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2020.2/8㊏ 14：00開演
日立シビックセンター 音楽ホール

「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　他
※演奏曲目・曲順は変更になる場合があります。ご了承ください。

Program

第2章

全席指定 一般 3,000円  高校生以下 1,000円

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。

お問合せ：
日立シビックセンター チケットカウンター　TEL：0294-24-7720

● 音楽監督、指揮 松下 京介
● ソリスト
　　ソプラノ 小川 里美
　　ソプラノ 岡部 恵美子
　　メゾ・ソプラノ 大津 香津子
　　テノール 相山 潤平
　　バリトン 清水 良一
● 合唱　ひたちオペラ合唱団
● 演奏　ニューイヤーオペラアンサンブル

10/5発売 12/26
全席
指定

一　　般 3,000円　一般ペア 5,500円
高校生以下 1,000円 （2枚同時購入）

≪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
※曲目は変更になる場合がございます

曲目

出演者に、第4回ひたち野外オ
ペラ≪マクベス≫のマクベス夫
人役の小川里美さん、医師役
の清水良一さんをお招きいた
します。日立を代表するオペラ
歌手3名との共演にご注目くだ
さい。

第22回 ニューイヤーオペラコンサートPiCK UP 4

２０２０.１/１８㊏ 
日立シビックセンター 音楽ホール

開演15：00（開場 14：00）

NEW YEAR

CONCERT

HITACHI CIVIC CENTERThe 22nd

OPERA

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／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

10/20

10/26・27

11/23～1/19

DRUM TAO「RHYTHM of TRIBE～時空旅行記２～」

ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

Hitachi Starlight Illumination 2019

P2

P9

P10

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令和元年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10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 めコン サ ート情 報 チケットぴあ取扱 ローソンチケット取扱

ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

ニューイヤーオペラコンサート Hitachi Starlight Illumination 2019※写真は前回の様子

チケット発送も行っていますのでご利用ください。

催し物・前売り・講座情報 P.2-5 / 科学館・天球劇場 P.6-7 / お知らせ・PiCK UP情報 P.8-11 / おすすめコンサート情報・アクセス P.12

レコメン!!Vol.6 akiko
-Rockin' Jivin' Swingin' in HITACHI-

DRUM TAO
「RHYTHM of TRIBE
～時空旅行記２～」

お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター　TEL：0294-24-7720

PiCK UP 5 洋楽文庫第2章 仲道郁代 オール・シューマン・プログラム

©及川隆史

※完成イメージとなります。

発売中 2020.
1/25

HITACHI CIVIC

EVENT
INFORMATIONINFORMATION

2019

日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館

10.11.12



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】
○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。

10月

11月

【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）【表記について】 申込不要ですので、

当日お越しください チケットぴあ取扱 ローソンチケット取扱

［お問合せ：日立シビックセンター］

日立市内の国際交流団体が集まり、国際交流や異文化に対する理解を深め
ることを目的とした様々な企画を実施します。

【主なコーナー】 アジア文化紹介、日本文化体験、国際屋台村 ほか
【展示コーナー】 パネル展示、絵画展、写真展　ほか

11/17㊐ 10：00～16：00
展示：11/12㊋～11/17㊐ 10：00～18：00（最終日は16：00まで）

［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム、ギャラリー、多用途ホール ほか
［入場料］ 無料※一部コーナー有料

第17回ひたち国際文化まつり－グローバルな出会い－

［お問合せ：日立シビックセンター］

障がいのある方が「心の表現」と「個性」を発表する文化活動の祭典！！
①ニコニコオンステージ

障がい者福祉施設利用者やグループが楽器演奏、歌、ダンスを発表します。
②ニコニコミュージアム

創造性・独創性に富んだ絵画などの作品展示、心を込めて手作りしたお菓
子、陶器、アクセサリーなどのオリジナル商品が集まる販売コーナーです。

12/14㊏ ①10：30～15：30／②10：00～16：00
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール、ギャラリー
［入場料］ 無料

障がい者文化交流事業
ニコ・カーニバル～らしく、たのしく、ほこらしく～

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）

12/9㊊ 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530円、小人320円、幼児無料

※年間パスポートでの入場可

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」

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

全席自由

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。クイズを交えた楽しい雰囲気の中、クリ
スマスソングと共に冬の星空の世界をお楽しみください。

プラネタリウム特別上映
「見上げてみよう！クリスマスの星空」

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

12/21㊏、12/22㊐ 
各日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530円、小人320円、幼児無料

※年間パスポートでの入場可
全席自由

マラカス作りや歌と絵本の読み聞かせコンサートや、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。

10/13㊐ 10：30～14：00
ワークショップ＆フードタイム 10：30～12：30
コンサートタイム 12：30～13：３０

［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 一般 1,000円、高校生以下（3歳以上） 500円
 親子ペア（一般＋高校生以下） 1,200円
 ※ワークショップ参加料含む ※3歳未満鑑賞無料
 ※フードは別途有料となります

［出　演］ Cana（ボーカル）、鈴木史門（ピアノ） ほか
［曲　目］ やさしさに包まれたなら、オー・シャンゼリゼ ほか

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～」

［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 9/29

全席自由

［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

「ワイン」にまつわるオペラの名曲をワインと共にお楽しみください。ワインの
特徴や歴史などについても紹介します。

うたとお話で綴るオペラコンサートPartⅥ ～ワイン編～

10/14㊊㊗ 15：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］  1,500円　　［出　演］ 大津香津子（メゾソプラノ） ほか全席自由

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］9/21発売

オペラと料理の美味しい関係。オペラの故郷イタリアの名曲を中心に、食と音楽のお話を前菜料理
と共にお届けします。

うたとお話で綴るオペラコンサートPartⅦ ～オペラと料理編～

11/2㊏ 15：30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］ 相山潤平（テノール） ほか全席自由

［お問合せ：多賀市民会館］発売中

演劇事務所’９９が岸田國士の短編２作品を上演します。人間関係の機微を捉えた会話劇をお楽しみください。

ひたち街角小劇場第46弾
「岸田國士短編集『麺麭屋文六の思案』『かんしゃく玉』」

11/16㊏ 15：00開演／18：00開演
11/17㊐ 11：00開演／15：00開演

［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］  一般 1,500円（当日1,800円）、高校生 500円、中学生以下 無料
［出　演］ 演劇事務所’９９

全席自由全席自由

［お問合せ：日立シビックセンター］

小学2年生から高校2年生の団員がクラシックの名曲に挑戦します。日頃の練習の成果をお聴きください。

11/17㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール　　［入場料］ 無料
［出　演］ ひたちジュニア弦楽合奏団、指揮：蒲生克郷
［曲　目］ レスピーギ：リュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲

モーツァルト：交響曲第1番 変ホ長調 K.16 ほか

ひたちジュニア弦楽合奏団
第27回定期演奏会

ひたち市民オペラの活動を振り返り、多彩なオペラをお楽しみください。

12/8㊐ 13：30～17：00
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 無料
［出　演］ ひたちオペラ合唱団、小さなオペラを創る会 ほか

オペラの日～rassemble～
ラソンブレ

［お問合せ：日立シビックセンター］

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、月を中
心に観察します。月と一緒に広場のイルミネーションも楽しみください。

12/7㊏ 17：30～19：00
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場・屋上
［入場料］  大人530円、小人320円、幼児無料

※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。
※年間パスポートでの入場可

特別上映　観望のためのプラネタリウム＆観望会
「月とイルミネーション」

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

全席自由

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］10/4

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。秋をイメージした香りの中、秋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～秋の香り～

10/18㊎ 19：00開演、10/19㊏ 18：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 市制施行80周年記念キャンペーン
 期間中につき無料（要整理券）
 ※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

全席自由

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

10/16㊌～10/18㊎
各日①13：30～15：10／②18：30～20：10

［会　場］ 10/16㊌ ①田尻交流センター ②大沼交流センター
10/17㊍ ①助川交流センター ②河原子交流センター
10/18㊎ ①中里交流センター ②中小路交流センター

［入場料］ 無料　　［出　演］ 入船亭扇遊（真打）、入船亭遊京（二ツ目）

第43回出前寄席

［お問合せ：日立市民会館］

入船亭扇遊 入船亭遊京
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）

はじめてのプラネタリウム 星のお話「秋の星空」

11/11㊊ 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 530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］

世界観客動員数800万人超のDRUM TAOが日立市民会館初登場！
和太鼓を使用したTAOのドラム・パフォーマンスとコシノジュンコの衣装、最新の映像技術が融合し
た新時代のエンターテイメントを是非ご覧ください！

DRUM  TAO 「RHYTHM of TRIBE～時空旅行記2～」

［お問合せ：日立市民会館］発売中

10/20㊐ 17：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  一般 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

アメリカの名門ジャズレーベル「ヴァーヴ」初の日本人女性シンガーであり、ファッ
ションやライフ・スタイルにも多くの支持が集まるakikoが多用途ホールライヴシ
リーズ「レコメン!!」に登場！バックバンドにブルームーンカルテットを率いて、古き
良き時代の音楽とファッションをリンクさせた一夜限りのスペシャルステージです。

レコメン!!Vol.6 
akiko -Rockin' Jivin' Swingin' in HITACHI-

11/30㊏ 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］  一般 3,000円 ※ドリンクサービス（有料）の予定あり全席自由

［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 11/16

10/11 10：00～ 発売

人気作品を市民会館で再上映します。『八甲田山』『劒岳 点の記』の原作で知られる昭和の文豪・新田次
郎が描いた、〈日立鉱山〉の奇跡〈日立の大煙突と桜並木〉に秘められた“感動実話”を、日本映画界を支え
る実力派俳優たちの迫真の競演で、『天心』『サクラ花─桜花最期の特攻─』の松村克弥監督が映画化！

11/4㊊ ○ 10：00開演／14：00開演／18：00開演
11/16㊏ 10：00開演／14：00開演

［会　場］ 11/4㊊ 日立市民会館 ホール、11/16㊏ 多賀市民会館 ホール
［入場料］  1,100円（当日1,400円）

振

「ある町の高い煙突」上映会

［お問合せ：日立市民会館］

全席自由

12月26日は部分日食が起こります。シビックセンターの屋上から太陽望遠鏡や日食グラスを使っ
て観察してみましょう。

12/26㊍ 14：00～16：30
［会　場］ 日立シビックセンター 屋上

※曇天・雨天の場合は、中止
［参加費］ 無料（科学館・天球劇場入館者対象）

観望会「部分日食」

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

日立シビックセンター1階の交流空間にて休日のひとときに贈るコンサート。
今回は女声アンサンブルと中学生の合唱による美しく響くハーモニーをお届けします。後半のコン
サートはぜひイルミネーションと共にお楽しみください。

12/15㊐
①14：00～14：40／②17：00～17：40

［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム　　［入場料］ 無料
［出　演］ ①②レースレースライン、①智学館中等教育学校合唱部

アトリウムコンサート Vol.4

［お問合せ：日立シビックセンター］

ベビーカーのまま鑑賞できるコンサートです。保育士ユニットが楽しい歌をお届けします。お子様と
一緒に彩り豊かな音色をお楽しみください。

10/4㊎ 11：00～11：30
［会　場］ シビックセンター アトリウム
［入場料］ 無料
［出　演］ SugarCraft

大谷愛（ギター）、星野めぐみ（ピアノ）

バギーコンサート Vol.3

［お問合せ：日立シビックセンター］

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を上映します。

はじめてのプラネタリウム 番組上映「こぐま座のティオ 星空だいぼうけん」

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

10/7㊊ 11：00～11：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 市制施行80周年記念キャンペーン期間中
 につき無料（要整理券）

全席自由

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］9/21配布 11/13
クラシック音楽の魅力やコンサートの楽しみ方などピアニストが語るトークサロンです。

洋楽文庫第２章プレ企画
仲道郁代のクラシックトークサロン

11/27㊌ 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］  無料（要整理券）

※整理券は日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館、
　ゆうゆう十王Jホール、東海文化センター、パルティホールで配布
　電話予約、取り置きはできませんのでご了承ください。

［定　員］ 200人

全席自由

©Kiyotaka Saito©Kiyotaka Saito

世界中で感動を与えている劇団角笛の日立公演。わかりやすくて楽しい、子どもたちの心にいつま
でも残る美しいシルエット劇です。
演目は「花さき山」と「つのぶえのうた」の二本立てです。

初めての劇場体験☆本物の観劇会「角笛シルエット劇」

11/11㊊ 10：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  一般 1,100円
  子ども（3歳以上） 800円

［出　演］ 劇団角笛

全席指定

［お問合せ：日立市民会館］発売中
12月
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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】
○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。

10月

11月

【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）【表記について】 申込不要ですので、

当日お越しください チケットぴあ取扱 ローソンチケット取扱

［お問合せ：日立シビックセンター］

日立市内の国際交流団体が集まり、国際交流や異文化に対する理解を深め
ることを目的とした様々な企画を実施します。

【主なコーナー】 アジア文化紹介、日本文化体験、国際屋台村 ほか
【展示コーナー】 パネル展示、絵画展、写真展　ほか

11/17㊐ 10：00～16：00
展示：11/12㊋～11/17㊐ 10：00～18：00（最終日は16：00まで）

［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム、ギャラリー、多用途ホール ほか
［入場料］ 無料※一部コーナー有料

第17回ひたち国際文化まつり－グローバルな出会い－

［お問合せ：日立シビックセンター］

障がいのある方が「心の表現」と「個性」を発表する文化活動の祭典！！
①ニコニコオンステージ

障がい者福祉施設利用者やグループが楽器演奏、歌、ダンスを発表します。
②ニコニコミュージアム

創造性・独創性に富んだ絵画などの作品展示、心を込めて手作りしたお菓
子、陶器、アクセサリーなどのオリジナル商品が集まる販売コーナーです。

12/14㊏ ①10：30～15：30／②10：00～16：00
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール、ギャラリー
［入場料］ 無料

障がい者文化交流事業
ニコ・カーニバル～らしく、たのしく、ほこらしく～

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）

12/9㊊ 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530円、小人320円、幼児無料

※年間パスポートでの入場可

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」

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

全席自由

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。クイズを交えた楽しい雰囲気の中、クリ
スマスソングと共に冬の星空の世界をお楽しみください。

プラネタリウム特別上映
「見上げてみよう！クリスマスの星空」

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

12/21㊏、12/22㊐ 
各日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530円、小人320円、幼児無料

※年間パスポートでの入場可
全席自由

マラカス作りや歌と絵本の読み聞かせコンサートや、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。

10/13㊐ 10：30～14：00
ワークショップ＆フードタイム 10：30～12：30
コンサートタイム 12：30～13：３０

［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 一般 1,000円、高校生以下（3歳以上） 500円
 親子ペア（一般＋高校生以下） 1,200円
 ※ワークショップ参加料含む ※3歳未満鑑賞無料
 ※フードは別途有料となります

［出　演］ Cana（ボーカル）、鈴木史門（ピアノ） ほか
［曲　目］ やさしさに包まれたなら、オー・シャンゼリゼ ほか

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～」

［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 9/29

全席自由

［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

「ワイン」にまつわるオペラの名曲をワインと共にお楽しみください。ワインの
特徴や歴史などについても紹介します。

うたとお話で綴るオペラコンサートPartⅥ ～ワイン編～

10/14㊊㊗ 15：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］  1,500円　　［出　演］ 大津香津子（メゾソプラノ） ほか全席自由

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］9/21発売

オペラと料理の美味しい関係。オペラの故郷イタリアの名曲を中心に、食と音楽のお話を前菜料理
と共にお届けします。

うたとお話で綴るオペラコンサートPartⅦ ～オペラと料理編～

11/2㊏ 15：30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］ 相山潤平（テノール） ほか全席自由

［お問合せ：多賀市民会館］発売中

演劇事務所’９９が岸田國士の短編２作品を上演します。人間関係の機微を捉えた会話劇をお楽しみください。

ひたち街角小劇場第46弾
「岸田國士短編集『麺麭屋文六の思案』『かんしゃく玉』」

11/16㊏ 15：00開演／18：00開演
11/17㊐ 11：00開演／15：00開演

［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］  一般 1,500円（当日1,800円）、高校生 500円、中学生以下 無料
［出　演］ 演劇事務所’９９

全席自由全席自由

［お問合せ：日立シビックセンター］

小学2年生から高校2年生の団員がクラシックの名曲に挑戦します。日頃の練習の成果をお聴きください。

11/17㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール　　［入場料］ 無料
［出　演］ ひたちジュニア弦楽合奏団、指揮：蒲生克郷
［曲　目］ レスピーギ：リュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲

モーツァルト：交響曲第1番 変ホ長調 K.16 ほか

ひたちジュニア弦楽合奏団
第27回定期演奏会

ひたち市民オペラの活動を振り返り、多彩なオペラをお楽しみください。

12/8㊐ 13：30～17：00
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 無料
［出　演］ ひたちオペラ合唱団、小さなオペラを創る会 ほか

オペラの日～rassemble～
ラソンブレ

［お問合せ：日立シビックセンター］

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、月を中
心に観察します。月と一緒に広場のイルミネーションも楽しみください。

12/7㊏ 17：30～19：00
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場・屋上
［入場料］  大人530円、小人320円、幼児無料

※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。
※年間パスポートでの入場可

特別上映　観望のためのプラネタリウム＆観望会
「月とイルミネーション」

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

全席自由

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］10/4

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。秋をイメージした香りの中、秋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～秋の香り～

10/18㊎ 19：00開演、10/19㊏ 18：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 市制施行80周年記念キャンペーン
 期間中につき無料（要整理券）
 ※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

全席自由

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

10/16㊌～10/18㊎
各日①13：30～15：10／②18：30～20：10

［会　場］ 10/16㊌ ①田尻交流センター ②大沼交流センター
10/17㊍ ①助川交流センター ②河原子交流センター
10/18㊎ ①中里交流センター ②中小路交流センター

［入場料］ 無料　　［出　演］ 入船亭扇遊（真打）、入船亭遊京（二ツ目）

第43回出前寄席

［お問合せ：日立市民会館］

入船亭扇遊 入船亭遊京
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）

はじめてのプラネタリウム 星のお話「秋の星空」

11/11㊊ 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 530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］

世界観客動員数800万人超のDRUM TAOが日立市民会館初登場！
和太鼓を使用したTAOのドラム・パフォーマンスとコシノジュンコの衣装、最新の映像技術が融合し
た新時代のエンターテイメントを是非ご覧ください！

DRUM  TAO 「RHYTHM of TRIBE～時空旅行記2～」

［お問合せ：日立市民会館］発売中

10/20㊐ 17：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  一般 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

アメリカの名門ジャズレーベル「ヴァーヴ」初の日本人女性シンガーであり、ファッ
ションやライフ・スタイルにも多くの支持が集まるakikoが多用途ホールライヴシ
リーズ「レコメン!!」に登場！バックバンドにブルームーンカルテットを率いて、古き
良き時代の音楽とファッションをリンクさせた一夜限りのスペシャルステージです。

レコメン!!Vol.6 
akiko -Rockin' Jivin' Swingin' in HITACHI-

11/30㊏ 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］  一般 3,000円 ※ドリンクサービス（有料）の予定あり全席自由

［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 11/16

10/11 10：00～ 発売

人気作品を市民会館で再上映します。『八甲田山』『劒岳 点の記』の原作で知られる昭和の文豪・新田次
郎が描いた、〈日立鉱山〉の奇跡〈日立の大煙突と桜並木〉に秘められた“感動実話”を、日本映画界を支え
る実力派俳優たちの迫真の競演で、『天心』『サクラ花─桜花最期の特攻─』の松村克弥監督が映画化！

11/4㊊ ○ 10：00開演／14：00開演／18：00開演
11/16㊏ 10：00開演／14：00開演

［会　場］ 11/4㊊ 日立市民会館 ホール、11/16㊏ 多賀市民会館 ホール
［入場料］  1,100円（当日1,400円）

振

「ある町の高い煙突」上映会

［お問合せ：日立市民会館］

全席自由

12月26日は部分日食が起こります。シビックセンターの屋上から太陽望遠鏡や日食グラスを使っ
て観察してみましょう。

12/26㊍ 14：00～16：30
［会　場］ 日立シビックセンター 屋上

※曇天・雨天の場合は、中止
［参加費］ 無料（科学館・天球劇場入館者対象）

観望会「部分日食」

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

日立シビックセンター1階の交流空間にて休日のひとときに贈るコンサート。
今回は女声アンサンブルと中学生の合唱による美しく響くハーモニーをお届けします。後半のコン
サートはぜひイルミネーションと共にお楽しみください。

12/15㊐
①14：00～14：40／②17：00～17：40

［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム　　［入場料］ 無料
［出　演］ ①②レースレースライン、①智学館中等教育学校合唱部

アトリウムコンサート Vol.4

［お問合せ：日立シビックセンター］

ベビーカーのまま鑑賞できるコンサートです。保育士ユニットが楽しい歌をお届けします。お子様と
一緒に彩り豊かな音色をお楽しみください。

10/4㊎ 11：00～11：30
［会　場］ シビックセンター アトリウム
［入場料］ 無料
［出　演］ SugarCraft

大谷愛（ギター）、星野めぐみ（ピアノ）

バギーコンサート Vol.3

［お問合せ：日立シビックセンター］

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を上映します。

はじめてのプラネタリウム 番組上映「こぐま座のティオ 星空だいぼうけん」

［お問合せ：日立シビックセンター 科学館］

10/7㊊ 11：00～11：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 市制施行80周年記念キャンペーン期間中
 につき無料（要整理券）

全席自由

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］9/21配布 11/13
クラシック音楽の魅力やコンサートの楽しみ方などピアニストが語るトークサロンです。

洋楽文庫第２章プレ企画
仲道郁代のクラシックトークサロン

11/27㊌ 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］  無料（要整理券）

※整理券は日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館、
　ゆうゆう十王Jホール、東海文化センター、パルティホールで配布
　電話予約、取り置きはできませんのでご了承ください。

［定　員］ 200人

全席自由

©Kiyotaka Saito©Kiyotaka Saito

世界中で感動を与えている劇団角笛の日立公演。わかりやすくて楽しい、子どもたちの心にいつま
でも残る美しいシルエット劇です。
演目は「花さき山」と「つのぶえのうた」の二本立てです。

初めての劇場体験☆本物の観劇会「角笛シルエット劇」

11/11㊊ 10：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  一般 1,100円
  子ども（3歳以上） 800円

［出　演］ 劇団角笛

全席指定

［お問合せ：日立市民会館］発売中
12月
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第27回日立サイエンスショーフェスティバルこども おとな

全国の科学館職員による「特別サイエンスショー」。観覧をご希望のお客様は、日立シビックセン
ター HP の専用フォームからお申し込みください。
※詳細は後日HPで公開します。

2020.2/16㊐ 
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［受講料］ 無料
［定　員］ 先着200人

申 

込
12/14㊏ 10：00～ 

シビックセンターHP内（専用フォーム）

写真は前回の様子です。

第167回 文化サロン
「おもしろ常陸国風土記 日立編」おとな

奈良時代の地理や地誌がくわしくのっている常陸国風土記。当時の日立市の情報が、「多珂郡（た
かのこおり）」と「久慈郡（くじのこおり）」にたくさん残されています。昨年は長者山遺跡が、国の指
定史跡になりました。まんがや写真で風土記時代の日立市を探検してみます。

12/7㊏ 13：30開演
［会　場］ 日立市民会館 111号室
［対　象］ 大人
［受講料］ 無料
［定　員］ 100人
［講　師］ 矢野徳也、さかいひろこ

申
込 10/5㊏ 9：30～ 0294-22-6481

前 売 情 報

10/3㊍～10/6㊐
10/20㊐

10/21㊊～10/27㊐
11/4㊊～11/10㊐
11/19㊋～11/24㊐

12/8㊐
12/21㊏

第92回日本写真会展
百年塾フェスタ&日立市子どもまつり2019

かな書展
第34回 魁美術会絵画展
シベリア抑留関係展示会
みゅーずマルシェ
消費生活展

山下信行

ひたち生き生き百年塾推進本部、日立市子ども会育成連合会
日高・十王交流センターかな書道会

魁美術会
（一財）全国強制抑留者協会

日立商工会議所女性起業家交流グループみゅーずnet
日立市、消費生活展実行委員会

ギャラリー

10/4㊎
10/20㊐
11/3㊐
11/4㊊
11/9㊏

11/23㊏～11/24㊐

12/4㊌

母心独演会 令和元年 熟
環境教育活動発表会
HoP LIVE 2019
マキ・ピアノ発表会
タカワ音楽教室 ピアノ発表会
日立市芸術祭・第62回市民演劇祭 第136回日立会演劇部公演「少年は虹を渡る～ハロルドとモード」

体感！実はよく知らない製造業の世界

（株）オフィスまめかな
日立市環境政策課

Hope Of Peace Gospel Choir
牧清美

タカワ音楽教室

日立演劇連盟
NPO法人雇用人材協会

多用途ホール

音楽ホール
10/6㊐
10/14㊊
10/20㊐
11/4㊊

11/10㊐
11/12㊋
11/23㊏
11/29㊎
12/1㊐
12/8㊐
12/15㊐

矢敷貴子ピアノリサイタル
篠笛山口流「笛の会」南地区
きさらぎ合唱団 35周年記念演奏会
中澤敏子先生の米寿を祝う合唱コンサート

日立市芸術祭 第55回日立市民音楽祭
日立市社会福祉協議会ふくしのつどい
男女共同参画をすすめるつどい2019
全国若手ものづくりシンポジウムinひたち
日立交響楽団第128回定期演奏会
ステージ勉強会2019
日立製作所 日立事業所合唱団 第55回定期演奏会

矢敷貴子
篠笛山口流

きさらぎ合唱団

中澤敏子先生の米寿を祝う合唱コンサート実行委員会
日立市民音楽連盟

（福）日立市社会福祉協議会
日立市女性青少年課

（公財）日立地区産業支援センター
日立交響楽団

プメハナフラ＆タヒチアンダンススタジオ

日立製作所日立事業所日立会コーラス部

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
10/6㊐
10/25㊎
10/26㊏
11/2㊏
11/3㊐
11/9㊏
11/10㊐

11/14㊍～11/15㊎
11/18㊊

11/22㊎～11/24㊐
12/1㊐
12/6㊎
12/8㊐
12/11㊌
12/22㊐

日立会民謡部第61回定期発表会
令和元年度日立市戦没者追悼式
日立民謡民舞連合会第46回秋季コンクール大会
音楽のつどい
茜祭
介護予防と映画のつどい
ヤマハエレクトーンフェスティバル
第63回日立市小中学校音楽会
年末調整説明会
日立地区文化祭
ＮＨＫのど自慢
合唱コンクール
ＰＯＰＳコンサート
マスクプレイミュージカル「アラジン」
冬のコンサート

日立製作所日立事業所日立会民謡部
日立市・日立市戦没者追悼式実行委員会

日立民謡民舞連合会
助川中学校
駒王中学校

日立市介護予防啓発事業実行委員会
（株）ヤマハミュージックジャパン

日立市教育研究会研究部
日立税務署

日立地区文化協会
日立市、NHK水戸放送局

日立第一高等学校付属中学校
日立市民吹奏楽団

劇団飛行船
茨城大学吹奏楽部

多賀市民会館/ホール
10/14㊊

10/19㊏～10/20㊐
10/26㊏～10/27㊐

11/4㊊
11/21㊍
11/23㊏
11/24㊐
12/1㊐
12/8㊐
12/14㊏
12/15㊐
12/21㊏
12/22㊐

第17回エトワールバレエスタジオ プチコンサート
2019映光社コンサート
クシダピアノ社 ピアノ・エレクトーン・ソロコンサート
2019オータムダンスフェスティバル
年末調整説明会
ジョイントコンサート
ピアノ発表会
第36回演歌まつり
ピアノ発表会
ありがとうまつり
ピアノ発表会
ピアノ発表会
MUSICコンサート ピアノ・エレクトーン発表会

エトワールバレエスタジオ
（株）映光社

（株）クシダピアノ社
坂場ダンスアカデミー

日立税務署
（株）ヤマハミュージックリテイリング水戸店

西尾由美子
ジャパン歌謡信友会

SAKASA
森山聖徳保育園

M&M
きくち音楽教室

助川他

10/20㊐ 百年塾フェスタ&日立市子どもまつり2019
ひたち生き生き百年塾推進本部、日立市子ども会育成連合会

新都市広場／マーブルホール

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］11/2発売 1/12

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。

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～

2020.1/26㊐ 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］  一　　般 2,000円（当日 2,300円）
  高校生以下 1,000円（当日 1,200円）

［出　演］ 金子三勇士
［曲　目］ ショパン：夜想曲第２番
 　　　　 ラヴェル：水の戯れ
 　　　　 バルトーク：ピアノ・ソナタ 第３楽章 ほか

全席自由

©Ayako Yamamoto©Ayako Yamamoto

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

［お問合せ：日立市民会館ホール］会場先行 11/23、全国一斉 11/30 発売

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。

2020.2/3㊊ 19：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  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。

全席指定

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］11/9発売 2020.
1/18

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。

2020.2/1㊏ 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 ほか

全席指定

初春落語会

初音家左橋

地球外生命体をテーマに専門家からお話しします。※内容は変更になる場合がございます。

2020.2/8㊏ 13：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］   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
  ※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

［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）

天文講演会

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］11/30発売 2020.
1/25

全席自由

写真は前回の様子です。

天文講演会前夜のスペシャル企画。講師と参加者による双方向のお話会を行います。

サイエンスカフェ

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］11/30発売 2020.
1/25

2020.2/7㊎ 17：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館
［入場料］  1,000円
［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）

全席自由

写真は前回の様子です。

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 !!

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～」

［お問合せ：日立市民会館］10/26発売

2020.2/14㊎ 10：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ S席 2,000円（S席友の会 1,800円）、
 A席 1,500円、B席 1,300円

全席指定

正確な暦つくりが天文学の最も重要な仕事であった時代に活躍した天文学者についてと、秋の星
空についてお話します。初心者の方にお勧めの講座です。

10/17㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室501号
［対　象］ 大人
［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 申込受付中 0294-24-7731

大人のための天文教室 
「秋の星座・暦と天文学者」おとな

冬の星座とペルセウス座流星群についてと、12月26日に起こる部分日食などタイムリーな天文
現象についてお話します。

12/12㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室501号
［対　象］ 大人
［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 11/12㊋ 10：00～ 0294-24-７７３１

大人のための天文教室 「冬の星座と流星群」おとな

最近の研究で、チョコの「くちどけ」や「食感」の違いは、分子レベルの構造によって変わってくるこ
とが分かってきました。チョコレイト・サイエンスでは、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り分けます。
分子レベルで作り分けるクッキング。あなたも参加してみませんか。
＊使用するチョコレートには、大豆・乳製品が含まれます。食品アレルギーのある方はご参加いただけません。

2020.2/11㊋㊗ 13：30～15：30
［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［対　象］ 中学生以上
［持ち物］ エプロン、三角巾、水・お茶、筆記用具
［受講料］ 500円
［定　員］ 24人
［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）

申
込 2020.1/7㊋ 10：00～ 0294-24-７７３１

こども おとな

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」

建物の耐震構造を一緒に学んでみませんか？
日立市内・茨城県内にある建物の耐震構造についてもお話します。

11/14㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室503号
［対　象］ 大人
［受講料］ 500円
［定　員］ 24人
［講　師］ 成田和彦（茨城大学工学部都市システム工学科准教授）

申
込 10/12㊏ 10：00～ 0294-24-７７３１

大人のためのサイエンス
「耐震構造のお話」おとな

「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。

ゴスペラーズ坂ツアー2019～2020“G25”

会場先行 11/16、全国一斉 11/30 発売 ［お問合せ：日立市民会館］

2020.2/23㊐㊗ 17：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 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。

全席指定

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。

杉山清貴  acoustic solo tour 2020

2020.3/1㊐ 15：00開演
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［入場料］ 一　　般 6,600円（当日 7,000円）
 ジュニア割引 3,000円

※ジュニア割引：25歳以下の方は、当日身分証明書を
　ご提示いただくことで、差額分を返金いたします。
※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

全席指定

［お問合せ：日立市民会館］11/17発売

【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 整理券受取【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）

講座情報（先着順）
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第27回日立サイエンスショーフェスティバルこども おとな

全国の科学館職員による「特別サイエンスショー」。観覧をご希望のお客様は、日立シビックセン
ター HP の専用フォームからお申し込みください。
※詳細は後日HPで公開します。

2020.2/16㊐ 
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［受講料］ 無料
［定　員］ 先着200人

申 

込
12/14㊏ 10：00～ 

シビックセンターHP内（専用フォーム）

写真は前回の様子です。

第167回 文化サロン
「おもしろ常陸国風土記 日立編」おとな

奈良時代の地理や地誌がくわしくのっている常陸国風土記。当時の日立市の情報が、「多珂郡（た
かのこおり）」と「久慈郡（くじのこおり）」にたくさん残されています。昨年は長者山遺跡が、国の指
定史跡になりました。まんがや写真で風土記時代の日立市を探検してみます。

12/7㊏ 13：30開演
［会　場］ 日立市民会館 111号室
［対　象］ 大人
［受講料］ 無料
［定　員］ 100人
［講　師］ 矢野徳也、さかいひろこ

申
込 10/5㊏ 9：30～ 0294-22-6481

前 売 情 報

10/3㊍～10/6㊐
10/20㊐

10/21㊊～10/27㊐
11/4㊊～11/10㊐
11/19㊋～11/24㊐

12/8㊐
12/21㊏

第92回日本写真会展
百年塾フェスタ&日立市子どもまつり2019

かな書展
第34回 魁美術会絵画展
シベリア抑留関係展示会
みゅーずマルシェ
消費生活展

山下信行

ひたち生き生き百年塾推進本部、日立市子ども会育成連合会
日高・十王交流センターかな書道会

魁美術会
（一財）全国強制抑留者協会

日立商工会議所女性起業家交流グループみゅーずnet
日立市、消費生活展実行委員会

ギャラリー

10/4㊎
10/20㊐
11/3㊐
11/4㊊
11/9㊏

11/23㊏～11/24㊐

12/4㊌

母心独演会 令和元年 熟
環境教育活動発表会
HoP LIVE 2019
マキ・ピアノ発表会
タカワ音楽教室 ピアノ発表会
日立市芸術祭・第62回市民演劇祭 第136回日立会演劇部公演「少年は虹を渡る～ハロルドとモード」

体感！実はよく知らない製造業の世界

（株）オフィスまめかな
日立市環境政策課

Hope Of Peace Gospel Choir
牧清美

タカワ音楽教室

日立演劇連盟
NPO法人雇用人材協会

多用途ホール

音楽ホール
10/6㊐
10/14㊊
10/20㊐
11/4㊊

11/10㊐
11/12㊋
11/23㊏
11/29㊎
12/1㊐
12/8㊐
12/15㊐

矢敷貴子ピアノリサイタル
篠笛山口流「笛の会」南地区
きさらぎ合唱団 35周年記念演奏会
中澤敏子先生の米寿を祝う合唱コンサート

日立市芸術祭 第55回日立市民音楽祭
日立市社会福祉協議会ふくしのつどい
男女共同参画をすすめるつどい2019
全国若手ものづくりシンポジウムinひたち
日立交響楽団第128回定期演奏会
ステージ勉強会2019
日立製作所 日立事業所合唱団 第55回定期演奏会

矢敷貴子
篠笛山口流

きさらぎ合唱団

中澤敏子先生の米寿を祝う合唱コンサート実行委員会
日立市民音楽連盟

（福）日立市社会福祉協議会
日立市女性青少年課

（公財）日立地区産業支援センター
日立交響楽団

プメハナフラ＆タヒチアンダンススタジオ

日立製作所日立事業所日立会コーラス部

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
10/6㊐
10/25㊎
10/26㊏
11/2㊏
11/3㊐
11/9㊏
11/10㊐

11/14㊍～11/15㊎
11/18㊊

11/22㊎～11/24㊐
12/1㊐
12/6㊎
12/8㊐
12/11㊌
12/22㊐

日立会民謡部第61回定期発表会
令和元年度日立市戦没者追悼式
日立民謡民舞連合会第46回秋季コンクール大会
音楽のつどい
茜祭
介護予防と映画のつどい
ヤマハエレクトーンフェスティバル
第63回日立市小中学校音楽会
年末調整説明会
日立地区文化祭
ＮＨＫのど自慢
合唱コンクール
ＰＯＰＳコンサート
マスクプレイミュージカル「アラジン」
冬のコンサート

日立製作所日立事業所日立会民謡部
日立市・日立市戦没者追悼式実行委員会

日立民謡民舞連合会
助川中学校
駒王中学校

日立市介護予防啓発事業実行委員会
（株）ヤマハミュージックジャパン

日立市教育研究会研究部
日立税務署

日立地区文化協会
日立市、NHK水戸放送局

日立第一高等学校付属中学校
日立市民吹奏楽団

劇団飛行船
茨城大学吹奏楽部

多賀市民会館/ホール
10/14㊊

10/19㊏～10/20㊐
10/26㊏～10/27㊐

11/4㊊
11/21㊍
11/23㊏
11/24㊐
12/1㊐
12/8㊐
12/14㊏
12/15㊐
12/21㊏
12/22㊐

第17回エトワールバレエスタジオ プチコンサート
2019映光社コンサート
クシダピアノ社 ピアノ・エレクトーン・ソロコンサート
2019オータムダンスフェスティバル
年末調整説明会
ジョイントコンサート
ピアノ発表会
第36回演歌まつり
ピアノ発表会
ありがとうまつり
ピアノ発表会
ピアノ発表会
MUSICコンサート ピアノ・エレクトーン発表会

エトワールバレエスタジオ
（株）映光社

（株）クシダピアノ社
坂場ダンスアカデミー

日立税務署
（株）ヤマハミュージックリテイリング水戸店

西尾由美子
ジャパン歌謡信友会

SAKASA
森山聖徳保育園

M&M
きくち音楽教室

助川他

10/20㊐ 百年塾フェスタ&日立市子どもまつり2019
ひたち生き生き百年塾推進本部、日立市子ども会育成連合会

新都市広場／マーブルホール

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］11/2発売 1/12

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。

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～

2020.1/26㊐ 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］  一　　般 2,000円（当日 2,300円）
  高校生以下 1,000円（当日 1,200円）

［出　演］ 金子三勇士
［曲　目］ ショパン：夜想曲第２番
 　　　　 ラヴェル：水の戯れ
 　　　　 バルトーク：ピアノ・ソナタ 第３楽章 ほか

全席自由

©Ayako Yamamoto©Ayako Yamamoto

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

［お問合せ：日立市民会館ホール］会場先行 11/23、全国一斉 11/30 発売

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。

2020.2/3㊊ 19：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］  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。

全席指定

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］11/9発売 2020.
1/18

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。

2020.2/1㊏ 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 ほか

全席指定

初春落語会

初音家左橋

地球外生命体をテーマに専門家からお話しします。※内容は変更になる場合がございます。

2020.2/8㊏ 13：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］   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
  ※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

［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）

天文講演会

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］11/30発売 2020.
1/25

全席自由

写真は前回の様子です。

天文講演会前夜のスペシャル企画。講師と参加者による双方向のお話会を行います。

サイエンスカフェ

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］11/30発売 2020.
1/25

2020.2/7㊎ 17：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館
［入場料］  1,000円
［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）

全席自由

写真は前回の様子です。

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 !!

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～」

［お問合せ：日立市民会館］10/26発売

2020.2/14㊎ 10：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ S席 2,000円（S席友の会 1,800円）、
 A席 1,500円、B席 1,300円

全席指定

正確な暦つくりが天文学の最も重要な仕事であった時代に活躍した天文学者についてと、秋の星
空についてお話します。初心者の方にお勧めの講座です。

10/17㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室501号
［対　象］ 大人
［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 申込受付中 0294-24-7731

大人のための天文教室 
「秋の星座・暦と天文学者」おとな

冬の星座とペルセウス座流星群についてと、12月26日に起こる部分日食などタイムリーな天文
現象についてお話します。

12/12㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室501号
［対　象］ 大人
［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 11/12㊋ 10：00～ 0294-24-７７３１

大人のための天文教室 「冬の星座と流星群」おとな

最近の研究で、チョコの「くちどけ」や「食感」の違いは、分子レベルの構造によって変わってくるこ
とが分かってきました。チョコレイト・サイエンスでは、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り分けます。
分子レベルで作り分けるクッキング。あなたも参加してみませんか。
＊使用するチョコレートには、大豆・乳製品が含まれます。食品アレルギーのある方はご参加いただけません。

2020.2/11㊋㊗ 13：30～15：30
［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［対　象］ 中学生以上
［持ち物］ エプロン、三角巾、水・お茶、筆記用具
［受講料］ 500円
［定　員］ 24人
［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）

申
込 2020.1/7㊋ 10：00～ 0294-24-７７３１

こども おとな

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」

建物の耐震構造を一緒に学んでみませんか？
日立市内・茨城県内にある建物の耐震構造についてもお話します。

11/14㊍ 10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室503号
［対　象］ 大人
［受講料］ 500円
［定　員］ 24人
［講　師］ 成田和彦（茨城大学工学部都市システム工学科准教授）

申
込 10/12㊏ 10：00～ 0294-24-７７３１

大人のためのサイエンス
「耐震構造のお話」おとな

「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。

ゴスペラーズ坂ツアー2019～2020“G25”

会場先行 11/16、全国一斉 11/30 発売 ［お問合せ：日立市民会館］

2020.2/23㊐㊗ 17：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 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。

全席指定

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。

杉山清貴  acoustic solo tour 2020

2020.3/1㊐ 15：00開演
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［入場料］ 一　　般 6,600円（当日 7,000円）
 ジュニア割引 3,000円

※ジュニア割引：25歳以下の方は、当日身分証明書を
　ご提示いただくことで、差額分を返金いたします。
※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

全席指定

［お問合せ：日立市民会館］11/17発売

【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 整理券受取【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）

講座情報（先着順）
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「ゼリーキャンドルをつくろう」

参加料：500円

●日時 12/21土、22日
　①10：30～11：30　②13：00～14：00
　③15：30～16：30
　　※12/21のみ

●場所 科学館8階
　　　 アトリエ
●対象 幼児～小学生
●定員 各12人

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。
●日時 1/5日～7火　10：30/12：00/15：00

11/23土㊗10：00から電話申込

ワークショップ11/9土～2020/1/7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）

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！

（17：00～）

協力：茨城県立産業技術短期大学校
協力：筑波大学芸術系
　　　村上史明研究室

利
用
案
内

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
～月替わりの工作を楽しめます～

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。
不定期開催（お出かけ前にお問い合わせください。）

ハロウィンに関するパネル展示やふしぎな写真が撮れるコーナーがあるよ。
10/26土、27日は特別イベントデー！館内であの言葉を言うと、お菓子が
もらえるかも！？

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～

無料／受付不要

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト
　
11
／
9
〜
1
／
7

ミ
ニ
企
画

①「消える貯金箱」
②「化石レプリカ」

特
別
上
映

※（  ）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）

【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　10/29（火）
　　　　　11/７（木）～８（金）、11/26（火）
天球劇場のみ休館　11/６（水）、27（水）

【お問合せ】
TEL：0294-24-7731（10：00～18：00）

【11/1からの施設入館料】

※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：2019/12/27(金)

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～

10
／
1
〜
12
／
27
ま
で
上
映
の
番
組

デ
イ
リ
ー
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

舞台はえんとつだらけの
町。ゴミがくっついて生ま
れた「ゴミ人間」のプペル
は、えんとつ掃除屋の少年
ルビッチに出会い「ホシ」
の話を聞きます。お笑いコ
ンビ「キングコング」の西
野亮廣さんの絵本が原作の
作品です。

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。

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

えんとつ町のプペル

上
映
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル【
各
回
40
分
〜
50
分
】

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

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

～10/27日

①「ＬＥＤツリー」
②「カラフルキャンドル」

11/2土～12/22日、12/23月～27金全日

「音」10月 「光」11月・12月

12：00～15：00

NEW

● 日立市市制80周年記念キャンペーンについて ●

11
／
9
か
ら
上
映
の
番
組

11
／
5
ま
で
上
映
の
番
組

宇宙から日立に届いた謎のメッセージ。
発信源を確かめるため、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。未
知の惑星を巡りながら、目的地に到着
した宇宙船。発信源の先に待っていた
ものとは！？

ヒタチタビダチ～緊急！天球！未知の宇宙へ！～たいようくんと
おつきちゃん

NEW
こぐま座のティオ
星空だいぼうけん

観望のためのプラネタリウム＆観望会
「月とイルミネーション」 12/7土

はじめてのプラネタリウム
「こぐま座のティオ」10/7月　「秋の星空」11/11月
「たいようくんとおつきちゃん」12/9月

おやこ

見上げてみよう！クリスマスの星空 12/21土、12/22日

アロマで愉しむプラネタリウム 10/18金、10/19土

詳しくは、
P2～3を
ご覧ください

◆11/9土～12/27金

※11：00の回は、キッズ向けの生解説で上映時間は40分です。
※11/12火の16：00の回は貸館のため、上映を休止します。
※12/21土、22日の11：00、14：30の回は「見上げてみよう！クリスマスの星空」を上映
します。

13：00 14：30 16：00 18：3011：00

デイリー
プラネタリウム

月

えんとつ町の
プペル

こぐま座の
ティオ生

水 午前中
団体専用

火木金

土日祝
冬休み

こぐま座の
ティオ生 えんとつ町の

プペル生

季 えんとつ町の
プペル

季

えんとつ町の
プペル

季

有料／要整理券
（当日配布）

北関東初上映！

オリジナル新番組

ティオと一緒に天の川のピンチを助けに行こう！
春夏秋冬の星座のお友だちと力を合わせて、星
空だいぼうけんのはじまりです。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。

10月から天球劇場の14：30の回がリニューアルします。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」

◆11/5火まで
13：00 14：30 16：00 18：3011：00

デイリー
プラネタリウム

月

えんとつ町の
プペル

たいようくんと
おつきちゃん生

水 午前中
団体専用

火木金

土日祝 たいようくんと
おつきちゃん生 えんとつ町の

プペル生

季 ヒタチ
タビダチ

季

ヒタチ
タビダチ

季

「科学館でハロウィンを楽しもう」
10/1火～10/31木 10：00～18：00

11/9土からご来場の先着1,000名様に、
オリジナルポストカードをプレゼント!!

● 年間パスポートの販売休止のお知らせ ●
年間パスポートの販売を都合により休止いたします。すでに購入さ
れた年間パスポートにつきましては、そのままご使用いただけます。
長期にわたる臨時休館などがあった場合には、有効期間を変更い
たしますのでお申し出ください。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

9/1～10/31まで、
科学館・天球劇場共
に入館料が無料と
なります。

科学館では期間中に特別工作を行います。
9月「アニバーサリー・マグネットをつくろう！」
10月「アニバーサリー・バッジをつくろう！」
時　間：10：00～16：00
　　　　（13：00～14：00はお昼休み）
参加費：1回80円天球劇場は要整理券

サイエンスショー
もいつもとちょっと
違った内容で行い

ますので、ぜひ
ご覧ください。

科学と芸術が出会うとこんなにおもしろい

冬の特別イベント

10月
月 火 水 木 金 土 日

工作 サイエンスショー プラネタリウム特別上映 実験体験

休館日 科学館・天球劇場
臨時休館

科学館・天球劇場
臨時休館
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休館日 科学館・天球劇場
臨時休館

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

11月
月 火 水 木 金 土 日

工作 サイエンスショー プラネタリウム特別上映 実験体験
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12月

天球劇場臨時休館
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16：00休止

天球劇場臨時休館

休館日

休館日
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「ゼリーキャンドルをつくろう」

参加料：500円

●日時 12/21土、22日
　①10：30～11：30　②13：00～14：00
　③15：30～16：30
　　※12/21のみ

●場所 科学館8階
　　　 アトリエ
●対象 幼児～小学生
●定員 各12人

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。
●日時 1/5日～7火　10：30/12：00/15：00

11/23土㊗10：00から電話申込

ワークショップ11/9土～2020/1/7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）

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！

（17：00～）

協力：茨城県立産業技術短期大学校
協力：筑波大学芸術系
　　　村上史明研究室

利
用
案
内

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
～月替わりの工作を楽しめます～

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。
不定期開催（お出かけ前にお問い合わせください。）

ハロウィンに関するパネル展示やふしぎな写真が撮れるコーナーがあるよ。
10/26土、27日は特別イベントデー！館内であの言葉を言うと、お菓子が
もらえるかも！？

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～

無料／受付不要

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト
　
11
／
9
〜
1
／
7

ミ
ニ
企
画

①「消える貯金箱」
②「化石レプリカ」

特
別
上
映

※（  ）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）

【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　10/29（火）
　　　　　11/７（木）～８（金）、11/26（火）
天球劇場のみ休館　11/６（水）、27（水）

【お問合せ】
TEL：0294-24-7731（10：00～18：00）

【11/1からの施設入館料】

※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：2019/12/27(金)

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～

10
／
1
〜
12
／
27
ま
で
上
映
の
番
組

デ
イ
リ
ー
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

舞台はえんとつだらけの
町。ゴミがくっついて生ま
れた「ゴミ人間」のプペル
は、えんとつ掃除屋の少年
ルビッチに出会い「ホシ」
の話を聞きます。お笑いコ
ンビ「キングコング」の西
野亮廣さんの絵本が原作の
作品です。

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。

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

えんとつ町のプペル

上
映
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル【
各
回
40
分
〜
50
分
】

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

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

～10/27日

①「ＬＥＤツリー」
②「カラフルキャンドル」

11/2土～12/22日、12/23月～27金全日

「音」10月 「光」11月・12月

12：00～15：00

NEW

● 日立市市制80周年記念キャンペーンについて ●

11
／
9
か
ら
上
映
の
番
組

11
／
5
ま
で
上
映
の
番
組

宇宙から日立に届いた謎のメッセージ。
発信源を確かめるため、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。未
知の惑星を巡りながら、目的地に到着
した宇宙船。発信源の先に待っていた
ものとは！？

ヒタチタビダチ～緊急！天球！未知の宇宙へ！～たいようくんと
おつきちゃん

NEW
こぐま座のティオ
星空だいぼうけん

観望のためのプラネタリウム＆観望会
「月とイルミネーション」 12/7土

はじめてのプラネタリウム
「こぐま座のティオ」10/7月　「秋の星空」11/11月
「たいようくんとおつきちゃん」12/9月

おやこ

見上げてみよう！クリスマスの星空 12/21土、12/22日

アロマで愉しむプラネタリウム 10/18金、10/19土

詳しくは、
P2～3を
ご覧ください

◆11/9土～12/27金

※11：00の回は、キッズ向けの生解説で上映時間は40分です。
※11/12火の16：00の回は貸館のため、上映を休止します。
※12/21土、22日の11：00、14：30の回は「見上げてみよう！クリスマスの星空」を上映
します。
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季

有料／要整理券
（当日配布）

北関東初上映！

オリジナル新番組

ティオと一緒に天の川のピンチを助けに行こう！
春夏秋冬の星座のお友だちと力を合わせて、星
空だいぼうけんのはじまりです。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。

10月から天球劇場の14：30の回がリニューアルします。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」

◆11/5火まで
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季 ヒタチ
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ヒタチ
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季

「科学館でハロウィンを楽しもう」
10/1火～10/31木 10：00～18：00

11/9土からご来場の先着1,000名様に、
オリジナルポストカードをプレゼント!!

● 年間パスポートの販売休止のお知らせ ●
年間パスポートの販売を都合により休止いたします。すでに購入さ
れた年間パスポートにつきましては、そのままご使用いただけます。
長期にわたる臨時休館などがあった場合には、有効期間を変更い
たしますのでお申し出ください。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

9/1～10/31まで、
科学館・天球劇場共
に入館料が無料と
なります。

科学館では期間中に特別工作を行います。
9月「アニバーサリー・マグネットをつくろう！」
10月「アニバーサリー・バッジをつくろう！」
時　間：10：00～16：00
　　　　（13：00～14：00はお昼休み）
参加費：1回80円天球劇場は要整理券

サイエンスショー
もいつもとちょっと
違った内容で行い

ますので、ぜひ
ご覧ください。

科学と芸術が出会うとこんなにおもしろい

冬の特別イベント

10月
月 火 水 木 金 土 日

工作 サイエンスショー プラネタリウム特別上映 実験体験

休館日 科学館・天球劇場
臨時休館
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休館日

休館日
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日立シビックセンター　貸室半額キャンペーン
ただいま、期間限定で一部のお部屋の使用料金が半額となっております

お気軽に
ご利用ください！

http://www.civic.jp 画面左側のタブをクリック
（http://www.civic.jp/center/wp-content/themes/civic_theme/pdfs/price-off.pdf）

使用料半額のお部屋の
種類や料金確認

用途、人数、ご予算などお気軽にご相談ください。　お電話0294－24－7711 または直接のご来館（10：00～18：00）

PiCK UP お す す め 情 報お し ら せ

ご寄附のお願い 日立シビックセンター　TEL：0294-24-7711お問合せ

●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科学館・天球劇場入館
者300万人達成記念セレモニーが科学館内
で行われました。

記念すべき300万人目のお客様は、校外学習
で来館していた日立市立助川小学校4年生丹
野結理さんで、日立市副市長から認定書、記念
品、花束が贈呈されました。
丹野さんは「びっくりしたがとても嬉しかった。
家族とまた来たい。」と語っていました。
開館から足掛け29年目での300万人達成と
なった科学館と天球劇場は、令和2年度には再
整備工事が予定されています。現在の展示物は
すべて入れ替えとなりますので、初めての方や、
子どもの頃の懐かしい思い出がある方も、再整
備前の科学館をぜひお楽しみください。

科学館・天球劇場300万人達成
6/4㊋

日立市出身の演奏家の皆さんと市内小中学校へおでか
けし、オーケストラ鑑賞会や音楽室コンサートをお届け
しています。
演奏を間近に体感する子どもたち。同じ音楽を聴いても
感じ方は様々です。
様々な違いがおもしろかったり、違いを知ることが楽しく
なってきたり、音楽には不思議な力がひそんでいます。
音楽に出会い、子どもたちの感性が豊かに彩られること
を願い、活動をしています。

ときめき・感動体験！音楽アウトリーチ
子どもたちの豊かな感性を育むお手伝い

小学生の夏休み期間に開催している子ど
も対象事業。今年で3回目となりました。

シビックセンター全館を使って、音楽や科
学など様々なジャンルの催しを30件以
上行い、子どもたちと夏休みのひと時を
過ごすことが出来ました。
毎年新しいことを取り入れていくこの事
業、今年はシビックセンター 1階の交流
空間に段ボールひみつ基地を設置しまし
た。基地の中ではたくさんの子どもたち
が驚いたり、笑ったりしていました。
次回はなにが登場するのでしょうか。来年
の夏をお楽しみに。

夏のひみつ基地
7/20㊏～9/1㊐

令和元年10月1日に消費税率が8％から10％に引き上げられることに伴い、施設使用料
および科学館・天球劇場入館料が改定されます。
詳細は各施設にお問い合わせいただくか、ＨＰをご確認ください。
※科学館・天球劇場入館料は、日立市市制80周年記念キャンペーンにより10月31日まで無料です。
そのため改定後の料金は11月1日から適用となります。

日立シビックセンター
日立市民会館

多賀市民会館における
使用料等改定のお知らせ

PiCK UP 1 第29回ひたち秋祭り
　　 ～郷土芸能大祭

全国各地から郷土芸能を伝承する団体をお招きし、その競演を堪能できるほか、地元日立
の芸能団体、保育園・認定こども園、中学校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特設大ステージにて、郷土芸能の感動をお届けします。

会場：日立シビックセンター 新都市広場 ほか

10月26日土
13：00～14：15　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」

17：30～19：30　全国の芸能「夢」の競演
石見神楽／西馬音内盆踊り／大川平荒馬／神川豊穣ばやし／
津軽三味線の響き

10月27日日
10：45～11：15　芸能パレード（会場：パティオモール）
招待芸能：大川平荒馬／神川豊穣ばやし　　地元芸能団体：阿波おどり／日立さんさ踊り／河中エイサー

11：15～13：40　中央ステージ演舞
招待団体：石見神楽／神川豊穣ばやし　　地元芸能団体：ひたちの太鼓／久慈浜ソーラン

15：00～16：00　青少年フェスティバル
〔日立市内中学校・芸能競演〕十王鵜鳥舞／久慈中ソーラン・黒潮太鼓／河中エイサー

全国の芸能
「夢」の競演のみ、
司会に手話通訳が

入ります！

演目やスケジュールなど、変更になる場合があります。

第29回

入場無料 雨天中止
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日立シビックセンター　貸室半額キャンペーン
ただいま、期間限定で一部のお部屋の使用料金が半額となっております
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ご利用ください！
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PiCK UP お す す め 情 報お し ら せ
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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科学館・天球劇場入館
者300万人達成記念セレモニーが科学館内
で行われました。

記念すべき300万人目のお客様は、校外学習
で来館していた日立市立助川小学校4年生丹
野結理さんで、日立市副市長から認定書、記念
品、花束が贈呈されました。
丹野さんは「びっくりしたがとても嬉しかった。
家族とまた来たい。」と語っていました。
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ときめき・感動体験！音楽アウトリーチ
子どもたちの豊かな感性を育むお手伝い

小学生の夏休み期間に開催している子ど
も対象事業。今年で3回目となりました。

シビックセンター全館を使って、音楽や科
学など様々なジャンルの催しを30件以
上行い、子どもたちと夏休みのひと時を
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業、今年はシビックセンター 1階の交流
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た。基地の中ではたくさんの子どもたち
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※科学館・天球劇場入館料は、日立市市制80周年記念キャンペーンにより10月31日まで無料です。
そのため改定後の料金は11月1日から適用となります。
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全国でも類を見ない特設大ステージにて、郷土芸能の感動をお届けします。
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日立市内保育園・認定こども園による「荒馬踊り」

17：30～19：30　全国の芸能「夢」の競演
石見神楽／西馬音内盆踊り／大川平荒馬／神川豊穣ばやし／
津軽三味線の響き

10月27日日
10：45～11：15　芸能パレード（会場：パティオモール）
招待芸能：大川平荒馬／神川豊穣ばやし　　地元芸能団体：阿波おどり／日立さんさ踊り／河中エイサー

11：15～13：40　中央ステージ演舞
招待団体：石見神楽／神川豊穣ばやし　　地元芸能団体：ひたちの太鼓／久慈浜ソーラン

15：00～16：00　青少年フェスティバル
〔日立市内中学校・芸能競演〕十王鵜鳥舞／久慈中ソーラン・黒潮太鼓／河中エイサー

全国の芸能
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司会に手話通訳が

入ります！

演目やスケジュールなど、変更になる場合があります。
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PiCK UP お す す め 情 報

PiCK UP 2 Hitachi Starlight
Illumination 201９

日立市の冬を煌びやかに彩るHitachi  Starlight  Illumination☆彡
市制80周年とイルミ20周年のダブルアニバーサリーを祝した色とりどりの花々が新都市
広場に広がります。

日 立シビックセンタ ー 内 の 施 設
視聴覚センター地下1階 記念図書館1  階

ランチメニューは厳選素材を使用したスープカ
レーと彩り豊かなワンプレート御膳など多数。カ
フェ・夜の営業ともに予約可能です。店頭にて
お弁当も販売しております。季節によって、かき
氷、地産熟成焼き芋も販売します。

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

三菱日立パワーシステムズ（株） 日立工場
創立5周年記念　チャリティイベント

12/14㊏ 開場15：30 開演16：00
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］     前売 2,000円
　　　　　　　　　当日 3,000円
　　　　　　　　　    9月14日より販売

［出　演］ 歌劇 ザ・レビュー ハウステンボス
［対　象］ 小学生以上

全席指定

問合せ
三菱日立パワーシステムズ（株）
日立工場 日立人事総務グループ 0294-20-7880

［プログラム］  第１部　世界の名作をレビューで…
　　　　　　　　　　  レビュー　蝶々夫人　❀桜のなか　君想う❀
　　　　　　　第２部　ＦＲＥＳＨ　～輝き届ける今～

［チケット販売先］  日立市民会館 0294-22-6481
　　　　　　　日立シビックセンター 0294-24-7711
　　　　　　　多賀市民会館 0294-34-1727

※写真はイメージです

オペラ・ミュージカル 「日立の玉手箱」
本公演

2020.3/28㊏ 17：00～20：00
          3/29㊐ 13：00～16：00

［会　場］ 日立市民会館
［入場料］ 大　　　人 3,000円
　　　　  高校生以下 1,500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（10月～12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

10/19㊏
20㊐

私を野球に
つれてって

（1949年93分）

ジーン・ケリー
フランク・シナトラ

11/2㊏
 3㊐

望郷
（1937年94分）

ジャン・ギャバン
ミレーユ・バラン

12/21㊏
22㊐

キリマンジャロ
の雪

（1952年117分）

グレゴリー・ペック
エヴァ・ガードナー

申込不要
当日お越しください

10/19㊏、11/2㊏ 各日11：00～11：30
11/7㊍14：30～15：00 ← ※読書週間おはなし会
12/21㊏11：00～11：30
12/26㊍14：30～15：00 ← ※冬休みおはなし会

おはなし会（幼児向け） ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

10/16㊌、23㊌、11/20㊌、27㊌、12/18㊌、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

12/17㊋～19㊍　●対象 3歳～小学生　●定員 15組
●内容 お気に入りのぬいぐるみといっしょにおはなし会に参加し、
　　　 ぬいぐるみはとしょかんにおとまりします。

ぬいぐるみのおとまり会 ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

●展示期間 11/1㊎～11/24㊐　●対象 0歳から中学生
●内容 好きな本を読んで自由に絵をかいていただき、
　　　 その絵を展示します。

本を読んで絵をかこう展 ［絵画募集期間］ 10/10㊍～27㊐

●図書館がすすめるこどもの本展 10/1㊋～10/30㊌
●小中学生の子育て　11月はいばらき教育月間です 11/1㊎～11/28㊍
●お読みになりましたか？受賞作 11/30㊏～12/27㊎

本の展示

●会場 記念図書館及び日立シビックセンター1階ギャラリー
●内容 としょかんいんにチャレンジ、本のリサイクルコーナー、
　　　 手作りコーナー、おはなし会など

としょかんまつり2019 ［日時］ 12/7㊏ 9：30～15：30

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。
※プレ公演は、令和元年８月２５日に、多賀市民会館で行われました。

【大会のお問合せ】 大会実行委員会事務局（日立市教育委員会生涯学習課） TEL.0294-22-3111（代）

　今年も県内最大級の科学を楽しむイベントがやってきます。“学校ではできない”科学実験や工
作ができるコーナーがナント56種類もあ～る！ 1日かかっても体験しきれない！ 講師は、大学
や高校の先生、研究者、そして大学生や高校生のお兄さんやお姉さんが教えてくれます。貴重な
科学体験が皆さんを待っています。作った作品は、全部持って帰れるので、袋を持参してね。

第19回 青少年のための科学の祭典・日立大会第19回 青少年のための科学の祭典・日立大会 12/1㊐ 9：30～15：30

【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　【入場料】 無料
【主催】 青少年のための科学の祭典・日立大会実行委員会　【共催】 公益財団法人 日立市民科学文化財団

みらい
実験教室Ⅰ
みらい
実験教室Ⅰ

美味しい秘密はDNAにあり！
野菜からDNAを取ってみよう
美味しい秘密はDNAにあり！
野菜からDNAを取ってみよう

［時間、人数］ 10：00～、11：30～、14：00～
 （各回60分、先着16人）

［会　場］ 日立シビックセンター科学館アトリエ
［講　師］ 農研機構 生物機能利用研究部門
［対　象］ 小学3年生～小学6年生
［内　容］ 野菜から DNA（遺伝子）を抽出した

り、品種改良と DNA の関係のお話を研究者から伺います。
［持ち物］ 筆記用具、デジカメ（スマホ可）
［申込方法］ 10/21㊊から希望時間、名前、住所、学年、携帯電話番号を

saiten.hitachi2@gmail.comへ

みらい
実験教室Ⅱ
みらい
実験教室Ⅱ

分光器を作って、色んな光を観察
しよう～光の波長の不思議な世界～
分光器を作って、色んな光を観察
しよう～光の波長の不思議な世界～

［時間、人数］ 10：30～、13：30～
 （各回90分、先着20人）

［会　場］ 日立シビックセンター会議室 101 号
［講　師］ 量研機構 那珂核融合研究所
［対　象］ 小学3年生～小学6年生
［内　容］ 光を虹色に分ける分光器を製作し

色々な光源を観察したり、太陽と同じエネルギーを生み出す
核融合技術のお話を研究者から伺います。

［申込方法］ 10/21㊊から希望時間、名前、住所、学年、携帯電話番号を
saiten.hitachi3@gmail.comへ

PiCK UP 3

観覧
無料点灯

時間
会場

点
灯

式 11/23土　 16：30～

祝祝祝

点
灯

式 11/23土　 16：30～

祝

  シンガーソングライター
 石崎ひゅーい

スペシャルゲスト
スペシャルゲスト

日立シビックセンターの情報を受け取りませんか
各種イベントの情報を印刷物のほか、各種ＳＮＳでも発信しています。
ぜひ、登録して情報をお受け取りください。

（印刷物の郵送をご希望の方は左記をご覧ください）

日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の
イベントの様子や、撮影スポットなどを紹介しています。

Instagramでフォロー、画像投稿をして盛り上がりませんか？

hitachi_civic_centerをフォローしてください。

日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館のコンサート・
イベント情報、科学館・天球劇場情報、講座・募集情報　ほか

お送りする主な情報

@hitachicivic  で検索Facebook Twitter LINENEW

ＬＩＮＥお友達限定で、プレゼントキャンペーン、割引クーポン、
スタンプカードなども配信しています。ぜひご登録ください！

ＬＩＮＥで「日立シビックセンター」をお友達登録しませんか？

ＱＲコードを読み込み、お友達追加ボタンを押してください。

この冊子を３ヶ月に１度ご自宅へ郵送いたします。（送料無料）
ご希望の方は、Eメール又は電話でお申し込みください。
Eメールでのお申し込みの際は件名に「イベントインフォ定期購読希望」
と明記のうえ、郵便番号、住所、氏名、フリガナを送信してください。

※日立市内の保育園、幼稚園、認定こども園及び公立小中学校では、毎号全
員に配布をしておりますので、御家族の方は御遠慮ください。

※皆様の個人情報は利用・管理を徹底し、当財団広報物を発送する以外の目
的では使用しません。

※お申し込み後2年間、郵送いたします。

civic@civic.jp宛

イベントインフォメーションの
定期購読ができます

料金：無料 料金：無料

10 11



PiCK UP お す す め 情 報

PiCK UP 2 Hitachi Starlight
Illumination 201９

日立市の冬を煌びやかに彩るHitachi  Starlight  Illumination☆彡
市制80周年とイルミ20周年のダブルアニバーサリーを祝した色とりどりの花々が新都市
広場に広がります。

日 立シビックセンタ ー 内 の 施 設
視聴覚センター地下1階 記念図書館1  階

ランチメニューは厳選素材を使用したスープカ
レーと彩り豊かなワンプレート御膳など多数。カ
フェ・夜の営業ともに予約可能です。店頭にて
お弁当も販売しております。季節によって、かき
氷、地産熟成焼き芋も販売します。

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

三菱日立パワーシステムズ（株） 日立工場
創立5周年記念　チャリティイベント

12/14㊏ 開場15：30 開演16：00
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］     前売 2,000円
　　　　　　　　　当日 3,000円
　　　　　　　　　    9月14日より販売

［出　演］ 歌劇 ザ・レビュー ハウステンボス
［対　象］ 小学生以上

全席指定

問合せ
三菱日立パワーシステムズ（株）
日立工場 日立人事総務グループ 0294-20-7880

［プログラム］  第１部　世界の名作をレビューで…
　　　　　　　　　　  レビュー　蝶々夫人　❀桜のなか　君想う❀
　　　　　　　第２部　ＦＲＥＳＨ　～輝き届ける今～

［チケット販売先］  日立市民会館 0294-22-6481
　　　　　　　日立シビックセンター 0294-24-7711
　　　　　　　多賀市民会館 0294-34-1727

※写真はイメージです

オペラ・ミュージカル 「日立の玉手箱」
本公演

2020.3/28㊏ 17：00～20：00
          3/29㊐ 13：00～16：00

［会　場］ 日立市民会館
［入場料］ 大　　　人 3,000円
　　　　  高校生以下 1,500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（10月～12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

10/19㊏
20㊐

私を野球に
つれてって

（1949年93分）

ジーン・ケリー
フランク・シナトラ

11/2㊏
 3㊐

望郷
（1937年94分）

ジャン・ギャバン
ミレーユ・バラン

12/21㊏
22㊐

キリマンジャロ
の雪

（1952年117分）

グレゴリー・ペック
エヴァ・ガードナー

申込不要
当日お越しください

10/19㊏、11/2㊏ 各日11：00～11：30
11/7㊍14：30～15：00 ← ※読書週間おはなし会
12/21㊏11：00～11：30
12/26㊍14：30～15：00 ← ※冬休みおはなし会

おはなし会（幼児向け） ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

10/16㊌、23㊌、11/20㊌、27㊌、12/18㊌、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

12/17㊋～19㊍　●対象 3歳～小学生　●定員 15組
●内容 お気に入りのぬいぐるみといっしょにおはなし会に参加し、
　　　 ぬいぐるみはとしょかんにおとまりします。

ぬいぐるみのおとまり会 ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

●展示期間 11/1㊎～11/24㊐　●対象 0歳から中学生
●内容 好きな本を読んで自由に絵をかいていただき、
　　　 その絵を展示します。

本を読んで絵をかこう展 ［絵画募集期間］ 10/10㊍～27㊐

●図書館がすすめるこどもの本展 10/1㊋～10/30㊌
●小中学生の子育て　11月はいばらき教育月間です 11/1㊎～11/28㊍
●お読みになりましたか？受賞作 11/30㊏～12/27㊎

本の展示

●会場 記念図書館及び日立シビックセンター1階ギャラリー
●内容 としょかんいんにチャレンジ、本のリサイクルコーナー、
　　　 手作りコーナー、おはなし会など

としょかんまつり2019 ［日時］ 12/7㊏ 9：30～15：30

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。
※プレ公演は、令和元年８月２５日に、多賀市民会館で行われました。

【大会のお問合せ】 大会実行委員会事務局（日立市教育委員会生涯学習課） TEL.0294-22-3111（代）

　今年も県内最大級の科学を楽しむイベントがやってきます。“学校ではできない”科学実験や工
作ができるコーナーがナント56種類もあ～る！ 1日かかっても体験しきれない！ 講師は、大学
や高校の先生、研究者、そして大学生や高校生のお兄さんやお姉さんが教えてくれます。貴重な
科学体験が皆さんを待っています。作った作品は、全部持って帰れるので、袋を持参してね。

第19回 青少年のための科学の祭典・日立大会第19回 青少年のための科学の祭典・日立大会 12/1㊐ 9：30～15：30

【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　【入場料】 無料
【主催】 青少年のための科学の祭典・日立大会実行委員会　【共催】 公益財団法人 日立市民科学文化財団

みらい
実験教室Ⅰ
みらい
実験教室Ⅰ

美味しい秘密はDNAにあり！
野菜からDNAを取ってみよう
美味しい秘密はDNAにあり！
野菜からDNAを取ってみよう

［時間、人数］ 10：00～、11：30～、14：00～
 （各回60分、先着16人）

［会　場］ 日立シビックセンター科学館アトリエ
［講　師］ 農研機構 生物機能利用研究部門
［対　象］ 小学3年生～小学6年生
［内　容］ 野菜から DNA（遺伝子）を抽出した

り、品種改良と DNA の関係のお話を研究者から伺います。
［持ち物］ 筆記用具、デジカメ（スマホ可）
［申込方法］ 10/21㊊から希望時間、名前、住所、学年、携帯電話番号を

saiten.hitachi2@gmail.comへ

みらい
実験教室Ⅱ
みらい
実験教室Ⅱ

分光器を作って、色んな光を観察
しよう～光の波長の不思議な世界～
分光器を作って、色んな光を観察
しよう～光の波長の不思議な世界～

［時間、人数］ 10：30～、13：30～
 （各回90分、先着20人）

［会　場］ 日立シビックセンター会議室 101 号
［講　師］ 量研機構 那珂核融合研究所
［対　象］ 小学3年生～小学6年生
［内　容］ 光を虹色に分ける分光器を製作し

色々な光源を観察したり、太陽と同じエネルギーを生み出す
核融合技術のお話を研究者から伺います。

［申込方法］ 10/21㊊から希望時間、名前、住所、学年、携帯電話番号を
saiten.hitachi3@gmail.comへ

PiCK UP 3

観覧
無料点灯

時間
会場

点
灯

式 11/23土　 16：30～

祝祝祝

点
灯

式 11/23土　 16：30～

祝

  シンガーソングライター
 石崎ひゅーい

スペシャルゲスト
スペシャルゲスト

日立シビックセンターの情報を受け取りませんか
各種イベントの情報を印刷物のほか、各種ＳＮＳでも発信しています。
ぜひ、登録して情報をお受け取りください。

（印刷物の郵送をご希望の方は左記をご覧ください）

日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の
イベントの様子や、撮影スポットなどを紹介しています。

Instagramでフォロー、画像投稿をして盛り上がりませんか？

hitachi_civic_centerをフォローしてください。

日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館のコンサート・
イベント情報、科学館・天球劇場情報、講座・募集情報　ほか

お送りする主な情報

@hitachicivic  で検索Facebook Twitter LINENEW

ＬＩＮＥお友達限定で、プレゼントキャンペーン、割引クーポン、
スタンプカードなども配信しています。ぜひご登録ください！

ＬＩＮＥで「日立シビックセンター」をお友達登録しませんか？

ＱＲコードを読み込み、お友達追加ボタンを押してください。

この冊子を３ヶ月に１度ご自宅へ郵送いたします。（送料無料）
ご希望の方は、Eメール又は電話でお申し込みください。
Eメールでのお申し込みの際は件名に「イベントインフォ定期購読希望」
と明記のうえ、郵便番号、住所、氏名、フリガナを送信してください。

※日立市内の保育園、幼稚園、認定こども園及び公立小中学校では、毎号全
員に配布をしておりますので、御家族の方は御遠慮ください。

※皆様の個人情報は利用・管理を徹底し、当財団広報物を発送する以外の目
的では使用しません。

※お申し込み後2年間、郵送いたします。

civic@civic.jp宛

イベントインフォメーションの
定期購読ができます

料金：無料 料金：無料
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2020.2/8㊏ 14：00開演
日立シビックセンター 音楽ホール

「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　他
※演奏曲目・曲順は変更になる場合があります。ご了承ください。

Program

第2章

全席指定 一般 3,000円  高校生以下 1,000円

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。

お問合せ：
日立シビックセンター チケットカウンター　TEL：0294-24-7720

● 音楽監督、指揮 松下 京介
● ソリスト
　　ソプラノ 小川 里美
　　ソプラノ 岡部 恵美子
　　メゾ・ソプラノ 大津 香津子
　　テノール 相山 潤平
　　バリトン 清水 良一
● 合唱　ひたちオペラ合唱団
● 演奏　ニューイヤーオペラアンサンブル

10/5発売 12/26
全席
指定

一　　般 3,000円　一般ペア 5,500円
高校生以下 1,000円 （2枚同時購入）

≪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
※曲目は変更になる場合がございます

曲目

出演者に、第4回ひたち野外オ
ペラ≪マクベス≫のマクベス夫
人役の小川里美さん、医師役
の清水良一さんをお招きいた
します。日立を代表するオペラ
歌手3名との共演にご注目くだ
さい。

第22回 ニューイヤーオペラコンサートPiCK UP 4

２０２０.１/１８㊏ 
日立シビックセンター 音楽ホール

開演15：00（開場 14：00）

NEW YEAR

CONCERT

HITACHI CIVIC CENTERThe 22nd

OPERA

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／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

10/20

10/26・27

11/23～1/19

DRUM TAO「RHYTHM of TRIBE～時空旅行記２～」

ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

Hitachi Starlight Illumination 2019

P2

P9

P10

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令和元年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10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 めコン サ ート情 報 チケットぴあ取扱 ローソンチケット取扱

ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

ニューイヤーオペラコンサート Hitachi Starlight Illumination 2019※写真は前回の様子

チケット発送も行っていますのでご利用ください。

催し物・前売り・講座情報 P.2-5 / 科学館・天球劇場 P.6-7 / お知らせ・PiCK UP情報 P.8-11 / おすすめコンサート情報・アクセス P.12

レコメン!!Vol.6 akiko
-Rockin' Jivin' Swingin' in HITACHI-

DRUM TAO
「RHYTHM of TRIBE
～時空旅行記２～」

お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター　TEL：0294-24-7720

PiCK UP 5 洋楽文庫第2章 仲道郁代 オール・シューマン・プログラム

©及川隆史

※完成イメージとなります。

発売中 2020.
1/25

HITACHI CIVIC

EVENT
INFORMATIONINFORMATION

2019

日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館

10.11.12


