
4/12㊐
14：00開演

［出　演］ 瓦吹 弘樹、石井 来実
大越 菜奈、藤 貴史

［料　金］ 全席自由
一般 1,000円（当日1,300円）
高校生以下 500円（当日 700円）

［会　場］ 日立シビックセンター音楽ホール
［チケット］ 1/25㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター

チケットカウンター
0294-24-7720

第30回ひたち出身者による
コンサート

「音楽の園」

［日　時］ 5/5㊋㊗
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場

（雨天時は音楽ホール）
［参加料］ 一般 500円、高校生以下 300円
［対　象］ 吹奏楽経験のある方（楽器を持参できる方）
［募集人数］ 先着200人
［申込み］ 2/29㊏～4/18㊏（受付時間 10：00～18：00）

0294-24-7755

ミュージック・トレイン2020
レッツ・ブラス in パティオ参加者募集

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する方を
募集します。

［申込み］ 3/14㊏ 10：０0～4/17㊎
電話（0294-24-7711）またはHP

大道芸に興味のある方、野外イベントがお好きな方、大道芸アーティストと一緒にひ
たち国際大道芸を盛り上げましょう！どちらか1日のみの参加も可能です。
英語が話せる方、体力に自信がある方大歓迎！

［日　時］ 5/9㊏日立会場・5/10㊐多賀会場 両日10：00～14：00
［対　象］ 小学生・中学生
［募集人数］ 各日20人（先着順）
［募集内容］ 大道芸グッズ配布（ピエロに変装します）

ひたち国際大道芸
キッズスタッフ募集

説明会
［日時］ 4/18㊏、19㊐ 10：00～11：30予定
［会場］ 日立シビックセンター 会議室501号

公益財団法人日立市民科学文化財団
～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～

日立シビックセンター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

日立市民会館日立市民会館 多賀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／95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

公益財団法人日立市民科学文化財団令和元年１１月２７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１１月２２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

チケット前売情報

募集情報 定員に達した場合は、募集を締め切りますので、ご了承ください。

ゴスペラーズ坂ツアー2019～2020“G25”

親子で一緒に楽しむ体験型音楽イベント「Carnival～星のカーニバル～」

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。

［日　時］ 毎週土曜日　［会　場］ 日立シビックセンター 音楽室
［参加料］ 5,000円/月　［対　象］ 小学1年生～高校3年生
［募集人数］ 初心者 5人/経験者：要相談
［申込み］ 3/1㊐～4/20㊊

FAX.0294-24-7979またはメール（hall@civic.jp）
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7755

ひたちジュニア弦楽合奏団団員募集

小学1年生から高校3年生の団員が、毎週土曜日に中小
路交流センターを中心に練習しています。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。

［日　時］ 毎週土曜日　通年　［会　場］ 中小路交流センターほか
［参加料］ ジュニアクラス 2,000円/月

シニアクラス 1,500円/月
［対　象］ 小学1年生～高校3年生
［申込み］ 随時　0294-22-6481

日立市少年少女合唱団団員募集

チケット発送も行っていますのでご利用ください。（書留のみ）

［日　時］ 5/9㊏日立会場　9：00～20：30
5/10㊐多賀会場 9：00～18：30

［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小中学生スタッフの補助

ひたち国際大道芸
ボランティアスタッフ募集

説明会
［日時］ 4/18㊏、19㊐ 13：30～15：00予定
［会場］ 日立シビックセンター 会議室503号
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アロマで愉しむプラネタリウム～冬の香り～

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

1/17㊎ 19：00開演、1/18㊏ 18：00開演
［料　金］ 全席自由 大人 530円、小人 320円（要整理券）
 ※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。

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［チケット］ 12/14㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731

｢ヒカリ・咲く・ヒタチ｣をテーマに、広場一面に広がる光の花々が
色とりどりに輝きます。
全体のＬＥＤの色合いなどもデザインし、より美しく幻想的な世界
が広がります。

Hitachi Starlight Illumination 2019
～1/19㊐ 17：00～22：00
※12/24㊋、12/31㊋は翌日1：00まで

［料　金］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場、

日立駅中央口前広場
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711

第22回ニューイヤーオペラコンサート

豪華出演者陣が織りなす華やかな世界をご堪能ください。

1/18㊏ 15：00開演
［出　演］ 音楽監督・指揮：松下京介

小川里美（ソプラノ）、岡部恵美子（ソプラノ）、大津香津子（メゾソプラノ）、
相山潤平（テノール）、清水良一（バリトン）

［料　金］ 全席指定 一般 3,000円、一般ペア 5,500円、高校生以下 1,000円
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［曲　目］ 《マクベス》より「さあ急いでいらっしゃい」

《蝶々夫人》より「あの桜の小枝をゆさぶって」
《カルメン》より「闘牛士の歌」
《ラ・ボエーム》より「それでは、本当に終わりなんだね」 ほか

［チケット］ 販売中
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

©及川隆史

第1部は地元出演団体による合唱を、第2部は子どもたちに大人気の「ケロポンズ」を迎え、歌って
踊る楽しいファミリーコンサートをお送りします。

第３２回ひたち童謡のつどい
1/19㊐ 14：00開演

［出　演］ 第1部 おおくぼ認定こども園大久保幼稚園、日立市立みやた認定こども園
 日立市少年少女合唱団、ひたち童謡を歌う会

第2部 ケロポンズ
［料　金］ 全席指定 一般 1,100円（当日1,300円）、子ども 550円（当日650円）

　　　　 ペア 1,400円（前売のみ）
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 販売中
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

○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】

【募集について】　定員に達した場合は、募集を締め切りますので、ご了承ください。

【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チケット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 お子様一人につき1,000円）

1月の情報

アトリウム装飾「迎春」

新春の慶びと歓迎の意を込め、「迎春」をテーマにした生け花を展示します。

1/7㊋～1/13㊊㊗
9：30～22：00

［協　力］ 日立華道連合会 小原流日立支部
［料　金］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7711
※過去の様子です

日立シビックセンター市民音楽企画
ピアノの歴史Ⅱ～ロマン派から近代への扉～

演奏とトークを交えながらピアノの歴史を辿るコンサート。今回
はロマン派作品を足掛かりに、ラヴェルやドビュッシー、バルトー
クなど近代作品を紹介します。

1/26㊐ 14：00開演
［出　演］ 金子三勇士
［料　金］ 全席自由 一　　般 2,000円（当日 2,300円）
  高校生以下 1,000円（当日 1,200円） 

［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［チケット］ 販売中
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

©Ayako Yamamoto©Ayako Yamamoto

ひたち街角小劇場第47弾「犯罪×犯罪（クライムクライム）」

閑静な街に佇む一軒のカフェ。今日も常連客で賑わいを見せているが...実は全員犯罪者！？空き巣、
詐欺師、強盗に食い逃げ等々。彼らが同じ現場で鉢合わせた時一体何が起こるのか！

1/25㊏ 14：00開演／18：00開演
1/26㊐ 14：00開演

［出　演］ 劇団がぁべる
［料　金］ 全席自由 一　般 800円（当日1,000円）
  高校生 500円
  中学生以下無料

［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［チケット］ 販売中
［問合せ］ 多賀市民会館 0294-34-1727

はじめてのプラネタリウム
星のお話「冬の星空」

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。
（事前受付、先着4組）

1/14㊋
11：00～11：30

［料　金］ 全席自由 大人 530円
  小人 320円

　　　　 幼児無料
※年間パスポートでの入場可

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731 

日立市少年少女合唱団合唱体験教室

歌うことが大好きなお友達、大歓迎です。楽譜が分からなくても大丈夫！合唱団の先生がやさしく教
えてくれます。

1/11㊏、2/8㊏、2/22㊏、3/14㊏、3/15㊐
各日13：30～15：30

［参加料］ 500円
［会　場］ 日立市民会館 210号室 ほか
［対　象］ 年長～小学6年生
［申込み］ 12/7㊏～1/10㊎　0294-22-6481
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アロマで愉しむプラネタリウム～冬の香り～

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

1/17㊎ 19：00開演、1/18㊏ 18：00開演
［料　金］ 全席自由 大人 530円、小人 320円（要整理券）
 ※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。

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［チケット］ 12/14㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731

｢ヒカリ・咲く・ヒタチ｣をテーマに、広場一面に広がる光の花々が
色とりどりに輝きます。
全体のＬＥＤの色合いなどもデザインし、より美しく幻想的な世界
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Hitachi Starlight Illumination 2019
～1/19㊐ 17：00～22：00
※12/24㊋、12/31㊋は翌日1：00まで

［料　金］ 無料
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豪華出演者陣が織りなす華やかな世界をご堪能ください。
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小川里美（ソプラノ）、岡部恵美子（ソプラノ）、大津香津子（メゾソプラノ）、
相山潤平（テノール）、清水良一（バリトン）

［料　金］ 全席指定 一般 3,000円、一般ペア 5,500円、高校生以下 1,000円
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［曲　目］ 《マクベス》より「さあ急いでいらっしゃい」

《蝶々夫人》より「あの桜の小枝をゆさぶって」
《カルメン》より「闘牛士の歌」
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第1部は地元出演団体による合唱を、第2部は子どもたちに大人気の「ケロポンズ」を迎え、歌って
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［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［チケット］ 販売中
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　　　　 幼児無料
※年間パスポートでの入場可

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731 

日立市少年少女合唱団合唱体験教室

歌うことが大好きなお友達、大歓迎です。楽譜が分からなくても大丈夫！合唱団の先生がやさしく教
えてくれます。

1/11㊏、2/8㊏、2/22㊏、3/14㊏、3/15㊐
各日13：30～15：30

［参加料］ 500円
［会　場］ 日立市民会館 210号室 ほか
［対　象］ 年長～小学6年生
［申込み］ 12/7㊏～1/10㊎　0294-22-6481
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第27回日立サイエンスショーフェスティバル

全国の科学館職員によるサイエンスショーの他、天文講演会、大人のためのサイエンス、
はじめてのプラネタリウム、実験装置大集合など毎日科学を楽しめるイベントです。
※一部事前申込制。詳しくはＨＰまたは各イベントのチラシ等をご覧ください。

2/8㊏～2/16㊐
［料　金］ イベントごとに異なります
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館、天球劇場、多用途ホール ほか
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731

※前回の様子です

洋楽文庫第2章
仲道郁代オール・シューマン・プログラム
2/8㊏ 14：00開演

［料　金］ 全席指定 一般 3,000円、高校生以下 1,000円
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［曲　目］ 「子供の情景」作品15よりトロイメライ

アラベスク ハ長調 作品18
献呈（リスト編曲）
ピアノ・ソナタ 第3番 Op.１４ ヘ短調 ほか
※曲目・曲順は変更になる場合があります。ご了承ください。

［チケット］ 販売中
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

第2章

© kiyotaka saito

よしもとお笑いまつりｉｎ日立2020

今年もテレビでお馴染みのよしもとお笑い芸人たちが日立市民会館に大集合します。
抱腹絶倒のステージをどうぞお楽しみに！！

2/9㊐ 19：00開演
［出　演］ COWCOW、ロバート ほか
［料　金］ 全席指定 4,000円（当日4,500円）
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 12/21㊏ 9：00発売
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

住友生命「Vitality」presents
竹原ピストル全国弾き語りツアー2019～2020  It's My Life

ストレートな歌詞が胸を打つフォークシンガー、竹原ピストルの全国ツアー日立公演が開催
されます。数々の名曲たちが心に響いてくるハートフルなコンサート。どうぞお楽しみに。

2/3㊊ 19：00開演
［料　金］ 全席指定 4,400円（当日 5,000円）

※小学生以上の方はチケットが必要です。
※未就学児のご入場は同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にならない
　ようにご覧いただくことを大前提とさせていただきます。

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 販売中
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

シビックサロン「第2回アトリウム茶会」

椅子に座って行うお茶会ですので、お気軽にご参加いただけます。定員に達し次第終了となりますの
でお早目にお越しください。

2/1㊏ 10：00～13：00
［協　力］ 日立茶道連盟 表千家 佐々木宗好社中
［料　金］ 300円（先着40名）
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711

初春落語会

実力派真打による落語会。一年の始まりを粋な笑いでお楽しみください。
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おります。

2/1㊏ 13：30開演
［出　演］ 初音家左橋、古今亭文菊 ほか
［料　金］ 全席指定 2,000円
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［チケット］ 販売中
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

サイエンスカフェ「普段は聞けない宇宙の疑問」

講師と参加者による、双方向のお話会を行います。

2/7㊎ 18：30開演
［出　演］ 原島治

（JAXA 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 チーフエンジニア室 特任担当役）
［料　金］ 全席自由 1,000円
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館
［対　象］ 中学生以上
［チケット］ 11/30㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

※前回の様子です

天文講演会
「ひたち宇宙学校～いるかもしれない！？宇宙生物～」

JAXAでロケットの打ち上げなどに関わっている専門家と宇宙生物について考えてみましょう。講演
会の中で日立シビックセンターオリジナル番組「ヒタチタビダチ～緊急！天球！未知の宇宙へ！～」の上
映も行います。

2/8㊏ 13：00開演
［出　演］ 原島治

（JAXA 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 チーフエンジニア室 特任担当役）
［料　金］ 全席指定 大人 1,000円、小・中・高校生 500円
 親子（小・中・高校生とその保護者） 1,200円
 ※未就学児の入場はご遠慮ください

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［チケット］ 11/30㊏ １０:００発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

はじめてのプラネタリウム
番組上映「こぐま座のティオ」

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。
（事前受付、先着4組）

2/10㊊ 11：00～11：30
［料　金］ 全席自由 大人 530円
  小人 320円

  幼児無料
※年間パスポートでの入場可

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731

ゴスペラーズ坂ツアー2019～2020“G25”

「永遠（とわ）に」「ひとり」「ミモザ」など多数のヒット曲を持つ、男性ヴォーカルユニット「ゴスペラー
ズ」が日立初登場！デビュー25周年を経て、益々磨きがかかった彼等の歌声をどうぞお楽しみに。

2/23㊐㊗ 17：00開演
［料　金］ 全席指定 7,000円

※小学生以上の方はチケットが必要です。
※未就学児は保護者1名につき1名のみ膝上鑑賞可能です。

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 販売中
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「アラジン～ササン王国の不思議なランプ～」

世界中の子供たちに愛され続ける「アラジン」。ササン王国を舞台に不思議なランプが繰り広げる夢
いっぱい、迫力いっぱいのミラクルファンタジーにご期待ください !!

2/14㊎ 10：30開演
［料　金］ 全席指定 S席 2,000円
 A席 1,500円
 B席 1,300円

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 販売中
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

大人のためのサイエンス
「チョコレイト・サイエンスー物理で美味しく！ー」

研究者のお話を聞きながら「美味しさ」を物理的に検証し、構造の異なるチョコを作る講座です。
※使用する材料には、大豆・乳製品が含まれています。食品アレルギーのある方はご参加いただけま
せん。

＊持ち物　エプロン、三角巾、水・お茶、筆記用具

2/11㊋㊗ 13：30～15：30
［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［講　師］ 山田悟史（高エネルギー加速器研究機構　物質構造科学研究所 助教）
［対　象］ 中学生以上
［申込み］ 1/7㊋ 10：00～  0294-24-7731

大人のための天文教室－プラネタリウムで星空散歩－

プラネタリウムを使って1年間の星空を振り返り、2020年の天文現象などについてもお話します。

2/13㊍ 10：30～12：00
［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［講　師］ 増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）
［対　象］ 大人
［申込み］ 1/12㊐ 10：00～  0294-24-77３１

アジア料理サロン

茨城キリスト教大学に通う留学生と一緒に、料理を作って楽しく交流しましょう！
ベトナム料理、インドネシア料理を作ります。

2/29㊏ 10：00～14：00
［主　催］ ひたちとアジア文化交流をすすめる会
［協　力］ 茨城キリスト教大学 地域・国際交流センター
［参加料］ 1,000円
［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［対　象］ 小学生以上
［申込み］ 1/26㊐ 10：00～　0294-24-７７1１

ひたち街角小劇場ワークショップ「舞台美術講座」

舞台道具作りのノウハウを学び、実際に制作してみませんか？初めてワークショップに参加する方も
大歓迎です。

2/29㊏ 13：30～17：00
［参加料］ 一般 2,000円、高校生以下 1,000円、

観覧のみ 500円
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［講　師］ 安藤秀敏（舞台美術デザイナー）、東宝舞台株式会社
［対　象］ 中学生以上
［申込み］ 1/12㊐ 9：００～　0294-34-1727

2月の情報
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第27回日立サイエンスショーフェスティバル

全国の科学館職員によるサイエンスショーの他、天文講演会、大人のためのサイエンス、
はじめてのプラネタリウム、実験装置大集合など毎日科学を楽しめるイベントです。
※一部事前申込制。詳しくはＨＰまたは各イベントのチラシ等をご覧ください。

2/8㊏～2/16㊐
［料　金］ イベントごとに異なります
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館、天球劇場、多用途ホール ほか
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731

※前回の様子です

洋楽文庫第2章
仲道郁代オール・シューマン・プログラム
2/8㊏ 14：00開演

［料　金］ 全席指定 一般 3,000円、高校生以下 1,000円
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［曲　目］ 「子供の情景」作品15よりトロイメライ

アラベスク ハ長調 作品18
献呈（リスト編曲）
ピアノ・ソナタ 第3番 Op.１４ ヘ短調 ほか
※曲目・曲順は変更になる場合があります。ご了承ください。

［チケット］ 販売中
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

第2章

© kiyotaka saito

よしもとお笑いまつりｉｎ日立2020

今年もテレビでお馴染みのよしもとお笑い芸人たちが日立市民会館に大集合します。
抱腹絶倒のステージをどうぞお楽しみに！！

2/9㊐ 19：00開演
［出　演］ COWCOW、ロバート ほか
［料　金］ 全席指定 4,000円（当日4,500円）
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 12/21㊏ 9：00発売
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

住友生命「Vitality」presents
竹原ピストル全国弾き語りツアー2019～2020  It's My Life

ストレートな歌詞が胸を打つフォークシンガー、竹原ピストルの全国ツアー日立公演が開催
されます。数々の名曲たちが心に響いてくるハートフルなコンサート。どうぞお楽しみに。

2/3㊊ 19：00開演
［料　金］ 全席指定 4,400円（当日 5,000円）

※小学生以上の方はチケットが必要です。
※未就学児のご入場は同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にならない
　ようにご覧いただくことを大前提とさせていただきます。

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 販売中
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

シビックサロン「第2回アトリウム茶会」

椅子に座って行うお茶会ですので、お気軽にご参加いただけます。定員に達し次第終了となりますの
でお早目にお越しください。

2/1㊏ 10：00～13：00
［協　力］ 日立茶道連盟 表千家 佐々木宗好社中
［料　金］ 300円（先着40名）
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711

初春落語会

実力派真打による落語会。一年の始まりを粋な笑いでお楽しみください。
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おります。

2/1㊏ 13：30開演
［出　演］ 初音家左橋、古今亭文菊 ほか
［料　金］ 全席指定 2,000円
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［チケット］ 販売中
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

サイエンスカフェ「普段は聞けない宇宙の疑問」

講師と参加者による、双方向のお話会を行います。

2/7㊎ 18：30開演
［出　演］ 原島治

（JAXA 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 チーフエンジニア室 特任担当役）
［料　金］ 全席自由 1,000円
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館
［対　象］ 中学生以上
［チケット］ 11/30㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

※前回の様子です

天文講演会
「ひたち宇宙学校～いるかもしれない！？宇宙生物～」

JAXAでロケットの打ち上げなどに関わっている専門家と宇宙生物について考えてみましょう。講演
会の中で日立シビックセンターオリジナル番組「ヒタチタビダチ～緊急！天球！未知の宇宙へ！～」の上
映も行います。

2/8㊏ 13：00開演
［出　演］ 原島治

（JAXA 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 チーフエンジニア室 特任担当役）
［料　金］ 全席指定 大人 1,000円、小・中・高校生 500円
 親子（小・中・高校生とその保護者） 1,200円
 ※未就学児の入場はご遠慮ください

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［チケット］ 11/30㊏ １０:００発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

はじめてのプラネタリウム
番組上映「こぐま座のティオ」

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。
（事前受付、先着4組）

2/10㊊ 11：00～11：30
［料　金］ 全席自由 大人 530円
  小人 320円

  幼児無料
※年間パスポートでの入場可

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731

ゴスペラーズ坂ツアー2019～2020“G25”

「永遠（とわ）に」「ひとり」「ミモザ」など多数のヒット曲を持つ、男性ヴォーカルユニット「ゴスペラー
ズ」が日立初登場！デビュー25周年を経て、益々磨きがかかった彼等の歌声をどうぞお楽しみに。

2/23㊐㊗ 17：00開演
［料　金］ 全席指定 7,000円

※小学生以上の方はチケットが必要です。
※未就学児は保護者1名につき1名のみ膝上鑑賞可能です。

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 販売中
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「アラジン～ササン王国の不思議なランプ～」

世界中の子供たちに愛され続ける「アラジン」。ササン王国を舞台に不思議なランプが繰り広げる夢
いっぱい、迫力いっぱいのミラクルファンタジーにご期待ください !!

2/14㊎ 10：30開演
［料　金］ 全席指定 S席 2,000円
 A席 1,500円
 B席 1,300円

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 販売中
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

大人のためのサイエンス
「チョコレイト・サイエンスー物理で美味しく！ー」

研究者のお話を聞きながら「美味しさ」を物理的に検証し、構造の異なるチョコを作る講座です。
※使用する材料には、大豆・乳製品が含まれています。食品アレルギーのある方はご参加いただけま
せん。

＊持ち物　エプロン、三角巾、水・お茶、筆記用具

2/11㊋㊗ 13：30～15：30
［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［講　師］ 山田悟史（高エネルギー加速器研究機構　物質構造科学研究所 助教）
［対　象］ 中学生以上
［申込み］ 1/7㊋ 10：00～  0294-24-7731

大人のための天文教室－プラネタリウムで星空散歩－

プラネタリウムを使って1年間の星空を振り返り、2020年の天文現象などについてもお話します。

2/13㊍ 10：30～12：00
［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［講　師］ 増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）
［対　象］ 大人
［申込み］ 1/12㊐ 10：00～  0294-24-77３１

アジア料理サロン

茨城キリスト教大学に通う留学生と一緒に、料理を作って楽しく交流しましょう！
ベトナム料理、インドネシア料理を作ります。

2/29㊏ 10：00～14：00
［主　催］ ひたちとアジア文化交流をすすめる会
［協　力］ 茨城キリスト教大学 地域・国際交流センター
［参加料］ 1,000円
［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［対　象］ 小学生以上
［申込み］ 1/26㊐ 10：00～　0294-24-７７1１

ひたち街角小劇場ワークショップ「舞台美術講座」

舞台道具作りのノウハウを学び、実際に制作してみませんか？初めてワークショップに参加する方も
大歓迎です。

2/29㊏ 13：30～17：00
［参加料］ 一般 2,000円、高校生以下 1,000円、

観覧のみ 500円
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［講　師］ 安藤秀敏（舞台美術デザイナー）、東宝舞台株式会社
［対　象］ 中学生以上
［申込み］ 1/12㊐ 9：００～　0294-34-1727

2月の情報
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杉山清貴  acoustic solo tour 2020

杉山清貴＆オメガトライブのヴォーカルとしてデビュー後、数々のヒット曲を世に送り
出し、一世を風靡した杉山清貴。
甘くPOPな歌声が日立に帰ってきます。
どうぞお楽しみに。

3/1㊐ 15：00開演
［料　金］ 全席指定 一般 6,600円（当日 7,000円）

※学生割引：当日学生証をご持参ください。現金にて3,000円を返金いたします。
※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［チケット］ 販売中
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

知って得する！天球劇場のひみつ探検ツアー

プラネタリウムの解説員が、世界最高峰のプラネタリウム投影機
MEGASTAR（メガスター）や、星を映し出す操作室など、普段は見ること
ができない天球劇場の裏側をご紹介します。

3/21㊏、3/22㊐  各日12：00～12：30
［料　金］ 無料／各日先着100名

要整理券（当日１０：００よりチェックインカウンターにて配布）
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731

はじめてのプラネタリウム 星のお話「春の星空」

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。
（事前受付、先着4組）

3/9㊊ 11：00～11：30
［料　金］ 全席自由 大人 530円

　　　　 小人 320円
　　　　 幼児無料
※年間パスポートでの入場可

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731 

親子のための天文教室
「光る星座早見盤を作って天体観察をしよう」

キットを組み立てて星座早見表を製作したあと、今夜見えている星
座の紹介と、屋上で早見盤や望遠鏡を使って星空観察をします。

3/1㊐ 17：30～19：30
［参加料］ 2,200円(材料費込み）
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館・屋上
［講　師］ 八重座明（ひたち星の会／シビックサイエンススタッフ）

増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）
［対　象］ 小学生以上とその保護者
［申込み］ 2/1㊏ 10：00～　0294-24-７７３１

日立市少年少女合唱団定期演奏会
「あいあいコンサート」

小学生から高校生の団員たちによる元気いっぱいの歌声をお届けします。

3/15㊐ 13：30～15：30
［料　金］ 無料
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

シビックサロン「大人の和太鼓体験」

和太鼓の叩き方から学べる初心者向けの楽しい講座です。皆でリズムに乗って体を動かし、気持ちよ
く汗を流しましょう！

3/15㊐ 10：00～12：30
［参加料］ 1,500円
［会　場］ 日立シビックセンター スタジオ
［講　師］ 民族歌舞団荒馬座
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 2/15㊏ 10：00～

0294-24-７７1１

観望のためのプラネタリウム＆観望会「冬の星」

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。暦の上では春ですが、夜空では冬の星を観察できます。

3/14㊏ 18：00～19：30
［料　金］ 全席自由 大人 530円
  小人 320円
  幼児無料

※年間パスポートでの入場可
※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。

［会　場］ 日立シビックセンター天球劇場・屋上
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731 

ひたち街角小劇場第48弾
県北地区高等学校演劇部第８回春季フェスティバル

ひたち街角小劇場は、平成25年から高等学校演劇部の皆様と共に高等
学校演劇部春季フェスティバルを開催してきました。高校生達の伸びやか
な熱い舞台をぜひご覧ください。

3/28㊏、3/29㊐ 各日10：00開演
［出　演］ 県北地区高等学校演劇部 ほか
［料　金］ 全席自由 入場無料
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［問合せ］ 多賀市民会館 0294-34-1727

シビックサロン「第3回アトリウム茶会」

椅子に座って行うお茶会ですので、子どもから大人までどなたでもお楽しみいただけます。定員に達
し次第終了となりますので、お早めにお越しください。

3/1㊐ 10：00～13：00
［協　力］ 日立茶道連盟 裏千家 澁谷宗康社中
［料　金］ 300円（先着４０名）
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7711

親子で一緒に楽しむ体験型音楽イベント
「Carnival～星のカーニバル～」

3/14㊏ 12：00～15：00
ワークショップ＆フードタイム 12：00～13：30
コンサートタイム 13：30～14：3０

［出　演］ Cana sotte bosse（ボーカル）、鈴木史門（ピアノ）
［料　金］ 全席自由 一　　般 1,000円
 高校生以下    500円
 親子ペア １，２００円

※親子ペアチケットは一般及び高校生以下チケットのセット。
※3歳未満は鑑賞無料。
※フードは別途有料となります。

［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［チケット］ 1/11㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター チケットカウンター 0294-24-7720

マラカス作りや歌と絵本の読み聞かせコンサート、おいしくてかわいいフードなど小さなお子様から
大人まで楽しめる体験型音楽イベントです。

3月の情報

大人のための天文教室－春の星空巡り－

春の星空で、一番星や星座の見つけ方、その楽しみ方についてお話します。初心者向けの講座です。

4/16㊍ 10：30～12：00
［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター 501号会議室
［講　師］ 増子光昭

（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）
［対　象］ 大人
［申込み］ 3/12㊍ 10：00～

0294-24-７７３１

参加者募集
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杉山清貴  acoustic solo tour 2020

杉山清貴＆オメガトライブのヴォーカルとしてデビュー後、数々のヒット曲を世に送り
出し、一世を風靡した杉山清貴。
甘くPOPな歌声が日立に帰ってきます。
どうぞお楽しみに。

3/1㊐ 15：00開演
［料　金］ 全席指定 一般 6,600円（当日 7,000円）

※学生割引：当日学生証をご持参ください。現金にて3,000円を返金いたします。
※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［チケット］ 販売中
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

知って得する！天球劇場のひみつ探検ツアー

プラネタリウムの解説員が、世界最高峰のプラネタリウム投影機
MEGASTAR（メガスター）や、星を映し出す操作室など、普段は見ること
ができない天球劇場の裏側をご紹介します。

3/21㊏、3/22㊐  各日12：00～12：30
［料　金］ 無料／各日先着100名

要整理券（当日１０：００よりチェックインカウンターにて配布）
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731

はじめてのプラネタリウム 星のお話「春の星空」

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。
（事前受付、先着4組）

3/9㊊ 11：00～11：30
［料　金］ 全席自由 大人 530円

　　　　 小人 320円
　　　　 幼児無料
※年間パスポートでの入場可

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731 

親子のための天文教室
「光る星座早見盤を作って天体観察をしよう」

キットを組み立てて星座早見表を製作したあと、今夜見えている星
座の紹介と、屋上で早見盤や望遠鏡を使って星空観察をします。

3/1㊐ 17：30～19：30
［参加料］ 2,200円(材料費込み）
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館・屋上
［講　師］ 八重座明（ひたち星の会／シビックサイエンススタッフ）

増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）
［対　象］ 小学生以上とその保護者
［申込み］ 2/1㊏ 10：00～　0294-24-７７３１

日立市少年少女合唱団定期演奏会
「あいあいコンサート」

小学生から高校生の団員たちによる元気いっぱいの歌声をお届けします。

3/15㊐ 13：30～15：30
［料　金］ 無料
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

シビックサロン「大人の和太鼓体験」

和太鼓の叩き方から学べる初心者向けの楽しい講座です。皆でリズムに乗って体を動かし、気持ちよ
く汗を流しましょう！

3/15㊐ 10：00～12：30
［参加料］ 1,500円
［会　場］ 日立シビックセンター スタジオ
［講　師］ 民族歌舞団荒馬座
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 2/15㊏ 10：00～

0294-24-７７1１

観望のためのプラネタリウム＆観望会「冬の星」

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。暦の上では春ですが、夜空では冬の星を観察できます。

3/14㊏ 18：00～19：30
［料　金］ 全席自由 大人 530円
  小人 320円
  幼児無料

※年間パスポートでの入場可
※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。

［会　場］ 日立シビックセンター天球劇場・屋上
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731 

ひたち街角小劇場第48弾
県北地区高等学校演劇部第８回春季フェスティバル

ひたち街角小劇場は、平成25年から高等学校演劇部の皆様と共に高等
学校演劇部春季フェスティバルを開催してきました。高校生達の伸びやか
な熱い舞台をぜひご覧ください。

3/28㊏、3/29㊐ 各日10：00開演
［出　演］ 県北地区高等学校演劇部 ほか
［料　金］ 全席自由 入場無料
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［問合せ］ 多賀市民会館 0294-34-1727

シビックサロン「第3回アトリウム茶会」

椅子に座って行うお茶会ですので、子どもから大人までどなたでもお楽しみいただけます。定員に達
し次第終了となりますので、お早めにお越しください。

3/1㊐ 10：00～13：00
［協　力］ 日立茶道連盟 裏千家 澁谷宗康社中
［料　金］ 300円（先着４０名）
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7711

親子で一緒に楽しむ体験型音楽イベント
「Carnival～星のカーニバル～」

3/14㊏ 12：00～15：00
ワークショップ＆フードタイム 12：00～13：30
コンサートタイム 13：30～14：3０

［出　演］ Cana sotte bosse（ボーカル）、鈴木史門（ピアノ）
［料　金］ 全席自由 一　　般 1,000円
 高校生以下    500円
 親子ペア １，２００円

※親子ペアチケットは一般及び高校生以下チケットのセット。
※3歳未満は鑑賞無料。
※フードは別途有料となります。

［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［チケット］ 1/11㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター チケットカウンター 0294-24-7720

マラカス作りや歌と絵本の読み聞かせコンサート、おいしくてかわいいフードなど小さなお子様から
大人まで楽しめる体験型音楽イベントです。

3月の情報

大人のための天文教室－春の星空巡り－

春の星空で、一番星や星座の見つけ方、その楽しみ方についてお話します。初心者向けの講座です。

4/16㊍ 10：30～12：00
［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター 501号会議室
［講　師］ 増子光昭

（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）
［対　象］ 大人
［申込み］ 3/12㊍ 10：00～

0294-24-７７３１

参加者募集
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お正月サイエンスショーまつり
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

1日3回普段と違うサイエンスショーを実施します。

鳥の鳴き声がする不思議なおもちゃを作ろう。

●日時 1/5㊐～7㊋　10：30/12：00/15：00

「ゼリーキャンドルをつくろう」
●日　時 12/21㊏、22㊐
　①10：30～11：30　②13：00～14：00
　③15：30～16：30※12/21のみ
●参加料 500円
●場　所 科学館8階アトリエ
●対　象 幼児～小学生

ワークショップ

「バードコール」

●日　時 3/7㊏、3/8㊐、3/14㊏、3/15㊐
　　　　 3/20㊎㊗～3/31㊋
　　　　 10：30～13：00、14：00～16：00
●参加料 200円

特別工作

～1/7火　
10：00～20：00
（入館は19：00まで）

土日祝 10：00～19：00
（入館は18：00まで）

平　日
（冬休み期間含む）

館内の照明を落として光のアート空間に！
館内に隠れた蝶をブラックライトで探しに
いこう！

（17：00～）

協力：筑波大学芸術系村上史明研究室

光のアート

触って、遊んで、作って、
木の魅力に触れてみよう！

3/7土～3/31火
10：00～18：00

木でできた滑り台や
砂場、つみきなど面白
い遊具がたくさんあり
ます。

木の公園
コーナー

このー木なんの木
木のおもちゃ展

電話申込受付中

壁を触ると絵が出たり、
歩くと床に映像が出たり…
ふしぎな科学アート空間！

インタラクティブアート

協力：茨城県立産業技術短期大学校

1/5～2/29の
土日祝日

※2/16は実施しません

1月 2月

無料／受付不要

※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：2020/3/31㊋

チケット購入時に、
本誌をご提示ください

【割引券】

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・冬休み　10：30～、15：00～

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。

天球劇場
プラネタリウム科 学 館

地球を包む大気が起こす美しい
現象をドームスクリーンで体感
しましょう。人気声優アーティ
スト水樹奈々が、癒しのナレー
ションで空の物語へと誘いま
す。巡る季節の星空を壮大で心
地よい音楽とともにお楽しみく
ださい。

アースシンフォニー
光と水が奏でる空の物語

※（  ）内は30人以上の団体割引料金

530円（480円）
530円（480円）

320円（270円）
320円（270円）

800円（700円） 400円（300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）

無 料

小・中学生、障がい者
高齢者（65歳以上）

【施設入館料】地下1階チェックインカウンターでチケットをお買い求めください

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

要整理券
（当日配布）

日替わりで３つのプログラムを上映します。

従来から人気のプログラム。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。全編生解説です。

月・金・日
曜日

「星と宇宙を楽しむ
プラネタリウム」

昼食後のお昼寝（シエスタ）をイメージしたプログラム。解
説は少なめで、ヒーリングミュージックを中心とした癒しの
40分。

火・木
曜日

「ゆったりシエスタ
プラネタリウム」

高性能投影機「メガスター」が再現する詳細でリアルな星空
を楽しむ40分のプログラム。双眼鏡を先着順で貸し出しま
す。（水曜10台、土曜30台。）持ち込みも可能です。全編
生解説です。

水・土
曜日

「魅力再発見！
メガスターの世界」

●1/5㊐～3/19㊍

アース
シンフォニー生

ゆったり
シエスタ

プラネタリウム

魅力再発見！
メガスター

の世界

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

冬の特別イベント春の特別イベント 上映スケジュール【各回40分～50分】

デイリープラネタリウム

13：00

14：30

16：00

18：30

11：00

月 火 水 木 金

午前中 団体専用

アースシンフォニー季

アース
シンフォニー季

アース
シンフォニー季

●3/20㊎㊗～3/31㊋

Space Dreamers生

こぐま座のティオ生

13：00

14：30

16：00

11：00

春休み

Space Dreamers季

2/3㊊まで
ヒタチタビダチ
2/9㊐から
こぐま座のティオ

生
2/3㊊まで
ヒタチタビダチ
2/9㊐から
こぐま座のティオ

生

魅力再発見！
メガスターの世界
星と宇宙を楽しむ
プラネタリウム

日曜

土曜

※11：00の回は、キッズ向けの生解説で上映時間は40分です。　※2/8㊏は天文講演会実施のため、上映を休止します。
※2/10㊊、3/9㊊の11：00の回は「はじめてのプラネタリウム」を上映します。

1/5㊐～3/19㊍

毎日14：30の回

NEW

子ども達が参加できる演出により、星空への
興味、好奇心を楽しみながら育める作品です。

こぐま座のティオ
星空だいぼうけん
2/9㊐～3/31㊋

日立シビックセンター天球劇場の球体が宇宙船にな
り、想像と冒険の旅へ出発します。当館オリジナル
番組です。

ヒタチタビダチ
～緊急！天球！未知の宇宙へ！～
～2/3㊊

月を眺めながら物思いにふけるムッタ
の元に、いつも聞いているラジオ番
組「モーニングレディオ」から、なん
と公開収録の依頼が！
公開収録に集まった人々の、宇宙に関
する素朴な疑問に、ムッタが宇宙飛行
士ならではの視点で答えます！

Space Dreamers
～宇宙兄弟 南波六太がやってきた！～
3/20㊎㊗～3/31㊋

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

季「季節の星空紹介（オートプログラム）」＋ドーム映像番組生「今夜の星空」についての生解説＋ドーム映像番組

ゆったり
シエスタ

プラネタリウム

月・金・日曜

星と宇宙を楽しむ
プラネタリウム
火・木曜

ゆったりシエスタ
プラネタリウム
水・土曜

魅力再発見！
メガスターの世界

たのしくつくろう！工作コーナー
～月替わりの工作を楽しめます～

レッツ！ ひらめきサイエンス
～月替わりの「実験体験」を自分の手で試して楽しめます～

「静電気の実験」

入浴剤① おもしろミラーカード②

アースシンフォニー季

天球劇場作成
オリジナル番組

天球劇場作成
オリジナル番組

土日祝・冬休み
祝日・冬休みの14：30の
回はその曜日と同内容（ ）

3/1～3/31の
土日祝日3月

「木のおもちゃ」

2/1～3/1の
土日祝日2月 3月

1/11～1/26の
土日祝日1月

ウォータードーム① 香りビーズ②

【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 3/5㊍～ 6㊎　科学館のみ 1/8㊌　天球劇場のみ 3/4㊌
【お問合せ】 TEL 0294-24-7731（10：00～18：00）

参加料
①100円
②200円

参加料
①200円
②200円

Ⓒ KAGAYA studio

科学と芸術が出会うとこんなにおもしろい
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お正月サイエンスショーまつり
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

1日3回普段と違うサイエンスショーを実施します。

鳥の鳴き声がする不思議なおもちゃを作ろう。

●日時 1/5㊐～7㊋　10：30/12：00/15：00

「ゼリーキャンドルをつくろう」
●日　時 12/21㊏、22㊐
　①10：30～11：30　②13：00～14：00
　③15：30～16：30※12/21のみ
●参加料 500円
●場　所 科学館8階アトリエ
●対　象 幼児～小学生

ワークショップ

「バードコール」

●日　時 3/7㊏、3/8㊐、3/14㊏、3/15㊐
　　　　 3/20㊎㊗～3/31㊋
　　　　 10：30～13：00、14：00～16：00
●参加料 200円

特別工作

～1/7火　
10：00～20：00
（入館は19：00まで）

土日祝 10：00～19：00
（入館は18：00まで）

平　日
（冬休み期間含む）

館内の照明を落として光のアート空間に！
館内に隠れた蝶をブラックライトで探しに
いこう！

（17：00～）

協力：筑波大学芸術系村上史明研究室

光のアート

触って、遊んで、作って、
木の魅力に触れてみよう！

3/7土～3/31火
10：00～18：00

木でできた滑り台や
砂場、つみきなど面白
い遊具がたくさんあり
ます。

木の公園
コーナー

このー木なんの木
木のおもちゃ展

電話申込受付中

壁を触ると絵が出たり、
歩くと床に映像が出たり…
ふしぎな科学アート空間！

インタラクティブアート

協力：茨城県立産業技術短期大学校

1/5～2/29の
土日祝日

※2/16は実施しません

1月 2月

無料／受付不要

※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：2020/3/31㊋

チケット購入時に、
本誌をご提示ください

【割引券】

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・冬休み　10：30～、15：00～

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。

天球劇場
プラネタリウム科 学 館

地球を包む大気が起こす美しい
現象をドームスクリーンで体感
しましょう。人気声優アーティ
スト水樹奈々が、癒しのナレー
ションで空の物語へと誘いま
す。巡る季節の星空を壮大で心
地よい音楽とともにお楽しみく
ださい。

アースシンフォニー
光と水が奏でる空の物語

※（  ）内は30人以上の団体割引料金

530円（480円）
530円（480円）

320円（270円）
320円（270円）

800円（700円） 400円（300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）

無 料

小・中学生、障がい者
高齢者（65歳以上）

【施設入館料】地下1階チェックインカウンターでチケットをお買い求めください

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

要整理券
（当日配布）

日替わりで３つのプログラムを上映します。

従来から人気のプログラム。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。全編生解説です。

月・金・日
曜日

「星と宇宙を楽しむ
プラネタリウム」

昼食後のお昼寝（シエスタ）をイメージしたプログラム。解
説は少なめで、ヒーリングミュージックを中心とした癒しの
40分。

火・木
曜日

「ゆったりシエスタ
プラネタリウム」

高性能投影機「メガスター」が再現する詳細でリアルな星空
を楽しむ40分のプログラム。双眼鏡を先着順で貸し出しま
す。（水曜10台、土曜30台。）持ち込みも可能です。全編
生解説です。

水・土
曜日

「魅力再発見！
メガスターの世界」

●1/5㊐～3/19㊍

アース
シンフォニー生

ゆったり
シエスタ

プラネタリウム

魅力再発見！
メガスター

の世界

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

冬の特別イベント春の特別イベント 上映スケジュール【各回40分～50分】

デイリープラネタリウム

13：00

14：30

16：00

18：30

11：00

月 火 水 木 金

午前中 団体専用

アースシンフォニー季

アース
シンフォニー季

アース
シンフォニー季

●3/20㊎㊗～3/31㊋

Space Dreamers生

こぐま座のティオ生

13：00

14：30

16：00

11：00

春休み

Space Dreamers季

2/3㊊まで
ヒタチタビダチ
2/9㊐から
こぐま座のティオ

生
2/3㊊まで
ヒタチタビダチ
2/9㊐から
こぐま座のティオ

生

魅力再発見！
メガスターの世界
星と宇宙を楽しむ
プラネタリウム

日曜

土曜

※11：00の回は、キッズ向けの生解説で上映時間は40分です。　※2/8㊏は天文講演会実施のため、上映を休止します。
※2/10㊊、3/9㊊の11：00の回は「はじめてのプラネタリウム」を上映します。

1/5㊐～3/19㊍

毎日14：30の回

NEW

子ども達が参加できる演出により、星空への
興味、好奇心を楽しみながら育める作品です。

こぐま座のティオ
星空だいぼうけん
2/9㊐～3/31㊋

日立シビックセンター天球劇場の球体が宇宙船にな
り、想像と冒険の旅へ出発します。当館オリジナル
番組です。

ヒタチタビダチ
～緊急！天球！未知の宇宙へ！～
～2/3㊊

月を眺めながら物思いにふけるムッタ
の元に、いつも聞いているラジオ番
組「モーニングレディオ」から、なん
と公開収録の依頼が！
公開収録に集まった人々の、宇宙に関
する素朴な疑問に、ムッタが宇宙飛行
士ならではの視点で答えます！

Space Dreamers
～宇宙兄弟 南波六太がやってきた！～
3/20㊎㊗～3/31㊋

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

季「季節の星空紹介（オートプログラム）」＋ドーム映像番組生「今夜の星空」についての生解説＋ドーム映像番組

ゆったり
シエスタ

プラネタリウム

月・金・日曜

星と宇宙を楽しむ
プラネタリウム
火・木曜

ゆったりシエスタ
プラネタリウム
水・土曜

魅力再発見！
メガスターの世界

たのしくつくろう！工作コーナー
～月替わりの工作を楽しめます～

レッツ！ ひらめきサイエンス
～月替わりの「実験体験」を自分の手で試して楽しめます～

「静電気の実験」

入浴剤① おもしろミラーカード②

アースシンフォニー季

天球劇場作成
オリジナル番組

天球劇場作成
オリジナル番組

土日祝・冬休み
祝日・冬休みの14：30の
回はその曜日と同内容（ ）

3/1～3/31の
土日祝日3月

「木のおもちゃ」

2/1～3/1の
土日祝日2月 3月

1/11～1/26の
土日祝日1月

ウォータードーム① 香りビーズ②

【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 3/5㊍～ 6㊎　科学館のみ 1/8㊌　天球劇場のみ 3/4㊌
【お問合せ】 TEL 0294-24-7731（10：00～18：00）

参加料
①100円
②200円

参加料
①200円
②200円

Ⓒ KAGAYA studio

科学と芸術が出会うとこんなにおもしろい



日 立シビックセンタ ー 内 の 施 設

イ ベント報 告

視聴覚センター地下1階 記念図書館1  階

昼は彩り豊かなワンプレート御膳（デザート・ドリンク
付き）1,560円や、本格スープカレー（980円～）
が人気です。ワークショップ・女子会・夜のご宴会予
約も随時承っております。お気軽にお問合せください！
季節限定、地産熟成焼き芋も販売予定。

営業時間 11:00～22：00（L.O. 21：00）
お問合せ 0294-87-7500

カフェ ハルモニア1  階

@cafeharmonia

オペラ・ミュージカル 「日立の玉手箱」
本公演

3/28㊏ 15：00～18：00
3/29㊐ 13：00～16：00

［会　場］ 日立市民会館
［入場料］ S席（指定）　3,000円
　　　　  A席（指定）　2,500円
　　　　  高校生以下  1,000円

問合せ
日立の玉手箱実行委員会

（事務局長　寺田 誠） ０２９４-３４-２８５８

開館時間 9：30～18：00
お問合せ 0294-24-5055

開館時間 9：30～18：00（水曜（祝日除く）は19：00まで）
お問合せ 0294-24-7714

ひたちシネマ（1月～3月）上映作品

開始時間は１０時３０分からと１３時３０分から、
一日２回上映。定員：先着50人、入場無料。
上映会場：視聴覚センター 映像セミナー室（シビックセンター地下１階）

開 催 日 上映作品 出 演 者
1/25㊏

26㊐
迎春花

（1942年74分）
李香蘭
木暮実千代
片岡千恵蔵
喜多川千鶴
宇野重吉
乙羽信子
田中絹代
乙羽信子
田中絹代
香川京子
笠智衆
佐野周二

3/22㊐

2/8㊏

2/9㊐

2/22㊏

2/23㊐

2/24㊊

奥様は魔女
（1942年77分）

フレデリック・マーチ
ベロニカ・レイク

3/20㊎
21㊏

禁じられた遊び
（1952年87分）

ブリジット・フォッセー
ジョルジュ・プージュリー

3/7㊏
8㊐

遠い太鼓
（1951年101分）

ゲイリー・クーパー
マリ・アルドン

申込不要
当日お越しください

1/18㊏ 11：00～11：30
2/15㊏ 11：00～11：30
3/21㊏ 11：00～11：30
3/26㊍ 14：30～15：00 ← ※春休みおはなし会

おはなし会（幼児向け） ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

1/15㊌、22㊌、2/19㊌、26㊌、3/18㊌、25㊌
各日11：00～11：30

らっこのおへや（赤ちゃん向け）［会場］ 記念図書館おはなしのへや

●子年生まれの作家たち 1/7㊋～1/30㊍
●新しい自分へ　進学・就職・一人暮らし・定年を迎える方へ 
 2/1㊏～3/1㊐
●東日本大震災から９年 3/3㊋～3/18㊌
●さくらの本展 3/21㊏～4/12㊐

本の展示

●日時 1/18㊏ 14：00～16：00
●会場 視聴覚センター　映像セミナー室

ビブリオバトル

●日時 2/28㊎ 14：00～15：30
●会場 視聴覚センター　映像セミナー室
●定員 先着30人
●講師 萩原明子氏（郷土博物館行政文書整理・調査員）

郷土の講座「写真でたどる日立の歴史」

公演は、日立1500年の歴史や物語の映像などを、舞台の大型スクリー
ンにプロジェクターで投影して、オペラ・ミュージカル形式で行います。

ご寄附のお願い

●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「寄附金申込
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。

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。
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

日立シビックセンター　TEL 0294-24-7711お問合せ

日
本
名
作
映
画
特
集

「十三の眼」
松田定次監督

（1947年76分）

「愛妻物語」
新藤兼人監督

（1951年96分）

「お遊さま」
溝口健二監督

（1951年95分）

「銀座化粧」
成瀬巳喜男監督

（1951年87分）

「父ありき」
小津安二郎監督

（1942年94分）

日立シビックセンター　貸室半額キャンペーンお気軽に
ご利用ください！

使用料半額のお部屋の
種類や料金確認

1/11㊏～1/17㊎
1/21㊋～1/26㊐
2/20㊍～2/23㊐
2/26㊌～3/1㊐

3/7㊏
3/12㊍～3/15㊐
3/16㊊～3/22㊐
3/25㊌～3/29㊐

県北在住日展洋画作家展
2020　ちいさな文化展！～次へ羽ばたくために！
第37回香雅書道展
第16回フレンドシップ・キルト展

第11回ひたちこども芸術祭
県北退教　趣味の作品展
新世紀美術協会茨城支部展
川上泰司絵画展

県北在住日展の会
日立演劇連盟

香雅書道会　鈴木鳴龍

日立国際交流協議会、第16回フレンドシップ・キルト展実行委員会
ひたちこども芸術祭推進委員会、日立市

県北退職教職員の会
新世紀美術協会茨城支部

川上泰司

ギャラリー

2/8㊏

2/9㊐
2/20㊍
2/22㊏
2/23㊐
2/24㊊
3/29㊐

ひたち生き生き百年塾推進園・校報告会2020

講演会
進路相談会
山口采希　「日本を歌おう！」
常陸プロレスシビックセンター大会
ピアノ発表会
Spring Concert 20

ひたち生き生き百年塾推進本部　学校部会
（株）読売・日本テレビ文化センター

（株）ライセンスアカデミー
保守の会

常陸プロレス
佐川

弓野まどか

多用途ホール

音楽ホール
1/26㊐

2/2㊐
2/11㊋

2/16㊐
2/23㊐
3/9㊊
3/22㊐

3/29㊐

多文化共生社会の構築シンポジウム『おもてなしの心を超えて』

ゲッターズ飯田×Calmera better fortune'n jazz 2020
茨城大学教育学部音楽専修卒業研究・修了研究発表会

日立能楽会新春発表会
ル･シエル音楽団　第16回定期演奏会
令和元年度「日立地区デュアルシステム」成果発表会
第43回全日本おかあさんコーラス茨城県大会

日立市立多賀中学校第13回定期演奏会

公益財団法人日立財団
ディスクガレージ

茨城大学教育学部音楽教育教室
日立能楽会

ル･シエル音楽団
日立工業高等学校

茨城県合唱連盟、朝日新聞社、全日本合唱連盟関東支部
多賀中学校吹奏楽部

貸館情報 月日／催物名／主催

日立シビックセンター

日立市民会館/ホール
1/25㊏
1/26㊐
2/6㊍
2/16㊐
2/22㊏
3/7㊏
3/8㊐
3/12㊍
3/18㊌

長者山遺跡がつなぐ古代の道と常陸国風土記の世界
金澤翔子泰子講演会
2019年度危険物取扱者保安講習会
青少年健全育成のための市民の集い
十王幼稚園・保育園発表会
聖徳合同卒園フェスティバル
明秀学園高等学校通信制課程第17回卒業式
夢スター歌謡祭　春組対秋組歌合戦と橋幸夫と歌の仲間たち
令和元年度　ケンポックル講習会「柳家花緑講演会」

日立市郷土博物館
日立市社会福祉課

日立市消防本部
日立市女性青少年課

十王幼稚園・保育園
聖徳保育園グループ

明秀学園日立高等学校
（株）夢グループ

県北生涯学習センター

多賀市民会館/ホール
1/12㊐

2/1㊏～2/3㊊

2/9㊐
2/14㊎
2/16㊐
2/22㊏
2/23㊐
3/7㊏
3/15㊐
3/20㊎
3/21㊏

チャリティ・ダンス・パーティ
第43回日立書道連盟展併催令和元年度日立市小中学校書き初め展

映画「長いお別れ」上映会
防災講演会
ヤマハ音楽教室発表会
ピティナステップ
認知症市民フォーラム
ピアノ発表会
Drops Party!!Vol.5
追い出しコンサート
日立市立泉丘中学校吹奏楽部第17回定期演奏会

Music Bless Men

日立書道連盟
日立上映実行委員会

日立市消防本部予防課
（株）クシダピアノ社

ピティナ（全日本ピアノ指導者協会）
県地域密着型介護サービス協会

渡辺ピアノリトミック教室
Studio Drops

ファミレド市
泉丘中学校

1/19㊐
3/5㊍～3/8㊐

スパイダーダーツトーナメント
ひたちバルバ小屋～炭火焼き横丁～

茨城ダーツ協会県北県央支部
ひたちバルバ小屋実行委員会

新都市広場／マーブルホール

　日立シビックセンター科学館は、国の交付金（地方創生拠
点整備交付金）を活用した整備を行うため、約１年間休館いた
します。
　施設整備の進捗状況につきましては、随時ホームページ等
でお知らせいたします。ご期待ください。

休館期間：令和２年４月６日㊊から約１年間

※科学館の施設整備に伴う天球劇場（プラネタリウム）の上映スケ
ジュールにつきましては、別途お知らせいたします。

令和2年4月から科学館が約1年間休館となります。

科学館休館のお知らせ
晴天に恵まれた初日、昼の部では、市
内13園の園児たちが「日立荒馬踊
り」を元気よく踊り、その可愛らしい姿
に魅了されました。夜の部では、県内
外の5団体による素晴らしい芸能の
数々が披露され、特に、今年の目玉で
ある島根県「石見神楽」の“大蛇”で
は、豪華絢爛な衣装と、火花を散らし
た迫力ある圧巻の演舞に会場全体が
引き込まれました。
2日目は、あいにくの雨模様となりな
がらも、地元芸能団体による演舞が披
露され、日頃の活動の成果が発揮さ
れました。さらに、市内3校の中学生
による演舞では、雨模様を吹き飛ばす
躍動感あるはつらつとした姿に多く
の来場者が勇気づけられ、会場が大
いに盛り上がりました。

第29回ひたち秋祭り～郷土芸能大祭
10/26㊏、10/27㊐

「和」をテーマに、屋外の特設大ステージで、全国各地の郷土芸能が披露さ
れました。また、日立市市制施行80周年を記念して、県外の団体からお祝
いの言葉もいただき、改めて人と人とのつながりを感じた祭りとなりました。

島根県 「石見神楽」秋田県 「西馬音内盆踊り」

埼玉県 「神川豊穣ばやし」

河原子中学校 「河中エイサー」

8/25多賀市民会館にてプレ公演
（コンサート形式）

［チケット］ 12/7㊏～
　　　　  日立市民会館、日立シビックセンター、多賀市民会館、
　　　　  ゆうゆう十王Jホール、水木交流センターで発売
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日 立シビックセンタ ー 内 の 施 設

イ ベント報 告

視聴覚センター地下1階 記念図書館1  階

昼は彩り豊かなワンプレート御膳（デザート・ドリンク
付き）1,560円や、本格スープカレー（980円～）
が人気です。ワークショップ・女子会・夜のご宴会予
約も随時承っております。お気軽にお問合せください！
季節限定、地産熟成焼き芋も販売予定。

営業時間 11:00～22：00（L.O. 21：00）
お問合せ 0294-87-7500

カフェ ハルモニア1  階

@cafeharmonia

オペラ・ミュージカル 「日立の玉手箱」
本公演

3/28㊏ 15：00～18：00
3/29㊐ 13：00～16：00

［会　場］ 日立市民会館
［入場料］ S席（指定）　3,000円
　　　　  A席（指定）　2,500円
　　　　  高校生以下  1,000円

問合せ
日立の玉手箱実行委員会

（事務局長　寺田 誠） ０２９４-３４-２８５８

開館時間 9：30～18：00
お問合せ 0294-24-5055

開館時間 9：30～18：00（水曜（祝日除く）は19：00まで）
お問合せ 0294-24-7714

ひたちシネマ（1月～3月）上映作品

開始時間は１０時３０分からと１３時３０分から、
一日２回上映。定員：先着50人、入場無料。
上映会場：視聴覚センター 映像セミナー室（シビックセンター地下１階）

開 催 日 上映作品 出 演 者
1/25㊏

26㊐
迎春花

（1942年74分）
李香蘭
木暮実千代
片岡千恵蔵
喜多川千鶴
宇野重吉
乙羽信子
田中絹代
乙羽信子
田中絹代
香川京子
笠智衆
佐野周二

3/22㊐

2/8㊏

2/9㊐

2/22㊏

2/23㊐

2/24㊊

奥様は魔女
（1942年77分）

フレデリック・マーチ
ベロニカ・レイク

3/20㊎
21㊏

禁じられた遊び
（1952年87分）

ブリジット・フォッセー
ジョルジュ・プージュリー

3/7㊏
8㊐

遠い太鼓
（1951年101分）

ゲイリー・クーパー
マリ・アルドン

申込不要
当日お越しください

1/18㊏ 11：00～11：30
2/15㊏ 11：00～11：30
3/21㊏ 11：00～11：30
3/26㊍ 14：30～15：00 ← ※春休みおはなし会

おはなし会（幼児向け） ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

1/15㊌、22㊌、2/19㊌、26㊌、3/18㊌、25㊌
各日11：00～11：30

らっこのおへや（赤ちゃん向け）［会場］ 記念図書館おはなしのへや

●子年生まれの作家たち 1/7㊋～1/30㊍
●新しい自分へ　進学・就職・一人暮らし・定年を迎える方へ 
 2/1㊏～3/1㊐
●東日本大震災から９年 3/3㊋～3/18㊌
●さくらの本展 3/21㊏～4/12㊐

本の展示

●日時 1/18㊏ 14：00～16：00
●会場 視聴覚センター　映像セミナー室

ビブリオバトル

●日時 2/28㊎ 14：00～15：30
●会場 視聴覚センター　映像セミナー室
●定員 先着30人
●講師 萩原明子氏（郷土博物館行政文書整理・調査員）

郷土の講座「写真でたどる日立の歴史」

公演は、日立1500年の歴史や物語の映像などを、舞台の大型スクリー
ンにプロジェクターで投影して、オペラ・ミュージカル形式で行います。

ご寄附のお願い

●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「寄附金申込
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。

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。
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

日立シビックセンター　TEL 0294-24-7711お問合せ

日
本
名
作
映
画
特
集

「十三の眼」
松田定次監督

（1947年76分）

「愛妻物語」
新藤兼人監督

（1951年96分）

「お遊さま」
溝口健二監督

（1951年95分）

「銀座化粧」
成瀬巳喜男監督

（1951年87分）

「父ありき」
小津安二郎監督

（1942年94分）

日立シビックセンター　貸室半額キャンペーンお気軽に
ご利用ください！

使用料半額のお部屋の
種類や料金確認

1/11㊏～1/17㊎
1/21㊋～1/26㊐
2/20㊍～2/23㊐
2/26㊌～3/1㊐

3/7㊏
3/12㊍～3/15㊐
3/16㊊～3/22㊐
3/25㊌～3/29㊐

県北在住日展洋画作家展
2020　ちいさな文化展！～次へ羽ばたくために！
第37回香雅書道展
第16回フレンドシップ・キルト展

第11回ひたちこども芸術祭
県北退教　趣味の作品展
新世紀美術協会茨城支部展
川上泰司絵画展

県北在住日展の会
日立演劇連盟

香雅書道会　鈴木鳴龍

日立国際交流協議会、第16回フレンドシップ・キルト展実行委員会
ひたちこども芸術祭推進委員会、日立市

県北退職教職員の会
新世紀美術協会茨城支部

川上泰司

ギャラリー

2/8㊏

2/9㊐
2/20㊍
2/22㊏
2/23㊐
2/24㊊
3/29㊐

ひたち生き生き百年塾推進園・校報告会2020

講演会
進路相談会
山口采希　「日本を歌おう！」
常陸プロレスシビックセンター大会
ピアノ発表会
Spring Concert 20

ひたち生き生き百年塾推進本部　学校部会
（株）読売・日本テレビ文化センター

（株）ライセンスアカデミー
保守の会

常陸プロレス
佐川

弓野まどか

多用途ホール

音楽ホール
1/26㊐

2/2㊐
2/11㊋

2/16㊐
2/23㊐
3/9㊊
3/22㊐

3/29㊐

多文化共生社会の構築シンポジウム『おもてなしの心を超えて』

ゲッターズ飯田×Calmera better fortune'n jazz 2020
茨城大学教育学部音楽専修卒業研究・修了研究発表会

日立能楽会新春発表会
ル･シエル音楽団　第16回定期演奏会
令和元年度「日立地区デュアルシステム」成果発表会
第43回全日本おかあさんコーラス茨城県大会

日立市立多賀中学校第13回定期演奏会

公益財団法人日立財団
ディスクガレージ

茨城大学教育学部音楽教育教室
日立能楽会

ル･シエル音楽団
日立工業高等学校

茨城県合唱連盟、朝日新聞社、全日本合唱連盟関東支部
多賀中学校吹奏楽部

貸館情報 月日／催物名／主催

日立シビックセンター

日立市民会館/ホール
1/25㊏
1/26㊐
2/6㊍
2/16㊐
2/22㊏
3/7㊏
3/8㊐
3/12㊍
3/18㊌

長者山遺跡がつなぐ古代の道と常陸国風土記の世界
金澤翔子泰子講演会
2019年度危険物取扱者保安講習会
青少年健全育成のための市民の集い
十王幼稚園・保育園発表会
聖徳合同卒園フェスティバル
明秀学園高等学校通信制課程第17回卒業式
夢スター歌謡祭　春組対秋組歌合戦と橋幸夫と歌の仲間たち
令和元年度　ケンポックル講習会「柳家花緑講演会」

日立市郷土博物館
日立市社会福祉課

日立市消防本部
日立市女性青少年課

十王幼稚園・保育園
聖徳保育園グループ

明秀学園日立高等学校
（株）夢グループ

県北生涯学習センター

多賀市民会館/ホール
1/12㊐

2/1㊏～2/3㊊

2/9㊐
2/14㊎
2/16㊐
2/22㊏
2/23㊐
3/7㊏
3/15㊐
3/20㊎
3/21㊏

チャリティ・ダンス・パーティ
第43回日立書道連盟展併催令和元年度日立市小中学校書き初め展

映画「長いお別れ」上映会
防災講演会
ヤマハ音楽教室発表会
ピティナステップ
認知症市民フォーラム
ピアノ発表会
Drops Party!!Vol.5
追い出しコンサート
日立市立泉丘中学校吹奏楽部第17回定期演奏会

Music Bless Men

日立書道連盟
日立上映実行委員会

日立市消防本部予防課
（株）クシダピアノ社

ピティナ（全日本ピアノ指導者協会）
県地域密着型介護サービス協会

渡辺ピアノリトミック教室
Studio Drops

ファミレド市
泉丘中学校

1/19㊐
3/5㊍～3/8㊐

スパイダーダーツトーナメント
ひたちバルバ小屋～炭火焼き横丁～

茨城ダーツ協会県北県央支部
ひたちバルバ小屋実行委員会

新都市広場／マーブルホール

　日立シビックセンター科学館は、国の交付金（地方創生拠
点整備交付金）を活用した整備を行うため、約１年間休館いた
します。
　施設整備の進捗状況につきましては、随時ホームページ等
でお知らせいたします。ご期待ください。

休館期間：令和２年４月６日㊊から約１年間

※科学館の施設整備に伴う天球劇場（プラネタリウム）の上映スケ
ジュールにつきましては、別途お知らせいたします。

令和2年4月から科学館が約1年間休館となります。

科学館休館のお知らせ
晴天に恵まれた初日、昼の部では、市
内13園の園児たちが「日立荒馬踊
り」を元気よく踊り、その可愛らしい姿
に魅了されました。夜の部では、県内
外の5団体による素晴らしい芸能の
数々が披露され、特に、今年の目玉で
ある島根県「石見神楽」の“大蛇”で
は、豪華絢爛な衣装と、火花を散らし
た迫力ある圧巻の演舞に会場全体が
引き込まれました。
2日目は、あいにくの雨模様となりな
がらも、地元芸能団体による演舞が披
露され、日頃の活動の成果が発揮さ
れました。さらに、市内3校の中学生
による演舞では、雨模様を吹き飛ばす
躍動感あるはつらつとした姿に多く
の来場者が勇気づけられ、会場が大
いに盛り上がりました。

第29回ひたち秋祭り～郷土芸能大祭
10/26㊏、10/27㊐

「和」をテーマに、屋外の特設大ステージで、全国各地の郷土芸能が披露さ
れました。また、日立市市制施行80周年を記念して、県外の団体からお祝
いの言葉もいただき、改めて人と人とのつながりを感じた祭りとなりました。

島根県 「石見神楽」秋田県 「西馬音内盆踊り」

埼玉県 「神川豊穣ばやし」

河原子中学校 「河中エイサー」

8/25多賀市民会館にてプレ公演
（コンサート形式）

［チケット］ 12/7㊏～
　　　　  日立市民会館、日立シビックセンター、多賀市民会館、
　　　　  ゆうゆう十王Jホール、水木交流センターで発売
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4/12㊐
14：00開演

［出　演］ 瓦吹 弘樹、石井 来実
大越 菜奈、藤 貴史

［料　金］ 全席自由
一般 1,000円（当日1,300円）
高校生以下 500円（当日 700円）

［会　場］ 日立シビックセンター音楽ホール
［チケット］ 1/25㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター

チケットカウンター
0294-24-7720

第30回ひたち出身者による
コンサート

「音楽の園」

［日　時］ 5/5㊋㊗
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場

（雨天時は音楽ホール）
［参加料］ 一般 500円、高校生以下 300円
［対　象］ 吹奏楽経験のある方（楽器を持参できる方）
［募集人数］ 先着200人
［申込み］ 2/29㊏～4/18㊏（受付時間 10：00～18：00）

0294-24-7755

ミュージック・トレイン2020
レッツ・ブラス in パティオ参加者募集

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する方を
募集します。

［申込み］ 3/14㊏ 10：０0～4/17㊎
電話（0294-24-7711）またはHP

大道芸に興味のある方、野外イベントがお好きな方、大道芸アーティストと一緒にひ
たち国際大道芸を盛り上げましょう！どちらか1日のみの参加も可能です。
英語が話せる方、体力に自信がある方大歓迎！

［日　時］ 5/9㊏日立会場・5/10㊐多賀会場 両日10：00～14：00
［対　象］ 小学生・中学生
［募集人数］ 各日20人（先着順）
［募集内容］ 大道芸グッズ配布（ピエロに変装します）

ひたち国際大道芸
キッズスタッフ募集

説明会
［日時］ 4/18㊏、19㊐ 10：00～11：30予定
［会場］ 日立シビックセンター 会議室501号

公益財団法人日立市民科学文化財団
～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～

日立シビックセンター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

日立市民会館日立市民会館 多賀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／95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

公益財団法人日立市民科学文化財団令和元年１１月２７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１１月２２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

チケット前売情報

募集情報 定員に達した場合は、募集を締め切りますので、ご了承ください。

ゴスペラーズ坂ツアー2019～2020“G25”

親子で一緒に楽しむ体験型音楽イベント「Carnival～星のカーニバル～」

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。

［日　時］ 毎週土曜日　［会　場］ 日立シビックセンター 音楽室
［参加料］ 5,000円/月　［対　象］ 小学1年生～高校3年生
［募集人数］ 初心者 5人/経験者：要相談
［申込み］ 3/1㊐～4/20㊊

FAX.0294-24-7979またはメール（hall@civic.jp）
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7755

ひたちジュニア弦楽合奏団団員募集

小学1年生から高校3年生の団員が、毎週土曜日に中小
路交流センターを中心に練習しています。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。

［日　時］ 毎週土曜日　通年　［会　場］ 中小路交流センターほか
［参加料］ ジュニアクラス 2,000円/月

シニアクラス 1,500円/月
［対　象］ 小学1年生～高校3年生
［申込み］ 随時　0294-22-6481

日立市少年少女合唱団団員募集

チケット発送も行っていますのでご利用ください。（書留のみ）

［日　時］ 5/9㊏日立会場　9：00～20：30
5/10㊐多賀会場 9：00～18：30

［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小中学生スタッフの補助

ひたち国際大道芸
ボランティアスタッフ募集

説明会
［日時］ 4/18㊏、19㊐ 13：30～15：00予定
［会場］ 日立シビックセンター 会議室503号

EVENT
INFORMATION

2020
1・2・3

日立シビックセンター 日立市民会館 多賀市民会館


