市民会館］10/15発売

12/14㊌ 10：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  Ｓ席 2,000円
 Ａ席 1,500円
 Ｂ席 1,200円

全席指定

アトリウムコンサート vol.6
~子どもから大人まで楽しめる連弾コンサート~

11/23㊌㊗ 13：00～13：30
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ minaquo
　　　　  （星沙織、青木尚美、関根香織、和田悟）

［曲　目］ この素晴らしき世界 ほか

ピアノ連弾で、とてもユニークな曲と演奏をお楽しみください。

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

第14回ひたち国際文化まつり
11/13㊐ 10：00～16：00

［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール、会議室 ほか
［入場料］ 無料 ※一部のコーナーは有料です

展　　　示：11/8（火）～11/13（日）
10：00～18：00（最終日は16：00まで）
絵画展 わたしの町・国のたからもの
パネル展 教室から世界へ「こんにちは」
日立国際交流協議会コーナー

メインイベント：11/13（日）
アジア各国の文化体験
国際屋台村（各国の料理販売）
外国人の皆さんの日本語意見発表会 など

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

お茶席体験
11/13㊐ 10：00～15：00

［会　場］ 日立シビックセンター 和室、茶室
［参加料］ 300円
［協　力］ 日立茶道連盟 末松宗輪社中（裏千家）　
［定　員］ 100人（当日先着）

大人から子どもまでどなたでもお気軽にお立ち寄りください。また今回は、同日開催
「第14回ひたち国際文化まつり」の日本文化体験コーナーとして開催します。外国
の方もこの機会にぜひ体験してみてください。
※英語解説あり

［お問合せ：日立シビックセンター］

ニコ・カーニバル～笑顔でつなごう幸せの和
12/10㊏・12/11㊐ 10：00～18：00

［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール、ギャラリー
［内　容］ わくわくオンステージ（楽器の演奏やダンスなど）
　　　　  ふれあい・夢・美術館（展示コーナーや販売コーナーなど）

障がいのある方の文化活動を応援し、「心の表現」を発表する場として、共生社会づ
くりを目指しています。障がい者施設利用者やグループで生き生きと活動する皆さ
んの作品や発表をお楽しみください。

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

中村雅俊 CONCERT TOUR 2016
“L－O－V－E” Acoustic Unit

「ふれあい」「恋人も濡れる街角」などのヒット曲を持ち、また俳優としても大活躍の中村
雅俊のコンサートツアーです。温かさに包まれたコンサートは大満足間違いありません。
※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください

11/5㊏ 16：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  6,300円（当日6,800円）全席指定

発売中 ［お問合せ：日立市民会館］

レコメン!! vol.3 チェリッシュ・ザ・レディース

ステージに近く、臨場感を楽しめる多用途ホールのライヴ・シリーズ「レコメン！！」。第
３弾は、ケルト音楽シーンで最も成功したアメリカン・アイリッシュ・トラッドのトップグ
ループによる待望の初来日ライヴ！！ドリンクサービス（有料）も予定しています。

発売中 11/18 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

12/2㊎ 19：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］  3,000円
［曲　目］ オリジナル曲及びケルト音楽アレンジによる
　　　　  クリスマス曲 　　　　　　　　　　　　　　　

全席自由

9/24発売 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

天文講演会前夜祭
月のお話会～Moonlight café～

11/14（月）に今年最大の満月を迎えることから、天文講演会の前夜に天文学者と宇宙
について語り合います。お話の後は屋上で天体望遠鏡を使って月や惑星を観望します。

11/12㊏ 17：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館
［入場料］  1,000円
　　　　  ※11/13（日）開催「天文講演会」の入場料を含む

［対　象］ 11/13（日）開催「天文講演会」に参加予定の
　　　　  高校生以上の方

［定　員］ 40人
［講　師］ 縣秀彦（国立天文台情報センター准教授／普及室長）

全席自由

入場無料

ひたちジュニア弦楽合奏団 第24回定期演奏会

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の定期演奏会です。子ど
もたちによる息の合った演奏をお楽しみください。

11/20㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［出　演］ 指揮：蒲生克郷
　　　　  演奏：ひたちジュニア弦楽合奏団

［曲　目］ ヘンデル：《水上の音楽》より抜粋、
　　　　  ディズニー映画より：星に願いを、
　　　　  　　　　　　　美女と野獣メドレー ほか

［お問合せ：日立シビックセンター］

天文講演会
「日立発138億光年宇宙の旅～つながっているいのち～」

4次元デジタル宇宙プロジェクト「Mitaka」の開発に携わる縣秀彦さんを講師に迎
え、宇宙と人の繋がりや地球外生命の可能性などについてお話します。

9/24発売 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］10/30

11/13㊐ 13：00～15：00
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］  一　　般 ８００円
　　　　   小中学生 ５００円

［対　象］ 小学生以上
　　　　  ※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください

［講　師］ 縣秀彦（国立天文台情報センター准教授／普及室長）

全席指定

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
日立市民会館 TEL：0294-22-6481
多賀市民会館 TEL：0294-34-1727

【お問合せ先】

【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

表記の日付までにお申込みください
（料金：お子様一人につき1,000円）

ひたち街角小劇場第32弾「gaze」

2010年から日立市、水戸市で活動している劇団タイコバン。今回の公演は4年ぶり
の新作で、ひたち街角小劇場では初の単独公演です。

9/18発売

11/12㊏ 19：00開演
11/13㊐ 14：00／18：00開演

［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］  500円（当日700円）
［出　演］ 劇団タイコバン（脚本・演出：岡部俊一）

全席自由

［お問合せ：多賀市民会館］

日立シビックセンター市民音楽企画2016
ピアノの歴史Ⅱ フォルテピアノ編

フォルテピアノは、現代のピアノの「ご先祖様」にあたる楽器です。チェンバロ、フォルテピ
アノ、グランドピアノ・・・3種の楽器の音の違いを感じてみましょう！
講師の平井千絵さんがフォルテピアノが活躍した時代背景を交えながら、楽しいお話と
ワンポイントレッスン、コンサートを行います（レッスン受講者の募集は締め切りました）。

12/4㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］  1,000円（当日1,200円）
［出　演］ 平井千絵（フォルテピアノ）

［内　容］ ①レクチャー＆ワンポイントレッスン
　　　　  ②トークコンサート モーツァルト：トルコ行進曲
　　　　   シューベルト：楽興の時 ほか

全席自由

11/20発売中 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

ⓒAtsushiYOKOTA

KATSUMI LIVE 2016
12/17㊏ 17：30開演

［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［入場料］  3,000円（当日3,500円）全席指定

10/2発売 ［お問合せ：多賀市民会館］

日立市出身で、現在も多方面で活躍するシンガーソング
ライターKATSUMIがクリスマスに贈る、今年で6回目を
むかえる地元ならではのスペシャルコンサートです。

アトリウムコンサート vol.9
12/18㊐
11：30～12：00／13：00～13：30

［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ レオリー（ピアノ：八坂文子、
　　　　  　　　　ヴァイオリン：市村玲央奈、三代さおり）

［曲　目］ 映画「ニューシネマパラダイス」より 愛のテーマ
ピアノ&ヴァイオリンの音色を大切にしたハーモニーを聴きながら、様々なジャンル
の曲をお楽しみください。

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

アトリウムコンサート vol.10
12/25㊐
13：00～13：30／15：00～15：30

［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 演奏：ミルポワ
　　　　  指揮：笠置英史

［曲　目］ 世界のクリスマスソング集

日立市で活動中の女声アンサンブルグループ「ミルポワ」。歌で綴るメリークリス
マス！

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

10月

12月

11月

2 3



多賀市民会館開館10周年記念事業
NHK「ラジオ深夜便のつどい」公開収録観覧募集こども おとな

多賀市民会館開館１０周年記念事業として、NHK「ラジオ深夜便のつどい」の公開収録
を行います。公開収録に伴い、観覧を希望される方を募集します。

2017.1/14㊏
［会　場］ 多賀市民会館 ホール

申
込

※詳細については、決定次第、市報・ホームページ等でお知らせします。
お問合せ：多賀市民会館 0294-34-1727

こども こども おとな
対　　象

おとな おやこ

募 集 情 報

バギーコンサート vol.2
“のあのあ”うたってあそぼうコンサート！おやこ

小さなお子様とご一緒にお楽しみいただけるコンサートです。子どものうた、ディズ
ニーソング、絵本うた、ミュージックパネルなどをお届けします。“のあのあ”と一緒に
うたっておどってあそぼう！

10/13㊍ 10：00～10：40
［会　場］ 日立シビックセンター 第2音楽室
［出　演］ のあのあ（うた：岡村麻未、ピアノ：鈴木範之）
［入場料］ 無料
［定　員］ 40組（先着）

申
込 9/24㊏10:00～ 0294-24-7755

オペラ創り体験ワークショップ
 栗の実 カスタネットをつくりオペラ《カルメン》をたたこう

栗の木でカスタネットを作り、できあがったもので、同日開催の「アトリウムオペラ名曲
ミニコンサート」（P2参照）に合奏で出演します。作って演奏して、小さなオペラ創りを
体験してみましょう。

10/30㊐ 10：30～14：00
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［参加料］ 500円
［対　象］ 小学3年生以上
［定　員］ 20人（先着）

［講　師］ 林和男（アトリエniki工房）

申
込 9/24㊏10:00～ 0294-24-7755

こども

日立シビックセンター市民音楽企画 2016
アンサンブルの祭典2017受講者募集こども おとな

申
込

受講申込書を提出（ホームページからダウンロードしてください）
受付中 11/25㊎必着

日立シビックセンター
ホール事業課

第一線で活躍中のソリストによるレッスンを受講してみませんか。受講者によるアトリウ
ムコンサートも開催します。

© 武藤章© 武藤章

2017.3/18㊏ 10：00開始（講師コンサートは13：00開演）
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽室 ほか
［受講料］ アンサンブル公開レッスン：20,000円（1団体）
　　　　  弦楽アンサンブルレッスン：　5,000円（1人）

［講　師］ 迫昭嘉（ピアノ）、渡辺美穂（ヴァイオリン）、
　　　　  工藤重典（フルート）、日髙剛（ホルン）

実力派真打と粋曲による落語会。お楽しみ抽選会、しびっく寄席茶屋をご用意してお待
ちしています。

初春落語会
2017.1/21㊏ 13：30開演

［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］  2,000円
［出　演］ 初音家左橋（落語）、柳家小菊（粋曲）、
　　　　  林家うん平（落語）

全席指定

10/22発売 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］1/13

歴史的なヴァイオリンの名手パガニーニのライバルと称賛された
ヴァイオリニスト成田達輝と日本人で初めてジュネーヴ国際コン
クールピアノ部門で優勝した萩原麻未のデュオをお届けします。

洋楽文庫第2章「成田達輝＆萩原麻未Duo!」
2017.1/29㊐ 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 1,500円
［曲　目］ ブラームス：「ハンガリー舞曲集」から
　　　　  　　　　　第1番、第2番、第5番、第6番
　　　　  サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン ほか　

全席指定

発売中 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］1/15

©Hiroki Sugiura©Hiroki Sugiura

©Akira Muto©Akira Muto

akikoakiko

エミ・マイヤーエミ・マイヤー

今をときめく華やかな女性ヴォーカリストたちによる音楽女子
会。ジャズやスタンダード、オリジナル・ソングを縦横無尽に行き
来する、ひたちオリジナルの新感覚スペシャル・ライヴ！！

ひなまつり ジャズ&スタンダード・ライヴ
2017.3/4㊏ 17：00開演（予定）

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  一　　般 4,000円（当日4,500円）
 高校生以下 2,000円（当日2,500円）

［出　演］ 土岐麻子、akiko、エミ・マイヤー　

全席指定

11/19発売 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］2/18

前 売 り 情 報

親子で楽しむコンサート

パリ国際マリンバコンクール第１位受賞ほか国内外のコンクールにて数々の賞を受賞
し、現在最も注目を集めるマリンバ奏者、塚越慎子によるコンサート。マリンバが奏でる
すてきなメロディを親子でお楽しみください。

10/15発売 1/21 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］

ⓒShingo Azumaya

2017.2/4㊏ 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
 高校生以下    500円
 親子ペア 1,200円

［出　演］ 塚越慎子（マリンバ）、志村和音（ピアノ）

全席指定

こども
日立市少年少女合唱団 新団員募集

音楽のことがわからないという方も大丈夫！指導者の先生がやさしく基本から教えてく
れます。また、来年1月～3月に実施予定の合唱体験教室の参加者を12月頃に募集予
定です。詳細は決定次第、ホームページ等でお知らせします。

［活動日］ 毎週土曜日
［会　場］ 中小路交流センター ほか
［月会費］ ジュニア（小学生）：1,500円
　　　　  シニア（中学生・高校生）：1,000円

［対　象］ 小学１年生～高校３年生

申
込 受付中 0294-22-6481

シビックサイエンススタッフ
おとな

科学の面白さを伝えたい方、科学・天文が好き
な方など、科学館でボランティアをしてみませ
んか？活動内容は、鉄道模型の実演や宇宙少
年団活動の指導補助、観望会の補助、案内等
です。

［会　場］ 日立シビックセンター 科学館
［定　員］ 10人
［対　象］ 18歳以上

申
込 受付中 0294-24-7731

第20回ニューイヤーオペラコンサート
～愛のメッセージは歌に乗せて～

イタリア・オペラの巨匠ロッシーニ、ドニゼッティ、ベッリーニの作品とメノッティの代表作の
オペラ《電話》を上演します。「オペラは初めて」という方もお楽しみ頂けるプログラムです。

2017.1/15㊐ 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 ２，０００円、高校生以下 １，０００円
［出　演］ 音楽監督・指揮：大浦智弘／ソプラノ：西本真子・宍戸茉莉衣
　　　　  メゾソプラノ：大津香津子／テノール：相山潤平
　　　　  バリトン：大島嘉仁／合唱：ひたちオペラ合唱団
　　　　  アンサンブル：ニューイヤーオペラアンサンブル

［曲　目］ 《愛の妙薬》より「人知れぬ涙」、
　　　　  《ドン・パスクァーレ》より「あの騎士の眼差しは」
　　　　  《ノルマ》より「清らかな女神よ」、《電話》全１幕 ほか

全席指定

発売中 ［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］12/20

シビックサロン
「クリスマス絵巻きずし̶親子クッキング̶」

日本の伝統的な食文化の「巻きずし」をクリスマス風にアレンジ！今回は「サンタク
ロース」に挑戦します。身近な食材で簡単・かわいく・おいしい巻きずしが作れます。

「食」の楽しさを親子で体験してみませんか。

12/18㊐ 13：00～15：00
［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［対　象］ 小学生以上の親子
［募集人数］ 18組
［講　師］ 中矢千賀子（JSIA公認 飾り巻き寿司インストラクター）
［参加料］ 1組 3,000円

申
込 10/15㊏10:00～ 0294-24-771112/9

おやこ

シビックサロン
「茶道講座～盆略点前を学ぶ～」

初心者向けの教室です。礼から始まり、帛紗(ふくさ)さばき、盆略点前でお茶を点て
るところまで、茶道の基本と心を学びます。
※詳しくは、決定次第、市報・ホームページ等でお知らせします。

2017年1月下旬～3月上旬（全5回）予定
18：30～20：30

［会　場］ 日立シビックセンター 茶室、和室
［募集人数］ 15人
［講　師］ 森宗輪（裏千家正教授）
［参加料］ 5,000円

おとな

申
込

11/26㊏
10:00～ 0294-24-7711ベビーシッターサービスあり

※詳しくはお問合せください

大人のための天文教室
～冬の星空の楽しみ方～

冬の星空は、四季の中で明るい星が最も多い季節です。また、星が誕生している場所
（星雲）や星の集団（星団）などもあり、見応え十分です。今回は、そんな星や星座の見
つけ方、楽しむポイントなどについてお話します。

12/14㊌ 10:30～12:00
［会　場］ 日立シビックセンター 101号
［募集人数］ 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）
［参加料］ ２００円

おとな

申
込 受付中 0294-24-7731

大人のための数学教室̶数学の考え方̶

数学者 矢野健太郎氏の著書「数学の考え方」をテーマにした大人対象の教室です。
※都合により、月毎のテーマを変更する場合がございます。詳しくはお問合せください。

［開催日］ 10/13㊍ 「多面体」
　　　　  11/10㊍ 「ブール代数とスイッチ回路」
　　　　  12/ 8 ㊍ 「確率と統計」 

［時　間］ 10：00～12：00
［会　場］ 10/13（木） 日立シビックセンター 501号
　　　　  11/10（木）、12/8（木） 日立シビックセンター 401号

［募集人数］ 24人 
［講　師］ 渡辺信（元東海大学教授/シビックサイエンススタッフ）
［受講料］ 各200円 

おとな

申
込 受付中 0294-24-7731

講 座 情 報 電話受付（先着順）申 込

郵送でお送りください
※住所は裏表紙をご覧ください 電話でお申込みください

直接ご持参ください
※住所は裏表紙をご覧ください

【表記について】

○/○ ベビーシッターサービス
表記の日付までにお申込みください（料金：お子様一人につき1,000円）

みなさまからのご寄附は、当財団が実施する次の事業に活用いたします。

ご寄附のお願い

❶ 科学・天文の普及に関する事業
❷ 音楽、文化、芸術の振興に関する事業
❸ 子どもたちの創造性や想像力を育む事業
❹ 市民交流の活性化に関する事業
❺ その他当財団が行っている公益目的事業

●ご寄附の概要
♦個人の方  1口 : 1,000円から　♦法人・団体の方 1口 : 5,000円から
　●詳しいお手続きについて
当財団のホームページ（http://www.civic.jp）より「寄附申込書」をダウンロードしていただくか、
お電話で詳しい資料をお取り寄せください。

日立シビックセンター TEL：0294-24-7711お問合せ

4 5
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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
原理をご説明しますので、どなた
でもお気軽にご参加ください。
10月 あっとおどろくカラーマジック
11月 光の大研究
12月 寒day！お天気実験
所要時間：約10分　
対　象 : 科学館入館者
開催時間：12:00～15:00

※（  ）内は30名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才以上）

【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、その他臨時休館
天球劇場のみ 11/1(火)※、2(水)※、13（日）
※11/1（火）、2（水）は、16:00、17:00の回のみ上映します

【お問合せ】　TEL：0294-24-7731（10：00～18：00）

※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：2016/12/27（火）

チケット購入時に、
本誌をご提示ください

望遠鏡、星座早見盤、
科学実験キット、工作
キット、文具、お菓子、
宇宙食、書籍、恐竜グッ
ズなど500種類以上

10：00～18：00

サイエンスショー

ぷるぷるゼリーキャンドルをつくろう

土
日
・
祝
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

平
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

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。
毎回解説員が生で解説を行います。
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

わくわくキッズ工作

鉄道模型実演コーナー

たのしくつくろう！ 工作コーナー

おもしろくてためになる科学
実験ショーです。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。

親子でいっしょに簡単な科学工作を体験できます。
メニューは、月替わりの2種類から
選べます。（メニューは2か月ごとの更新）

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。
実演は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

昨年好評だったふしぎアートが
新作を加えて帰ってきます！
その他、錯視を使ったアートの展示なども行います。

昨年好評だったふしぎアートが
新作を加えて帰ってきます！
その他、錯視を使ったアートの展示なども行います。

容器に好きな色の砂や飾り、溶かしたゼリーキャン
ドルを入れて、自分だけのすてきなキャンドルを作
ろう！プレゼントにもぴったりです。

容器に好きな色の砂や飾り、溶かしたゼリーキャン
ドルを入れて、自分だけのすてきなキャンドルを作
ろう！プレゼントにもぴったりです。

番組の
対象

所要時間：約10分
対　象 : 幼児とその保護者
開催時間： ①11：00 ②14：30
参加料 : 100円
定　員 :各回10人
　　　　　（当日10:00から8F入口で参加受付）

対　象 : 小学生以上
　　　　（保護者同伴なら幼児も可）
開催時間： 10：30～12：00
参加料 : 500円
定　員 :各日10人
申　込：10/15（土）10:00から電話受付
　　　　TEL：0294-24-7731

11/23水㊗・12/24土 開催

実演時間：約20分
対　象 : 科学館入館者
開催時間：平日 14：00～
　　　　土日・祝日 10：30～
　　　　　　　　　15：00～

所要時間：約20分
対　象 :科学館入館者
参加料：100円～300円
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

①11：00/12：00/14：00/15：00
②11：30/12：30/14：30/15：30

要整理券 ※各回10：00から
　8F入口で配布

①「ふしぎな貯金箱」
②「化石レプリカ」

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

[11/3木～12/25日][10/30日まで]

★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）
★天球劇場の貸利用　　　　　　 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）

【施設入館料】 【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】

協力：茨城県立産業技術短期大学校（県立IT短大）
茨城大学工学部 メディア工学科 矢内浩文准教授

※写真は昨年の様子

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ふしぎな貯金箱 化石レプリカ LEDクリスマスツリー カラフルキャンドル

参加料200円

参加料100円 ①「LEDクリスマスツリー」
②「カラフルキャンドル」 参加料100円

参加料300円

①「光がおもしろい形に見えるカード」
②「ハコ万華鏡」

[9・10月]

レインボーめがね くるくるビー玉

[11・12月]
①「レインボーめがね」
②「くるくるビー玉」

科 学 館
SCIENCE WONDERLAND

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト（
11
／
23 
〜
12
／
 25
）

毎
日
開
催
の
イ
ベ
ン
ト

WE ARE STARS

北極の氷の上で出会ったシロクマ
のレナードとペンギンのジェーム
ズ。「どうして北極や南極は半年も
の長い夜が続くの？」２人は答えを
探すため、捨てられた潜水艦を宇
宙船に改造して地球を旅立ちます。
果たして謎は解けるのでしょうか。
ゆる～いレナードと真面目な
ジェームズが繰り広げる、ミッショ
ンインポッシブルな宇宙大作戦
が、今、始まります。

プラネタリウムを使用した
「今夜の星空」についての生解説

ドーム映像番組

ポラリス

「私たちは何でできているの
か？」という問いについて、ビッ
クバンからの宇宙の進化や、星
や物質の形成などから解き明か
していきます。複雑な宇宙の成
り立ちを美しいドーム映像で描
き、あらゆる年代の人たちを宇
宙の世界へ引き込みます。

プラネタリウムを使用した
「今夜の星空」についての生解説

ドーム映像番組

地下１階

13：00 14：30 16：00 17：0011：00

ドーム映像
日替わり番組

星と宇宙を楽しむ
プラネタリウム

茨城県北芸術祭
プログラム②※

茨城県北芸術祭
プログラム③※

団体予約専用
茨城県北芸術祭
プログラム①※

期間/時間
平　日

土日・祝日

13：00 14：30 16：0011：00

WE ARE STARS 星と宇宙を楽しむ
プラネタリウム WE ARE STARS

団体予約専用
ポラリス

期間/時間
平　日
土日・祝日

光がおもしろい形に見えるカード ハコ万華鏡

さ む デ イ

クリスマスをイメージした冬らしい香りの中、
冬の夜空に描かれる大三角や星座たちについ
てご紹介します。

12/23金㊗ 19：00～19：50　24土 18：00～18：50

冬のアロマスペシャル

プラネタリウムで星や星座の予習をしてから、
屋上で天体望遠鏡を使って観察します。金星の
ほか、土星や火星など惑星を中心に観察します。

10/22土 17：30～19：00

※曇天・雨天の場合は、プラネタリウムの上映のみ行います。

観望のためのプラネタリウム＆観望会

最新のプラネタリウムの
機能を活用し、

美しい星空と可視化した
宇宙を体感できる
ヒーリング＆

エキサイティングな
全編生解説の上映です。

星と宇宙を楽しむプラネタリウム

全編生解説

クリスマスを楽しむためのファミリー向けの特
別上映です。クリスマスソングの楽しい雰囲
気の中、冬の星空の世界をお楽しみください。

12/23金㊗、24土 11：00～11：50／13：00～13：50
14：30～15：20／16：00～16：50

クリスマススペシャル

科学館には、みて、さわって、体験できる常設の展示物が130点
以上あり、毎日サイエンスショーも実演しています。
そのほか、工作コーナー、実験に参加できるコーナーや特別展
などのイベントも楽しめる、“遊びながら学べる科学館”です。

11/21月～

12/27火

ドーム映像
日替わり番組

13：00 14：30 16：0011：00

星と宇宙を楽しむ
プラネタリウム ポラリス

団体予約専用
ポラリス

期間/時間
平　日
土日・祝日

9/16金
まで

9/17土～

11/20日

※「茨城県北芸術祭プログラム」に
ついては、上映時間が各回約
30分となります。詳しくは、
P10をご覧ください。

11/23水㊗～12/25日 10：00～18：00



貸館情報
日立シビックセンター
音楽ホール

月日／催物名／主催

10/2㊐
10/22㊏～10/23㊐

10/29㊏

11/3㊍
11/6㊐

11/12㊏
11/23㊌
11/26㊏
11/27㊐
12/4㊐
12/18㊐
12/24㊏

辻弘子ソプラノ・リサイタル～日本の抒情を歌う～
映光社ソロコンサート
男女共同参画をすすめるつどい2016

田中靖人サックスリサイタル
茨城県芸術祭吹奏楽コンサート

島田洋七氏講演会
声楽コンサート「第12回ローゼの会」
茨城管楽合奏団第58回定期演奏会
第9回ステージ勉強会
日立交響楽団第122回定期演奏会
日立製作所日立事業所合唱団第52回定期演奏会
茨城大学混声合唱団第66回定期演奏会

辻弘子
（株）映光社

男女共同参画をすすめるつどい実行委員会、日立市
すみや楽器

茨城県、茨城県教育委員会、茨城文化団体連合、いばらき文化振興財団、茨城県教育財団、茨城新聞社、茨城県吹奏楽連盟
一般社団法人日立歯科医師会

ローゼの会、戸来和子
茨城管楽合奏団

プメハナ フラ スタジオ
（株）日立製作所日立事業所日立会、日立交響楽団

日立事業所日立会コーラス部
茨城大学混声合唱団

10/29㊏
11/5㊏～11/6㊐

11/27㊐
12/23㊎

ダンスライヴ2016
日立市芸術祭第59回日立市民演劇祭日立会演劇部第130回公演「花のき村と盗人たち」

マキ・ピアノ教室発表会
ピアノ発表会

助川ダンスカンパニー

日立演劇連盟、日立市、日立市文化協会
牧清美

太田のり子

多用途ホール

10/2㊐
10/15㊏

11/12㊏～11/13㊐
11/27㊐

百年塾フェスタ
ライフふれあいフェスティバル
日立市産業祭
青少年のための科学の祭典

ひたち生き生き百年塾推進本部
日立ライフ親和会
日立市商工振興課

青少年のための科学の祭典日立大会実行委員会

新都市広場／マーブルホール

日立市民会館/ホール
10/1㊏
10/2㊐
10/10㊊
10/19㊌
10/23㊐
10/29㊏
10/30㊐
11/6㊐
11/13㊐

11/17㊍～11/18㊎
11/19㊏

11/25㊎～11/27㊐
12/4㊐
12/7㊌
12/25㊐

私立恵比寿中学秋ツアー2016
民謡民舞定期発表会
エトワールバレエスタジオコンサート
研ナオコ　LOVE・LIFE・LIVE　雨のち晴れ、ときどき涙
ひまわりコンサート2016
日立民謡民舞秋季コンクール
介護予防と映画のつどい
子供アニメ映画会
市民音楽祭
日立市小中学校音楽会
石川さゆり歌謡コンサート
日立地区文化祭
「三遊亭円楽講演会～笑いある人生～」
「柳家花緑＆林家たい平二人会」
POPSコンサート

キョードー東京
日立製作所日立事業所日立会民謡部

エトワールバレエスタジオ
MIN-ON

ひまわり音楽教室
日立民謡民舞連合会、日立市、日立市文化協会

日立市介護保険課
エイコウシャ

日立市民音楽連盟、日立市、日立市文化協会
日立市教育研究会音楽研究部

グリーンスタンプ㈱
日立地区文化協会

県北生涯学習センター
公益財団法人常陽藝文センター

日立市民吹奏楽団

多賀市民会館/ホール
10/2㊐
10/16㊐

10/22㊏～10/23㊐

10/29㊏

10/30㊐
11/3㊍
11/13㊐
11/20㊐
11/23㊌
11/26㊏
11/27㊐
12/3㊏
12/4㊐
12/8㊍
12/10㊏
12/11㊐
12/25㊐

ピアノ発表会
ヤマハピアノエレクトーン教室発表会
日立市芸術祭 ひたち演劇フェスティバル2016
劇団いちょうの会公演「ら抜きの殺意」
みんなで奏でよう𠮷田メロディーコンサート～秋の風にのって～

第2回 Pace Music Festival
ジャパン歌謡信友会 第33回歌謡まつり
映画「さとにきたらええやん」
映画「母と暮らせば」
MUSICコンサート
常陸リウマチ治療研究会　市民公開講座
Joint Concert 2016
ピアノ発表会
ピアノ発表会
東成沢幼稚園　ひよこの会
ありがとうまつり
ピアノ発表会
ファミレド市クリスマスコンサート

石川由貴
クシダピアノ社

日立演劇連盟、日立市、日立市文化協会

𠮷田正記念事業推進委員会
ペースメソッド研究会
ジャパン歌謡信友会
視聴覚センター

「母と暮らせば」日立上映実行委員会
助川麻衣子

常陸リウマチ治療研究会
ヤマハミュージックリテイリング

日立音楽院
Ｍ＆Ｍ

東成沢幼稚園
森山聖徳保育園
芦川、川上、佐々木

ファミレド市

10/3㊊～10/9㊐
10/15㊏～10/16㊐
10/18㊋～10/23㊐
10/27㊍～10/30㊐
11/1㊋～11/6㊐

11/15㊋～11/20㊐
12/1㊍～12/4㊐

12/16㊎～12/17㊏
12/18㊐

12/22㊍～12/23㊎

傘寿記念山岳写真展「遥かなる山の呼ぶ声」
第29回苑有書展
春山武聖作品展
第11回鈴木鳴龍書作展
第38回新世紀美術協会茨城支部展
平成28年度茨城県移動展覧会
トールペイント展示会
本のリサイクル市
みゅーずマルシェ
消費生活展

今橋孝行
苑有書会
春山武聖
鈴木鳴龍

新世紀美術協会茨城支部
茨城県、茨城県美術展覧会

エムフレンズ教室
日立市立記念図書館

日立商工会議所、女性起業家グループみゅーずnet
消費生活展実行委員会

ギャラリー

PiCK UP お す す め 情 報

PiCK UP 3
いよいよ9/17（土）～11/20（日）まで茨城県北地域を舞台とした現代アートの祭典「茨城県北芸術祭」を開催します。会場のひとつ日立
シビックセンターでは、６組のアーティストが魅力あふれる作品を展示します。皆様のお越しをお待ちしております！

PiCK UP 4 日立シビックセンター、日立・多賀市民会館を利用してみませんか？

榊原澄人≪SOLITARIUM≫2015
Photo: 江藤海彦

（図版は参考写真です）

展　　　示 地下スタジオ

（１）地下スタジオ・アトリウム・新都市広場

米谷健＋ジュリア

開 催 日 時

作 品 鑑 賞
パスポート

お 問 合 せ
（詳しくはこちら）

9/17（土）～11/20（日）

・観覧時間　１０:００～１７:００
  ※9/26（月）・10/31（月）は、観覧できません。
・観覧料金　無料

（２）天球劇場

・上映時間　[平日]16:00・17:00　[土日・祝日]11:00・16:00・17:00
  ※9/26（月）・10/31（月）・11/13（日）は、上映休止になります。
・観覧料金（個別鑑賞券）　一般：500円／学生 ･高齢者：300円
  ※作品鑑賞パスポートをお持ちの方は、個別鑑賞券の購入は必要ありません。

天 球 劇 場 河口洋一郎、 榊原澄人、 木本圭子

１階アトリウム 和田永 新都市広場 テア・マキパー

ＫＥＮＰＯＫＵ ＡＲＴ ２０１６　茨城県北芸術祭　いよいよ開幕！

日立シビックセンターを含め、すべての会場の作品をお得に鑑賞することが
できる共通鑑賞券「作品鑑賞パスポート」も販売中です。
・一般：２,５００円／学生・高齢者：１,５００円

茨城県北芸術祭実行委員会事務局（茨城県県北振興課内）
TEL:029-301-2727（事務局）　0294-72-1121（現地事務所） 検索茨城県北芸術祭

日立シビックセンターの施設使用料が
半額になります！

日立シビックセンターは、より多くの方にご利用いただくため、一部の会議室や音楽室等の使用料が半額となります。
この機会に、ぜひ、日立シビックセンターの施設を利用してみませんか？
他にも、茶室や和室、トレーニングルーム、スタジオなど、目的や人数、ご予算に合わせ様々なお部屋をご利用いただけ
ます。詳しい施設の紹介は、財団ホームページをご覧ください。

日立シビックセンター、日立・多賀市民会館の施設の空き
状況がインターネットで閲覧できるようになりました。

財団ホームページにあるリンクから「いばらき公共施設
予約システム」がご利用できます。施設を利用される際に
は、ご活用ください。

会議室702・703・704号 マーブルホール

第２音楽室 料 理 室

10/1
スタート
10/1
スタート

インターネットで施設の空き状況を
閲覧できるようになりました！

9/1
スタート
9/1

スタート

HP

茨城県北芸術祭
オリジナルグッズ販売
日立シビックセンター内

「シビックの店」で取り扱います

10 11
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PiCK UP お す す め 情 報

PiCK UP 1 科学館・天球劇場＋α 天球劇場では、11/20（日）までの期間中、これまでに上映した日立シビックセンター
オリジナル番組などを上映します。その多彩な番組ラインナップと、今年で16回目を
迎える「青少年のための科学の祭典 日立大会」をご紹介します。

PiCK UP 2 イルミネーション 昨年から始まった「巡る」イルミネーション。今年は、さらに「ひたち」らしく、さらに光り、豪華にパワー
アップします。初開催のマルシェは2日間開催。クリスマス雑貨、スイーツ、カフェ等、市内の名店
も出店します。期間中には、その他にも様々なイベントを開催しますので、イルミネーションと合わ
せて会場を巡り、お楽しみください。

「ひたち」ならではの個性を放つエリア群
小さなお子様から大人まで思い思いに巡りお楽しみください。
　
Ⅰ 願いの塔
円形広場に荘厳に建つ１２ｍの八角錐タワー。
中にはカンブリア紀層・5億年前（日本最古）の日立市の岩石が設置されます。

Ⅱ 結び桜
日立市の花である「桜」をモチーフにしたアイアンツリー。
新都市広場のステージ上で鮮やかな光を放ちます。

Ⅲ 動物の森　
天然のモミの木を中心とした森エリア。
「日立市かみね動物園」にいる動物のモニュメントたちが来場者を温かく出迎えます。

Ⅳ 天井の星図　
8本の柱からなり、小さなドーム構造をもつ「四阿」。
プラネタリウムでシミュレーションした星図
（星々の位置）を天井に描きます。

11／19土～12／25日
17：00～22：00
※最終日は20:00まで

★点灯セレモニー★
 －茨城県北芸術祭フィナーレと同日開催

　11/19（土） 16:30～（予定）
★クリスマス・マルシェ（仮）★

 －クリスマス雑貨、スイーツ、カフェ等
　11/19（土）・20（日） 13:00～（予定）

　その他、恒例のシャボン玉企画やラリー企画もお楽しみに！
イベントの詳細は、決定次第、チラシ・ホームページ等でお知らせします。

あずまや

『巡る』
イルミネーション

第２章

青少年のための科学の祭
典

今年も県内最大級の科学のお祭りがやってきます。 科学の工作や実

験など、 体験できるコーナーは約50種類。 小学校から大学の先生、

ものづくりの職人や研究者、 高校生や大学生のお兄さんお姉さんと一

緒に楽しく体験しましょう。 作った工作は全部持ち

帰れるので、 袋を持ってきてくださいね。

会場：日立シビックセンター マーブルホール、ギャラリー ほか

日曜日

北極の氷の上で出会ったシロクマのレナードとペ
ンギンのジェームズ。「どうして北極や南極は半年
もの長い夜が続くの？」２人は答えを探すため、捨
てられた潜水艦を宇宙船に改造して旅立ちます。

「ポラリス」

土曜日

昭和37年の日立市を舞台に、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。

「いつでも夢を」

金曜日

あなたはきっと涙する－。
「100回泣くこと」の映像化で話題となった作
家･中村航が、プラネタリウムのために原作を
編集したものを番組化しました。

「星に願いを、月に祈りを」

木曜日

太陽系の惑星たちを中心に、ガイド役のピエ
ロが楽しく分かりやすく宇宙を案内します。小
さなお子様でもお楽しみいただける番組です。

「宇宙カーニバル」

水曜日

昼しか知らないたいようくんに、おつきちゃん
が夜空の面白さを教えてあげます。優しい
絵本タッチのお子様向けの番組です。

「たいようくんとおつきちゃん」

月曜日

「星とは何か？」をテーマに、星と人との絆や
宇宙との結びつきを、美しい星空の下、たどっ
ていくプラネタリウム番組です。

「希望の星」

火曜日

茨城県の公式マスコットキャラクター「ハッス
ル黄門」がドームスクリーンで大活躍。茨城県
の魅力とギャグが満載の、ゆるくない大迫力
の番組です。

「ハッスル黄門の宇宙漫遊記」

入場
無料1 1/27（日） 9：30～15：30日時

日 立 大 会第16回

天 球 劇 場
  日替りリバイバル
　　　　上映番組

新たなシンボル

　『願いの塔』
　　 ～輝く日本最古の石

★日立シビックセンター
　新都市広場
★日立駅中央口駅前広場

会 場

[主催] 青少年のための科学の祭典・日立大会実行委員会（日立市教育委員会 生涯学習課TEL:0294-23-9150）／公益財団法人日本科学技術振興財団・科学技術館
[共催] 公益財団法人日立市民科学文化財団


