
［日　時］ 5/9㊏日立会場 9：00～20：00　5/10㊐多賀会場 8：00～18：00
［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

［申込み］ 3/14㊏ 10：０0～4/17㊎ 18：０0　TEL.0294-24-7711またはHPから

「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

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2年2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2月２4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、募集を締切りますので、ご了承ください。

©Akira Muto

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。

［練習日］ 毎週土曜日 14：00～17：00　［会　場］ 日立シビックセンター
［団　費］ 5,000円/月　［対　象］ 小学2年生～高校3年生
［募集人数］ 初心者/5人　経験者/随時募集（要相談）
［申込み］ ～4/20㊊　FAX.0294-24-7979またはメールhall@civic.jp
　　　　  申込書はHPからダウンロードしてください。

［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

6月から月1回程度の太鼓講座を実施し、10/10のひたち秋祭り～郷土芸能大祭に出演し
ます。

［期　間］ 6月～10月
［会　場］ 日立シビックセンター　［参加料］ 2,500円
［募集人数］ 100人　［講　師］ 民族歌舞団荒馬座、日立太鼓連盟
［申込み］ 5/16㊏ 10：０0～6/5㊎ 18：０0

TEL.0294-24-7711またはHPから

「100人日立ぶち合わせ太鼓」参加者募集

各地で活躍する実験名人が大集合！1日限定のイベントです。

［日　時］ 8/30㊐ ①10：00～12：00 ②13：30～15：30
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール　［参加料］ 無料
［募集人数］ 各250名　［申込み］ 7/5㊐ 10：０0～8/29㊏ 23：00　HPから
［問合せ］ 日立シビックセンター科学館 0294-24-7731

「第28回日立サイエンスショーフェスティバル」観覧者募集

日立の四季を彩る魅力的な風景や、イベントなどの写真を募集します。

※１～3月号の内容を一部変更しております。

［申込み］ 4/1㊌ 9：00～8/31㊊ 17：00　直接または郵送で日立市民会館まで

令和3年版「カレンダー ふるさと日立」掲載写真募集
アジアを中心とした国々の文化・芸術を広める活動（講演会や料理サロンなど）を行ってい
ます。国際交流に興味のある方、ぜひ一緒に活動しましょう。

［活動日］ 毎月第3金曜日13：30～15：00（予定）
［会　場］ 日立シビックセンター
［会　費］ 無料（催しにより参加料がかかる場合あり）　［対　象］ 高校生以上
［申込み］ TEL.0294-24-7711　FAX.0294-24-7970

メールsalon@civic.jpまたはHPから

「ひたちとアジアの文化交流をすすめる会」会員募集

7/19㊐
15：00開演

［料　金］ 全席指定
一般席　　　　 5,000円
ステージサイド席 4,000円

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［チケット］ 4/25㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720読売日本交響楽団演奏会

8/25㊋、8/26㊌
各日18：30開演

［出　演］ 真打 初音家左橋 ほか
［料　金］ 全席指定

1日券 　   3,000円
２日通し券 5,500円

［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［チケット］ 6/6㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720ひたち納涼寄席

9/21㊊㊗
17：00開演

［出　演］ 鵜澤久（観世流） ほか
［料　金］ 全席指定

S席 5,000円、A席 3,000円
高校生以下 1,000円

［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場
［チケット］ 6/13㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

初秋 ひたち能と狂言
～ひたち薪能

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）

7/31㊎
18：00開演

［料　金］ 全席自由
500円

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［チケット］ 6/6㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

夏のひみつ基地
かなでの森 特別コンサート

9/19㊏
16：00開演

［料　金］ 全席指定
6,500円

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 5/9㊏ 9：00発売
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

ベンチャーズ
ジャパン・ツアー2020

三井住友海上文化財団  ときめくひととき第868回
吉野直子  ハープ・リサイタル高嶋ちさ子　～ゆかいな音楽会～

ひたち国際大道芸2020

EVENT
INFORMATION
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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



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)

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」
4/11㊏ 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 

日立シビックセンター市民音楽企画
第30回ひたち出身者によるコンサート「音楽の園」

今年で30回目となる演奏会です。ひたちにゆかりがあり、茨城県内外で活躍して
いる演奏家４組が出演します。

4/12㊐ 14：00開演
［出　演］ 石井来実（ピアノ）、瓦吹弘樹（フルート）、大越菜奈（ピアノ）、藤貴史（トランペット）
［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
［曲　目］ ドビュッシー　喜びの島

H.デュティユー　フルートとピアノのためのソナチネ
ショパン　ワルツ第4番「猫のワルツ」作品34-3
追栄祥　3つの小品～4本のトランペットのための～ 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

子どもたちが選んだディズニーとジブリの音楽からクラシックの名曲まで様々な曲が
楽しめるコンサートです。楽器体験ではヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスの
4種が体験できます。

ひたちジュニア弦楽合奏団 スプリングコンサート2020
4/19㊐ 14：00～16：00
第1部「楽器体験」 14：00～14：45／第2部「コンサート」 15：00～16：00
※楽器体験の受付は13：３０から先着順。定員に達し次第受付を終了いたします。

［出　演］ 蒲生克郷（指揮）
［料　金］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［曲　目］ ディズニー映画『南部の唄』より「ジッパ・ディー・ドゥー・ダー」

映画『千と千尋の神隠し』より「いつも何度でも」
ウォーロック　カプリオール組曲 ほか

［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7755

【募集について】　定員に達した場合は、募集を締切りますので、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）

○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】

チケットぴあ取扱 ローソンチケット取扱

4月の情報

駅前観望会「今年最大の満月」

2020年の中で地球と月が最接近する日に、日立駅前の広場で望遠鏡を使って月や惑星を観察して
みませんか。
※曇雨天時は中止、開催の有無についてはHPをご確認ください。

4/8㊌ 19：00～20：00
［料　金］ 無料
［会　場］ ＪＲ日立駅中央口前
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731

Civic Dance Fes. 2020

市内外から公募により集まったダンサーが様々な踊りを披露する日立市春のダンスの祭典です。参
加者も募集中です。詳細はHPをご覧ください。

4/4㊏ 10：00～16：00
［料　金］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711

若者による屋外コンサート「NEW WIND THEATER」

市内中高生による屋外吹奏楽コンサートです。休日のひとときを楽しい音楽とともに過ごしてみ
ませんか。

4/26㊐ 11：00～11：45／13：30～14：15
［料　金］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7755

大人のための天文教室－春の星空巡り

春の星座と、探査機によってわかってきた金星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 会議室501号
［講　師］ 増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）
［申込み］ 3/12㊍ 10：00～ 0294-24-７７３１

アロマで愉しむプラネタリウム～春の香り～

4/18㊏ 19：00～19：50、4/19㊐ 18：00～18：50
［料　金］ 全席自由 大人 530円、小人 320円

※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。
※年間パスポートもご利用いただけます。（要事前チケット引換）

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［チケット］ 3/14㊏発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731

春をイメージした香りの中、春の夜空に描かれる星座たちをご紹介します。開場前に「アロマで愉し
む工作（参加料100円）」を開催します。

観望のためのプラネタリウム＆観望会「金星」

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、金星を中
心に観察します。
※曇雨天時は双眼鏡を使ったプラネタリウム上映のみを行います。

4/25㊏ 18：30～20：00
［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・屋上

［問合せ］ 日立シビックセンター
0294-24-7731
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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)

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」
4/11㊏ 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 

日立シビックセンター市民音楽企画
第30回ひたち出身者によるコンサート「音楽の園」

今年で30回目となる演奏会です。ひたちにゆかりがあり、茨城県内外で活躍して
いる演奏家４組が出演します。

4/12㊐ 14：00開演
［出　演］ 石井来実（ピアノ）、瓦吹弘樹（フルート）、大越菜奈（ピアノ）、藤貴史（トランペット）
［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
［曲　目］ ドビュッシー　喜びの島

H.デュティユー　フルートとピアノのためのソナチネ
ショパン　ワルツ第4番「猫のワルツ」作品34-3
追栄祥　3つの小品～4本のトランペットのための～ 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

子どもたちが選んだディズニーとジブリの音楽からクラシックの名曲まで様々な曲が
楽しめるコンサートです。楽器体験ではヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスの
4種が体験できます。
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第1部「楽器体験」 14：00～14：45／第2部「コンサート」 15：00～16：00
※楽器体験の受付は13：３０から先着順。定員に達し次第受付を終了いたします。

［出　演］ 蒲生克郷（指揮）
［料　金］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［曲　目］ ディズニー映画『南部の唄』より「ジッパ・ディー・ドゥー・ダー」

映画『千と千尋の神隠し』より「いつも何度でも」
ウォーロック　カプリオール組曲 ほか

［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7755

【募集について】　定員に達した場合は、募集を締切りますので、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）

○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
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チケットぴあ取扱 ローソンチケット取扱

4月の情報

駅前観望会「今年最大の満月」

2020年の中で地球と月が最接近する日に、日立駅前の広場で望遠鏡を使って月や惑星を観察して
みませんか。
※曇雨天時は中止、開催の有無についてはHPをご確認ください。

4/8㊌ 19：00～20：00
［料　金］ 無料
［会　場］ ＪＲ日立駅中央口前
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731
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市内外から公募により集まったダンサーが様々な踊りを披露する日立市春のダンスの祭典です。参
加者も募集中です。詳細はHPをご覧ください。

4/4㊏ 10：00～16：00
［料　金］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場
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若者による屋外コンサート「NEW WIND THEATER」

市内中高生による屋外吹奏楽コンサートです。休日のひとときを楽しい音楽とともに過ごしてみ
ませんか。

4/26㊐ 11：00～11：45／13：30～14：15
［料　金］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7755

大人のための天文教室－春の星空巡り

春の星座と、探査機によってわかってきた金星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 会議室501号
［講　師］ 増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）
［申込み］ 3/12㊍ 10：00～ 0294-24-７７３１

アロマで愉しむプラネタリウム～春の香り～

4/18㊏ 19：00～19：50、4/19㊐ 18：00～18：50
［料　金］ 全席自由 大人 530円、小人 320円

※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。
※年間パスポートもご利用いただけます。（要事前チケット引換）

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［チケット］ 3/14㊏発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731

春をイメージした香りの中、春の夜空に描かれる星座たちをご紹介します。開場前に「アロマで愉し
む工作（参加料100円）」を開催します。

観望のためのプラネタリウム＆観望会「金星」

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、金星を中
心に観察します。
※曇雨天時は双眼鏡を使ったプラネタリウム上映のみを行います。

4/25㊏ 18：30～20：00
［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・屋上

［問合せ］ 日立シビックセンター
0294-24-7731
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※前回の様子です

第27回ひたちビッグバンドフェスティバル

市内外のアマチュアビッグバンドによる夢の競演。スタンダードジャズ、ラテン、ポピュラー、映画音楽
など各バンドの演奏とフィナーレの合同演奏をお楽しみください。

5/10㊐ 13：00開演
［出　演］ 市内外のアマチュアビッグバンド 
［料　金］ 全席指定 500円
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

駅前観望会「上弦の月」

５/１は上弦の月です。
日立駅前の広場で望遠鏡を使って月や惑星
を観察してみませんか。
※曇雨天時は中止、開催の有無については
HPをご確認ください。

5/1㊎ 19：00～20：00
［料　金］ 無料
［会　場］ ＪＲ日立駅中央口前
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731

多文化共生や、子どもたちの教育などについてお
話しします。

5/23㊏ 14：00～15：30
［講　師］ 横溝環

（茨城大学 人文社会科学部 准教授）
［料　金］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター

会議室502号
［申込み］ 4/19㊐ 10：00～ 

0294-24-7711

ひたちとアジアの文化交流をすすめる会講演会

子どもの日イベント「科学×クッキング」

食材でできる科学実験を親子で楽しむ教
室です。午前は「色変わり焼きそば」、午後
は「電気パン」を作ります。
※食品アレルギーのある方は参加不可。

5/5㊋㊗ 10：30～12：00
 13：30～15：00

［参加料］ 500円
［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

（午後は幼児も可）
［申込み］ 4/5㊐ 10：00～ 

0294-24-7731

母の日イベント「花のバスボム作り」

ドライフラワーとアロマオイルを使用した入浴剤作りです。

5/9㊏ 10：30～11：30
 13：30～14：30

［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター

科学館オリエンテーションルーム
（旧地下1階科学館入口）

［対　象］ 親子
［申込み］ 4/5㊐ 10：00～ 

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)

5/9㊏ 11：00～11：30
※10：３０から会場内で絵本の読み聞かせ
　も行います。

［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

［協　力］ 日立市立記念図書館
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731

観望のためのプラネタリウム＆観望会「二重星」

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、二重星を
中心に観察します。
※曇雨天時には双眼鏡を使ったプラネタリウム上映のみを行います。

5/23㊏ 19：00～20：30
［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・屋上
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731

ミュージックトレイン2020「レッツブラスinパティオ」

午前中は、当日限りの大編成バンドによる合奏、午後は合
奏参加者による音楽ホールでの演奏会を行います。

5/5㊋㊗ 11：00～12：00／14：00～16：00
［料　金］ 観覧無料
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場、音楽ホール
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7755

演奏参加者募集
［時　間］ 8：00～16：00※パート練習、リハーサルを含む
［参加料］ 500円（高校生以下 300円）
［対　象］ 吹奏楽経験のある方（楽器はご持参ください）
［申込み］ 2/29㊏～4/18㊏ 0294-24-7755

高嶋ちさ子 ～ゆかいな音楽会～

ヴァイオリニスト高嶋ちさ子の日立公演がついに開催！
ピアノクインテットとともに、クラシックの名曲や映画音楽などをお届けするコンサート。
バラエティ番組でお馴染みの歯に衣着せぬトークもお楽しみに！

5/5㊋㊗ 14：00開演
［出　演］ 高嶋ちさ子（ヴァイオリン）

藤堂昌彦・森本安弘（ヴァイオリン）、長石篤志（ヴィオラ）、西方正輝（チェロ）、伊賀拓郎（ピアノ）
※メンバーは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

［料　金］ 全席指定 5,500円
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 発売中
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

ひたち国際大道芸2020

“笑い！感動！驚き！の2日間”。今年は日立会場の新都市広場が大爆
発!?日立会場のフィナーレを飾る「夜会」では、神秘的でファンタ
ジックな空間が展開されます。

5/9㊏ 12：00～19：30、5/10㊐ 11：00～17：00
雨天決行※雨天時は、プログラムを変更する場合があります。

［料　金］ 両日とも観覧無料
［会　場］ 5/9㊏ 日立会場（JR日立駅周辺）

5/10㊐ 多賀会場（JR常陸多賀駅周辺）
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711

若者による屋外コンサート「NEW WIND THEATER」

市内中高生による屋外吹奏楽コンサートです。休日のひとときを楽しい音楽とともに過ごしてみ
ませんか。

5/30㊏ 11：00～11：45／13：30～14：15
［料　金］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7755
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※前回の様子です

第27回ひたちビッグバンドフェスティバル

市内外のアマチュアビッグバンドによる夢の競演。スタンダードジャズ、ラテン、ポピュラー、映画音楽
など各バンドの演奏とフィナーレの合同演奏をお楽しみください。

5/10㊐ 13：00開演
［出　演］ 市内外のアマチュアビッグバンド 
［料　金］ 全席指定 500円
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

駅前観望会「上弦の月」

５/１は上弦の月です。
日立駅前の広場で望遠鏡を使って月や惑星
を観察してみませんか。
※曇雨天時は中止、開催の有無については
HPをご確認ください。

5/1㊎ 19：00～20：00
［料　金］ 無料
［会　場］ ＪＲ日立駅中央口前
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731

多文化共生や、子どもたちの教育などについてお
話しします。

5/23㊏ 14：00～15：30
［講　師］ 横溝環

（茨城大学 人文社会科学部 准教授）
［料　金］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター

会議室502号
［申込み］ 4/19㊐ 10：00～ 

0294-24-7711

ひたちとアジアの文化交流をすすめる会講演会

子どもの日イベント「科学×クッキング」

食材でできる科学実験を親子で楽しむ教
室です。午前は「色変わり焼きそば」、午後
は「電気パン」を作ります。
※食品アレルギーのある方は参加不可。

5/5㊋㊗ 10：30～12：00
 13：30～15：00

［参加料］ 500円
［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

（午後は幼児も可）
［申込み］ 4/5㊐ 10：00～ 

0294-24-7731

母の日イベント「花のバスボム作り」

ドライフラワーとアロマオイルを使用した入浴剤作りです。

5/9㊏ 10：30～11：30
 13：30～14：30

［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター

科学館オリエンテーションルーム
（旧地下1階科学館入口）

［対　象］ 親子
［申込み］ 4/5㊐ 10：00～ 

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)

5/9㊏ 11：00～11：30
※10：３０から会場内で絵本の読み聞かせ
　も行います。

［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

［協　力］ 日立市立記念図書館
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731

観望のためのプラネタリウム＆観望会「二重星」

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、二重星を
中心に観察します。
※曇雨天時には双眼鏡を使ったプラネタリウム上映のみを行います。

5/23㊏ 19：00～20：30
［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・屋上
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731

ミュージックトレイン2020「レッツブラスinパティオ」

午前中は、当日限りの大編成バンドによる合奏、午後は合
奏参加者による音楽ホールでの演奏会を行います。

5/5㊋㊗ 11：00～12：00／14：00～16：00
［料　金］ 観覧無料
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場、音楽ホール
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7755

演奏参加者募集
［時　間］ 8：00～16：00※パート練習、リハーサルを含む
［参加料］ 500円（高校生以下 300円）
［対　象］ 吹奏楽経験のある方（楽器はご持参ください）
［申込み］ 2/29㊏～4/18㊏ 0294-24-7755

高嶋ちさ子 ～ゆかいな音楽会～

ヴァイオリニスト高嶋ちさ子の日立公演がついに開催！
ピアノクインテットとともに、クラシックの名曲や映画音楽などをお届けするコンサート。
バラエティ番組でお馴染みの歯に衣着せぬトークもお楽しみに！

5/5㊋㊗ 14：00開演
［出　演］ 高嶋ちさ子（ヴァイオリン）

藤堂昌彦・森本安弘（ヴァイオリン）、長石篤志（ヴィオラ）、西方正輝（チェロ）、伊賀拓郎（ピアノ）
※メンバーは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

［料　金］ 全席指定 5,500円
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 発売中
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

ひたち国際大道芸2020

“笑い！感動！驚き！の2日間”。今年は日立会場の新都市広場が大爆
発!?日立会場のフィナーレを飾る「夜会」では、神秘的でファンタ
ジックな空間が展開されます。

5/9㊏ 12：00～19：30、5/10㊐ 11：00～17：00
雨天決行※雨天時は、プログラムを変更する場合があります。

［料　金］ 両日とも観覧無料
［会　場］ 5/9㊏ 日立会場（JR日立駅周辺）

5/10㊐ 多賀会場（JR常陸多賀駅周辺）
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711

若者による屋外コンサート「NEW WIND THEATER」

市内中高生による屋外吹奏楽コンサートです。休日のひとときを楽しい音楽とともに過ごしてみ
ませんか。

5/30㊏ 11：00～11：45／13：30～14：15
［料　金］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7755
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三井住友海上文化財団 ときめくひととき第868回
吉野直子  ハープ・リサイタル

6/3㊌ 18：30開演
［料　金］ 全席指定 一般 １，０00円、高校生以下 500円
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［チケット］ 4/18㊏発売 
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

世界的なハープの名手、吉野直子が奏でる華麗で天上の響きをお楽しみください。

©Akira Muto©Akira Muto

第168回 文化サロン
私が絵本作家になるまで
　～支えてくれた大好きな人たちの存在～

決して平坦ではなく、長かった道のり。「絵を描きたい」という気持ちだけは、どうしても諦めき
れなかった私が、絵本作家になれたのは・・・
『生きるということ』を軸に活動を始めた日立市在住の絵本作家satocoによるミニ講演会
です。

6/13㊏ 13：30～15：00
［参加料］ 無料
［会　場］ 日立市民会館 111号室
［講　師］ satoco
［申込み］ 4/11㊏ 9：30～  0294-22-6481

プログラミング教室

「スクラッチ」を使ってプログラミングについて学びます。

6/6㊏、6/13㊏、6/20㊏※全3回の講座
各日10：30～12：00（初心者向け）／13：30～15：00

［参加料］ 2,000円
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館オリエンテーションルーム

（旧地下1階科学館入口）
［講　師］ 梅津信幸（茨城大学 工学部）
［対　象］ 小学3～6年生※全3回を受講できる方
［申込み］ 5/10㊐ 10:00～　0294-24-7731

観望のためのプラネタリウム＆観望会「月」

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。
※曇雨天時は、双眼鏡を使ったプラネタリウム上映のみ行います。

6/27㊏ 19：00～20：30
［参加料］ 大人 530円、小人 320円、幼児無料

※年間パスポートでの入場可
［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

夏のひみつ基地
シビックサロン「おはなしもぐもぐ～『桃太郎』の“きびだんご”ってどんな味？～」

『桃太郎』のお話を聞いた後、きびだんごを作って食べま
す。キミはこれを食べて鬼ヶ島に行けるか！？

7/30㊍ 13：00～14：30
［参加料］ １,０００円
［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［講　師］ 製菓：藤田浩一（御菓子司 風月堂 店主）

朗読：日立市立記念図書館
［対　象］ 年長～小学生とその保護者
［申込み］ ６/１３㊏ 10：00～ 0294-24-7711

駅前観望会「小望月」

６/5は小望月（満月前夜の月）です。日立駅前の広場
で望遠鏡を使って月や惑星を観察してみませんか。
※曇雨天時は中止、開催の有無についてはHPをご
確認ください。

6/5㊎ 19：30～20：30
［料　金］ 無料
［会　場］ ＪＲ日立駅中央口前
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731

父の日イベント「UVレジンのキーホルダー作り」

親子でおそろいのキーホルダーを作ります。

6/21㊐
10：30～11：30／13：30～14：30

［料　金］ ８00円
［会　場］ 日立シビックセンター

科学館オリエンテーションルーム
（旧地下1階科学館入口）

［対　象］ 親子
［申込み］ 5/24㊐ 10：00～

0294-24-７７３１

大人のための天文教室－初夏の星空と太陽観察

6/11㊍ 10：30～12：00
［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室501号
［講　師］ 増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）
［申込み］ 5/12㊋ 10：00～　0294-24-７７３１
初夏の星座や、６/２１に起こる部分日食についてのお話と、望遠鏡を使って太陽観察をします。初心
者向けの講座です。

※イメージです。

はじめてのかがく
6/20㊏
10：00～10：30／12：00～12：30

［参加料］ 200円（先着10組）
［会　場］ 日立シビックセンター

科学館オリエンテーションルーム
（旧地下1階科学館入口）

［対　象］ 幼児と保護者
［申込み］ 開始5分前までに会場にて受付

（事前予約 ０２９４-２４-７７３１）
小さなお子様向けの工作教室です。

はじめてのプラネタリウム番組上映「こぐま座のティオ」

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)

6/13㊏ 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

夏のひみつ基地
かなでの森

7/23と7/30は、色々なものを使って簡単な楽器作りをする音楽ワークショップ！作った楽器で参加
できるミニコンサートも行います。
7/28は、音楽を使ったサイエンスショー！一緒に参加できる内容です。
7/31は、ワークショップのアーティストたちが共演するコンサートを開催します。チケットについて
は、裏表紙をご覧ください。

7/23㊍㊗、7/28㊋、7/30㊍
各日10：30～12：00

［料　金］ 各500円
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［対　象］ 年長～小学生
［申込み］ 6/14㊐ 10:00～ 0294-24-7755

夏のひみつ基地
シビックサロン「和菓子作り＆茶道体験」

可愛くて美味しいデコ和菓子を作って、自分で点てた抹茶と一緒に味わいます。
この夏は、和の文化を体験しよう！

8/10㊊㊗
①10：00～11：00 ②11：30～12：30
③13：30～14：30 ④15：00～16：00

［参加料］ ８００円
［会　場］ 日立シビックセンター 和室、茶室
［講　師］ 製菓：内山麻里（nico nico time 和菓子教室）

茶道：日立茶道連盟
［対　象］ ①②小学1～3年生、③④小学4～6年生
［申込み］ ６/２７㊏ 10：00～ 0294-24-7711

※イメージです。

夏のひみつ基地
ホールのウラがわノゾキ見ツアー

日立シビックセンターにある2つのホールの裏側を探検します。音響・照明の操作体験や楽屋見学、
ステージでスポットライトを浴びて出演者の気分を体験したりと盛りだくさんのツアーです。

7/25㊏
10：30～12：00／14：00～15：30

［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター

多用途ホール、音楽ホール
［対　象］ 小学生とその保護者
［申込み］ 6/20㊏ 10：00～

0294-24-7755

6月の情報

参加者募集
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三井住友海上文化財団 ときめくひととき第868回
吉野直子  ハープ・リサイタル

6/3㊌ 18：30開演
［料　金］ 全席指定 一般 １，０00円、高校生以下 500円
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［チケット］ 4/18㊏発売 
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

世界的なハープの名手、吉野直子が奏でる華麗で天上の響きをお楽しみください。

©Akira Muto©Akira Muto

第168回 文化サロン
私が絵本作家になるまで
　～支えてくれた大好きな人たちの存在～

決して平坦ではなく、長かった道のり。「絵を描きたい」という気持ちだけは、どうしても諦めき
れなかった私が、絵本作家になれたのは・・・
『生きるということ』を軸に活動を始めた日立市在住の絵本作家satocoによるミニ講演会
です。

6/13㊏ 13：30～15：00
［参加料］ 無料
［会　場］ 日立市民会館 111号室
［講　師］ satoco
［申込み］ 4/11㊏ 9：30～  0294-22-6481

プログラミング教室

「スクラッチ」を使ってプログラミングについて学びます。

6/6㊏、6/13㊏、6/20㊏※全3回の講座
各日10：30～12：00（初心者向け）／13：30～15：00

［参加料］ 2,000円
［会　場］ 日立シビックセンター 科学館オリエンテーションルーム

（旧地下1階科学館入口）
［講　師］ 梅津信幸（茨城大学 工学部）
［対　象］ 小学3～6年生※全3回を受講できる方
［申込み］ 5/10㊐ 10:00～　0294-24-7731

観望のためのプラネタリウム＆観望会「月」

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。
※曇雨天時は、双眼鏡を使ったプラネタリウム上映のみ行います。

6/27㊏ 19：00～20：30
［参加料］ 大人 530円、小人 320円、幼児無料

※年間パスポートでの入場可
［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

夏のひみつ基地
シビックサロン「おはなしもぐもぐ～『桃太郎』の“きびだんご”ってどんな味？～」

『桃太郎』のお話を聞いた後、きびだんごを作って食べま
す。キミはこれを食べて鬼ヶ島に行けるか！？

7/30㊍ 13：00～14：30
［参加料］ １,０００円
［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［講　師］ 製菓：藤田浩一（御菓子司 風月堂 店主）

朗読：日立市立記念図書館
［対　象］ 年長～小学生とその保護者
［申込み］ ６/１３㊏ 10：00～ 0294-24-7711

駅前観望会「小望月」

６/5は小望月（満月前夜の月）です。日立駅前の広場
で望遠鏡を使って月や惑星を観察してみませんか。
※曇雨天時は中止、開催の有無についてはHPをご
確認ください。

6/5㊎ 19：30～20：30
［料　金］ 無料
［会　場］ ＪＲ日立駅中央口前
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731

父の日イベント「UVレジンのキーホルダー作り」

親子でおそろいのキーホルダーを作ります。

6/21㊐
10：30～11：30／13：30～14：30

［料　金］ ８00円
［会　場］ 日立シビックセンター

科学館オリエンテーションルーム
（旧地下1階科学館入口）

［対　象］ 親子
［申込み］ 5/24㊐ 10：00～

0294-24-７７３１

大人のための天文教室－初夏の星空と太陽観察

6/11㊍ 10：30～12：00
［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室501号
［講　師］ 増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）
［申込み］ 5/12㊋ 10：00～　0294-24-７７３１
初夏の星座や、６/２１に起こる部分日食についてのお話と、望遠鏡を使って太陽観察をします。初心
者向けの講座です。

※イメージです。

はじめてのかがく
6/20㊏
10：00～10：30／12：00～12：30

［参加料］ 200円（先着10組）
［会　場］ 日立シビックセンター

科学館オリエンテーションルーム
（旧地下1階科学館入口）

［対　象］ 幼児と保護者
［申込み］ 開始5分前までに会場にて受付

（事前予約 ０２９４-２４-７７３１）
小さなお子様向けの工作教室です。

はじめてのプラネタリウム番組上映「こぐま座のティオ」

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)

6/13㊏ 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

夏のひみつ基地
かなでの森

7/23と7/30は、色々なものを使って簡単な楽器作りをする音楽ワークショップ！作った楽器で参加
できるミニコンサートも行います。
7/28は、音楽を使ったサイエンスショー！一緒に参加できる内容です。
7/31は、ワークショップのアーティストたちが共演するコンサートを開催します。チケットについて
は、裏表紙をご覧ください。

7/23㊍㊗、7/28㊋、7/30㊍
各日10：30～12：00

［料　金］ 各500円
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［対　象］ 年長～小学生
［申込み］ 6/14㊐ 10:00～ 0294-24-7755

夏のひみつ基地
シビックサロン「和菓子作り＆茶道体験」

可愛くて美味しいデコ和菓子を作って、自分で点てた抹茶と一緒に味わいます。
この夏は、和の文化を体験しよう！

8/10㊊㊗
①10：00～11：00 ②11：30～12：30
③13：30～14：30 ④15：00～16：00

［参加料］ ８００円
［会　場］ 日立シビックセンター 和室、茶室
［講　師］ 製菓：内山麻里（nico nico time 和菓子教室）

茶道：日立茶道連盟
［対　象］ ①②小学1～3年生、③④小学4～6年生
［申込み］ ６/２７㊏ 10：00～ 0294-24-7711

※イメージです。

夏のひみつ基地
ホールのウラがわノゾキ見ツアー

日立シビックセンターにある2つのホールの裏側を探検します。音響・照明の操作体験や楽屋見学、
ステージでスポットライトを浴びて出演者の気分を体験したりと盛りだくさんのツアーです。

7/25㊏
10：30～12：00／14：00～15：30

［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター

多用途ホール、音楽ホール
［対　象］ 小学生とその保護者
［申込み］ 6/20㊏ 10：00～

0294-24-7755

6月の情報
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8 9

1日100人限定

無料

科学館または天球劇場の

入館料50円引き
有効期限：2020/6/28㊐

チケット購入時に、
本誌をご提示ください

【割引券】

天球劇場
プラネタリウム科 学 館

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（～ 4/5㊐まで）

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】

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。

4/3㊎、5/4㊊㊗
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。ひざ掛けを先着順で貸出します。（10名分）
持込みも可能です。

4/2㊍
5/5㊋㊗

「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出
します。（30名分）持込みも可能です。全編生解説です。

4/1㊌、4/29㊌㊗
5/6㊌㊡
土曜日

「魅力再発見！
メガスターの世界」

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

●4/1㊌～5/6㊌㊡

Space Dreamers生

こぐま座のティオ生

13：00

14：30

16：00

11：00

4/1㊌～4/3㊎と土・日曜日、祝休日

Space Dreamers季

ラジオ番組「モーニングレディオ」の公開収録に
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！～

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

月・金・日曜 星と宇宙を楽しむプラネタリウム
デイリープラネタリウム

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

●5/9㊏～7/12㊐

たいようくんとおつきちゃん生

13：00

14：30

16：00

11：00

土・日曜日

アースシンフォニー季

土曜 魅力再発見！メガスターの世界
デイリープラネタリウム

日曜 星と宇宙を楽しむプラネタリウム

ミニ科学館

実験装置大集合

5/2㊏～5/6㊌㊡ 10：00～18：00
●場所　日立シビックセンター 科学館オリエンテーションルーム（旧地下1階科学館入口）

ミニ科学館スペシャル「宇宙展」

実験コーナー

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。
絵本タッチのやさしい内容で、季節の星座につ
いても楽しく学べます。

たいようくんと
おつきちゃん

季節の星座のお友だちと力を合わせて、
ティオと一緒に天の川のピンチを助けに
行こう！参加型の演出で、星空への興味を
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

宇宙から日立に届いた謎のメッセージ。その発
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。

ヒタチタビダチ
～緊急！天球！未知の宇宙へ！～

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

天球劇場作成
オリジナル番組

「運動の実験」4月 「電気・磁石の実験」5月 「音の実験」6月

【開館時間】 10：00～18：00（入館は17：00まで）
【お問合せ】 TEL 0294-24-7731（10：00～18：00） Ⓒ KAGAYA studio

スタッフ手作りの実験装置が大集合。科学の「おどろき」と「おもしろさ」を体験できます。

12：00～12：30／15：30～16：00
●場所　日立シビックセンター 屋上

シャボン玉体験

針金ハンガーやバトミントンのラケットなどの様々な道具で、シャボン玉を作
ります。※雨天時中止

10：30～10：45／12：00～12：15
14：00～14：15
●定員　各回20名（10：00から整理券配布）

宇宙食試食コーナー

月替わりでテーマに沿った様々な実験が体験できます。※所要時間：約10分

工作コーナー

「すっとびロケット」4月 「コップモーター」5月 「くるくるゼミ」6月

月替わりで作って楽しい科学工作が体験できます。※所要時間：約15分

天球劇場の上映番組「Space Dreamers」に合わせて、「宇宙」をテーマにパネルや模型展示などの企画展を行います。

令和2年4月から科学館が約1年間休館となります。
（科学館施設整備）

休館期間：4/6㊊から約１年間

地下1階にある科学館の入場口及びミュージアムショップを1階に移設する
ことにより、科学館へのアクセスのしやすさが向上します。

※天球劇場（プラネタリウム）については、9月末まで土・日曜日と祝
休日のみ上映いたします。詳しい上映スケジュールは、P9をご覧く
ださい。

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いては、随時ホームページ等で
お知らせいたしますので、ご期待ください。

※4/4㊏～7/12㊐は土・日曜日と祝休日
のみの上映となります。

※11：00の回は、キッズ向けの生解説で上映時間は
40分です。

※4/11㊏、5/9㊏、6/13㊏の11：00の回は「はじめ
てのプラネタリウム」を上映します。

生
土曜 宇宙カーニバル
日曜 ヒタチタビダチ

ガイド役のピエロが太陽系の惑星たちを楽しく、
分かりやすく紹介します。
上空400kmを周回する国際宇宙ステーションの
様子もご覧いただけます。

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。

宇宙カーニバル

4/11㊏～6/28㊐の土・日曜日と祝休日 10：30～16：00
●場所　日立シビックセンター アトリウム

無料

●科学館施設整備の進捗状況
　「科学館受付カウンター及びミュージアムショップの移設」
　※3月整備完了予定

工作コーナー
「ストローグライダー」

10：30～16：00 ※13：00～14：00昼休憩

パネル・模型展示
宇宙に関する
ロケットや人工衛星・
探査機の模型などの
展示

１日100人限定

※科学館は4/5㊐まで有効
※他の割引券との併用はできません。

4/1㊌～4/3㊎
4/4㊏～5/6㊌㊡の
土・日曜日と祝休日

5/9㊏～7/12㊐の土・日曜日

5/10㊐～7/12㊐の日曜日

4/1㊌～4/3㊎
4/4㊏～5/6㊌㊡の
土・日曜日と祝休日

5/9㊏～7/11㊏の土曜日

5/9㊏～7/12㊐の土・日曜日
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1日100人限定

無料

科学館または天球劇場の

入館料50円引き
有効期限：2020/6/28㊐

チケット購入時に、
本誌をご提示ください

【割引券】

天球劇場
プラネタリウム科 学 館

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（～ 4/5㊐まで）

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】

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。

4/3㊎、5/4㊊㊗
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。ひざ掛けを先着順で貸出します。（10名分）
持込みも可能です。

4/2㊍
5/5㊋㊗

「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出
します。（30名分）持込みも可能です。全編生解説です。

4/1㊌、4/29㊌㊗
5/6㊌㊡
土曜日

「魅力再発見！
メガスターの世界」

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

●4/1㊌～5/6㊌㊡

Space Dreamers生

こぐま座のティオ生

13：00

14：30

16：00

11：00

4/1㊌～4/3㊎と土・日曜日、祝休日

Space Dreamers季

ラジオ番組「モーニングレディオ」の公開収録に
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！～

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

月・金・日曜 星と宇宙を楽しむプラネタリウム
デイリープラネタリウム

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

●5/9㊏～7/12㊐

たいようくんとおつきちゃん生

13：00

14：30

16：00

11：00

土・日曜日

アースシンフォニー季

土曜 魅力再発見！メガスターの世界
デイリープラネタリウム

日曜 星と宇宙を楽しむプラネタリウム

ミニ科学館

実験装置大集合

5/2㊏～5/6㊌㊡ 10：00～18：00
●場所　日立シビックセンター 科学館オリエンテーションルーム（旧地下1階科学館入口）

ミニ科学館スペシャル「宇宙展」

実験コーナー

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。
絵本タッチのやさしい内容で、季節の星座につ
いても楽しく学べます。

たいようくんと
おつきちゃん

季節の星座のお友だちと力を合わせて、
ティオと一緒に天の川のピンチを助けに
行こう！参加型の演出で、星空への興味を
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

宇宙から日立に届いた謎のメッセージ。その発
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。

ヒタチタビダチ
～緊急！天球！未知の宇宙へ！～

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

天球劇場作成
オリジナル番組

「運動の実験」4月 「電気・磁石の実験」5月 「音の実験」6月

【開館時間】 10：00～18：00（入館は17：00まで）
【お問合せ】 TEL 0294-24-7731（10：00～18：00） Ⓒ KAGAYA studio

スタッフ手作りの実験装置が大集合。科学の「おどろき」と「おもしろさ」を体験できます。

12：00～12：30／15：30～16：00
●場所　日立シビックセンター 屋上

シャボン玉体験

針金ハンガーやバトミントンのラケットなどの様々な道具で、シャボン玉を作
ります。※雨天時中止

10：30～10：45／12：00～12：15
14：00～14：15
●定員　各回20名（10：00から整理券配布）

宇宙食試食コーナー

月替わりでテーマに沿った様々な実験が体験できます。※所要時間：約10分

工作コーナー

「すっとびロケット」4月 「コップモーター」5月 「くるくるゼミ」6月

月替わりで作って楽しい科学工作が体験できます。※所要時間：約15分

天球劇場の上映番組「Space Dreamers」に合わせて、「宇宙」をテーマにパネルや模型展示などの企画展を行います。

令和2年4月から科学館が約1年間休館となります。
（科学館施設整備）

休館期間：4/6㊊から約１年間

地下1階にある科学館の入場口及びミュージアムショップを1階に移設する
ことにより、科学館へのアクセスのしやすさが向上します。

※天球劇場（プラネタリウム）については、9月末まで土・日曜日と祝
休日のみ上映いたします。詳しい上映スケジュールは、P9をご覧く
ださい。

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いては、随時ホームページ等で
お知らせいたしますので、ご期待ください。

※4/4㊏～7/12㊐は土・日曜日と祝休日
のみの上映となります。

※11：00の回は、キッズ向けの生解説で上映時間は
40分です。

※4/11㊏、5/9㊏、6/13㊏の11：00の回は「はじめ
てのプラネタリウム」を上映します。

生
土曜 宇宙カーニバル
日曜 ヒタチタビダチ

ガイド役のピエロが太陽系の惑星たちを楽しく、
分かりやすく紹介します。
上空400kmを周回する国際宇宙ステーションの
様子もご覧いただけます。

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。

宇宙カーニバル

4/11㊏～6/28㊐の土・日曜日と祝休日 10：30～16：00
●場所　日立シビックセンター アトリウム

無料

●科学館施設整備の進捗状況
　「科学館受付カウンター及びミュージアムショップの移設」
　※3月整備完了予定

工作コーナー
「ストローグライダー」

10：30～16：00 ※13：00～14：00昼休憩

パネル・模型展示
宇宙に関する
ロケットや人工衛星・
探査機の模型などの
展示

１日100人限定

※科学館は4/5㊐まで有効
※他の割引券との併用はできません。

4/1㊌～4/3㊎
4/4㊏～5/6㊌㊡の
土・日曜日と祝休日

5/9㊏～7/12㊐の土・日曜日

5/10㊐～7/12㊐の日曜日

4/1㊌～4/3㊎
4/4㊏～5/6㊌㊡の
土・日曜日と祝休日

5/9㊏～7/11㊏の土曜日

5/9㊏～7/12㊐の土・日曜日



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

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（4月～6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）

申込不要
当日お越しください

ご寄附のお願い
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

●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。

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

4/14㊋～4/19㊐
4/22㊌～4/26㊐
4/29㊌～5/6㊌
5/12㊋～5/17㊐
5/18㊊～5/24㊐

第9回双風展
県北写真友の会写真展
ふるさとの英霊　第14回大東亜戦争戦没者追悼展
裂き織展
日製謳美会展

美術集団ノン・ブラック
県北写真友の会

ふるさとの英霊展実行委員会
園部四万代
日製謳美会

ギャラリー

5/26㊋～5/31㊐
6/6㊏～6/7㊐
6/8㊊～6/14㊐
6/15㊊～6/21㊐
6/24㊌～6/28㊐

徳光教室+デジタルレッスン+ぶらり500合同写真展
令和2年度日立市芸術祭初夏のいけばな展
よかっぺ写友会写真展
NEWアートライフ展
写真散歩の会写真展

徳光ゆかり写真教室
日立華道連合会
よかっぺ写友会

NEWアートライフ
写真散歩の会

4/19㊐
4/29㊌
6/4㊍
6/7㊐
6/20㊏
6/21㊐
6/27㊏
6/28㊐

不思議の国のちいさなちいさなコンサートXV
第15回大人のためのミニコンサート
ベルマーク運動説明会
ピアノ発表会
フラ　マリエラニ発表会
まじゃりんこピアノ発表会
第137回日立会演劇部公演「結婚の申し込み」、「息子」
日立三曲協会箏曲演奏会

渡辺紀子
田沼靖子

（公財）ベルマーク教育助成財団
大森・武藤

伊藤真由美
まじゃりんこ会

日立事業所日立会演劇部
日立三曲協会

多用途ホール

音楽ホール
4/29㊌
5/4㊊
5/17㊐
5/31㊐
6/5㊎
6/7㊐
6/12㊎

6/13㊏
6/14㊐
6/21㊐
6/28㊐

Voisines trio Concert Vol.1
日立第一高等学校吹奏楽部第46回定期演奏会
常磐ひたちメンネルコール第11回定期演奏会
日立市民吹奏楽団第37回定期演奏会
令和２年度全国安全週間説明会
日立交響楽団第129回定期演奏会
第45回県北地区高等学校音楽会

リトルピアノコンサート
日立第二高等学校吹奏楽部第19回定期演奏会
明秀学園日立高等学校吹奏楽部第８回定期演奏会
日立大みか吹奏楽団第18回定期演奏会

ヴォワズィーヌトリオコンサート実行委員会
日立第一高等学校吹奏楽部
常磐ひたちメンネルコール

日立市民吹奏楽団
(一社)日立労働基準協会

日立交響楽団

茨城県高等学校文化連盟、茨城県高等学校教育研究会音楽部
小西裕美子、佐藤文恵

日立第二高等学校吹奏楽部
明秀学園日立高等学校吹奏楽部

(株)日立製作所大みか吹奏楽団

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
5/24㊐
6/14㊐
6/28㊐

第47回日立民謡民舞連合会春季発表会
大江裕＆山口ひろみ歌謡ショー
第14回渡辺裕子バレエスクール発表会

日立民謡民舞連合会
茨城県北部地区年金協会
渡辺裕子バレエスクール

多賀市民会館/ホール
4/4㊏
4/26㊐
5/17㊐
5/31㊐
6/7㊐
6/13㊏
6/14㊐
6/21㊐
6/28㊐

ピアノ発表会
真琴カラオケ発表会
大久保中学校吹奏楽部第10回定期演奏会
映画「ゆずり葉の頃」上映会
県北地区ハーモニカの集い
映画「二宮金次郎」
ピアノ発表会
ピアノ発表会
エレクトーンフェスティバル2020 クシダピアノ大会

沙羅の会
真琴後援会

日立市立大久保中学校
日立上映実行委員会

県北地区ハーモニカ同好会
映画「二宮金次郎」実行委員会茨城

ルヴゥール会
コンセールMIKI会

（株）クシダピアノ社

4/5㊐
4/18㊏

第20回日立さくらロードレース
日立地区メーデー

日立さくらロードレース実行委員会
連合県北日立地区協議会

新都市広場／マーブルホール

例年2日間の開催から、「もっとサイエンスを楽しんでほし
い！」と9日間のロングランイベントへとパワーアップし、
毎日科学が楽しめるサイエンスウィークになりました。
最終日のフィナーレイベントでは、偏光万華鏡作りやゾウふんペーパー
作りなど計7つのブースのほか、天球劇場の特別プログラム上映によ
り、たくさんの方にご来館いただきました。
イベントの目玉であるスペシャルサイエンスショーでは、全国4館の科

学館スタッフによる実験ショーが披露
されました。大阪市立科学館による「ハ
ラハラ バランス大実験！」では、茨城
県の重心を探して指一本で持ち上げ
たり、浜松科学館による「空気は力持
ち！」では、掃除機と空気の力で、ボウ
リングの球を宙に浮かせたりと、科学
現象への驚きとトークにより、子どもか
ら大人まで大いに盛り上がりました。

第27回日立サイエンスショー
フェスティバル
2/8㊏～2/16㊐

体験ブース スペシャルサイエンスショー

日立シビックセンター開館30周年記念事業

開 催 日 上映作品 出 演 者
4/11㊏

12㊐
野村玲子
劇団四季

劇団四季ミュージカル
「李香蘭」

（2008年139分）

4/25㊏
26㊐

グレタ・ガルボ
ロバート・テイラー

椿姫
（1937年108分）

5/ 9 ㊏
10㊐

オードリー・ヘプバーン
グレゴリー・ペック

ローマの休日
（1953年118分）

5/23㊏
24㊐

オードリー・ヘプバーン
ケイリー・グラント

シャレード
（1963年113分）

6/20㊏
21㊐

高倉健
トム・セレック

ミスターベースボール
（1992年108分）

6/13㊏ 原節子
笠智衆

東京物語
（1953年136分）

6/14㊐ 原節子
笠智衆

麦秋
（1951年124分）

5/5㊗ ディズニー作品ミッキーマウスの消防隊
（1935年62分）

5/3㊐
おじゃる丸

満月ロード危機一髪
（2007年50分）
忍たま乱太郎

天の川の段、ブラックホールの段
（2016年50分）

5/4㊗

ドローンサッカー体験会
5/2㊏ 11：00～17：00（所要時間30分程度）

［参加料］ 無料
［対　象］ 小学4年生以上
［会　場］ 日立シビックセンター マーブルホール
［運営協力］ 株式会社茨城航空技術研究所
［申込み］ 当日申込み（最終申込み 16：30）

問合せ 高萩ユーフィールド 0293-28-0071

リアルeスポーツである「ドローンサッカー」の体験会を開催
します。1名から参加可能。チームは当日に編成します。

ドローンサッカーとは・・・
球体状のフレームを備えたド
ローンを5対5で飛ばし、ドー
ナツ型のゴールにドローンを
通すことで得点を競う、最新
のリアルeスポーツです。

4/18㊏、5/16㊏、6/13㊏
各日11：00～11：30

おはなし会（幼児向け）
［会場］ 記念図書館おはなしのへや

4/15㊌、22㊌、5/20㊌、27㊌、6/3㊌、10㊌
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

●図書館に桜サク展 3/21㊏～4/12㊐
●「子どもの本の日」ポスター展
 4/10㊎～5/6㊡

本の展示

10 11

夏の特別展

7/23㊍㊗～8/30㊐
※7/27㊊を除く 

例年は科学館内で行っている
イベントを、今回はマーブル
ホールで行います。
トリックアートを中心に、不思
議な空間が広がります！
科学では証明できていない不
思議な現象も展示されるか
も!?

10/10㊏、10/11㊐

全国各地から郷土芸能を伝
承する団体を招待し、その競
演を体験できる秋の一大風
物詩です。
当イベントも今年で30回目。
その記念として、市民の皆さ
んによるぶち合わせ太鼓を披
露します。
特設大ステージにて、郷土芸
能の感動をお届けします。

第30回ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

※石見神楽（第29回出演）

10/31㊏～2021.1/10㊐

一流の演奏家によるコンサートはもちろん、プロと市民で創る記
念コンサートや年代を超えて、様々なジャンルの音楽を楽しめるイ
ベントが目白押しです。

シビック音楽祭

日立市の文化・芸術・科学の発信地である日立シビックセンターは、1990年11月8日に開館し、2020年で開館30周年を迎えます。こ
れを記念して、「Colorful-カラフル-」をテーマに、7月から翌年1月までの期間に様々なジャンルの事業を実施します。中でも特にお勧め
する3つの事業について、その一部をご紹介します。皆様のご来館をお待ちしています。（各事業の詳細については、決定次第HPなどでお
知らせします。）

※第2回市民オーケストラ（平成31年1月）



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

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（4月～6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）

申込不要
当日お越しください

ご寄附のお願い
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

●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。

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

4/14㊋～4/19㊐
4/22㊌～4/26㊐
4/29㊌～5/6㊌
5/12㊋～5/17㊐
5/18㊊～5/24㊐

第9回双風展
県北写真友の会写真展
ふるさとの英霊　第14回大東亜戦争戦没者追悼展
裂き織展
日製謳美会展

美術集団ノン・ブラック
県北写真友の会

ふるさとの英霊展実行委員会
園部四万代
日製謳美会

ギャラリー

5/26㊋～5/31㊐
6/6㊏～6/7㊐
6/8㊊～6/14㊐
6/15㊊～6/21㊐
6/24㊌～6/28㊐

徳光教室+デジタルレッスン+ぶらり500合同写真展
令和2年度日立市芸術祭初夏のいけばな展
よかっぺ写友会写真展
NEWアートライフ展
写真散歩の会写真展

徳光ゆかり写真教室
日立華道連合会
よかっぺ写友会

NEWアートライフ
写真散歩の会

4/19㊐
4/29㊌
6/4㊍
6/7㊐
6/20㊏
6/21㊐
6/27㊏
6/28㊐

不思議の国のちいさなちいさなコンサートXV
第15回大人のためのミニコンサート
ベルマーク運動説明会
ピアノ発表会
フラ　マリエラニ発表会
まじゃりんこピアノ発表会
第137回日立会演劇部公演「結婚の申し込み」、「息子」
日立三曲協会箏曲演奏会

渡辺紀子
田沼靖子

（公財）ベルマーク教育助成財団
大森・武藤

伊藤真由美
まじゃりんこ会

日立事業所日立会演劇部
日立三曲協会

多用途ホール

音楽ホール
4/29㊌
5/4㊊
5/17㊐
5/31㊐
6/5㊎
6/7㊐
6/12㊎

6/13㊏
6/14㊐
6/21㊐
6/28㊐

Voisines trio Concert Vol.1
日立第一高等学校吹奏楽部第46回定期演奏会
常磐ひたちメンネルコール第11回定期演奏会
日立市民吹奏楽団第37回定期演奏会
令和２年度全国安全週間説明会
日立交響楽団第129回定期演奏会
第45回県北地区高等学校音楽会

リトルピアノコンサート
日立第二高等学校吹奏楽部第19回定期演奏会
明秀学園日立高等学校吹奏楽部第８回定期演奏会
日立大みか吹奏楽団第18回定期演奏会

ヴォワズィーヌトリオコンサート実行委員会
日立第一高等学校吹奏楽部
常磐ひたちメンネルコール

日立市民吹奏楽団
(一社)日立労働基準協会

日立交響楽団

茨城県高等学校文化連盟、茨城県高等学校教育研究会音楽部
小西裕美子、佐藤文恵

日立第二高等学校吹奏楽部
明秀学園日立高等学校吹奏楽部

(株)日立製作所大みか吹奏楽団

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
5/24㊐
6/14㊐
6/28㊐

第47回日立民謡民舞連合会春季発表会
大江裕＆山口ひろみ歌謡ショー
第14回渡辺裕子バレエスクール発表会

日立民謡民舞連合会
茨城県北部地区年金協会
渡辺裕子バレエスクール

多賀市民会館/ホール
4/4㊏
4/26㊐
5/17㊐
5/31㊐
6/7㊐
6/13㊏
6/14㊐
6/21㊐
6/28㊐

ピアノ発表会
真琴カラオケ発表会
大久保中学校吹奏楽部第10回定期演奏会
映画「ゆずり葉の頃」上映会
県北地区ハーモニカの集い
映画「二宮金次郎」
ピアノ発表会
ピアノ発表会
エレクトーンフェスティバル2020 クシダピアノ大会

沙羅の会
真琴後援会

日立市立大久保中学校
日立上映実行委員会

県北地区ハーモニカ同好会
映画「二宮金次郎」実行委員会茨城

ルヴゥール会
コンセールMIKI会

（株）クシダピアノ社

4/5㊐
4/18㊏

第20回日立さくらロードレース
日立地区メーデー

日立さくらロードレース実行委員会
連合県北日立地区協議会

新都市広場／マーブルホール

例年2日間の開催から、「もっとサイエンスを楽しんでほし
い！」と9日間のロングランイベントへとパワーアップし、
毎日科学が楽しめるサイエンスウィークになりました。
最終日のフィナーレイベントでは、偏光万華鏡作りやゾウふんペーパー
作りなど計7つのブースのほか、天球劇場の特別プログラム上映によ
り、たくさんの方にご来館いただきました。
イベントの目玉であるスペシャルサイエンスショーでは、全国4館の科

学館スタッフによる実験ショーが披露
されました。大阪市立科学館による「ハ
ラハラ バランス大実験！」では、茨城
県の重心を探して指一本で持ち上げ
たり、浜松科学館による「空気は力持
ち！」では、掃除機と空気の力で、ボウ
リングの球を宙に浮かせたりと、科学
現象への驚きとトークにより、子どもか
ら大人まで大いに盛り上がりました。

第27回日立サイエンスショー
フェスティバル
2/8㊏～2/16㊐

体験ブース スペシャルサイエンスショー

日立シビックセンター開館30周年記念事業

開 催 日 上映作品 出 演 者
4/11㊏

12㊐
野村玲子
劇団四季

劇団四季ミュージカル
「李香蘭」

（2008年139分）

4/25㊏
26㊐

グレタ・ガルボ
ロバート・テイラー

椿姫
（1937年108分）

5/ 9 ㊏
10㊐

オードリー・ヘプバーン
グレゴリー・ペック

ローマの休日
（1953年118分）

5/23㊏
24㊐

オードリー・ヘプバーン
ケイリー・グラント

シャレード
（1963年113分）

6/20㊏
21㊐

高倉健
トム・セレック

ミスターベースボール
（1992年108分）

6/13㊏ 原節子
笠智衆

東京物語
（1953年136分）

6/14㊐ 原節子
笠智衆

麦秋
（1951年124分）

5/5㊗ ディズニー作品ミッキーマウスの消防隊
（1935年62分）

5/3㊐
おじゃる丸

満月ロード危機一髪
（2007年50分）
忍たま乱太郎

天の川の段、ブラックホールの段
（2016年50分）

5/4㊗

ドローンサッカー体験会
5/2㊏ 11：00～17：00（所要時間30分程度）

［参加料］ 無料
［対　象］ 小学4年生以上
［会　場］ 日立シビックセンター マーブルホール
［運営協力］ 株式会社茨城航空技術研究所
［申込み］ 当日申込み（最終申込み 16：30）

問合せ 高萩ユーフィールド 0293-28-0071

リアルeスポーツである「ドローンサッカー」の体験会を開催
します。1名から参加可能。チームは当日に編成します。

ドローンサッカーとは・・・
球体状のフレームを備えたド
ローンを5対5で飛ばし、ドー
ナツ型のゴールにドローンを
通すことで得点を競う、最新
のリアルeスポーツです。

4/18㊏、5/16㊏、6/13㊏
各日11：00～11：30

おはなし会（幼児向け）
［会場］ 記念図書館おはなしのへや

4/15㊌、22㊌、5/20㊌、27㊌、6/3㊌、10㊌
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

●図書館に桜サク展 3/21㊏～4/12㊐
●「子どもの本の日」ポスター展
 4/10㊎～5/6㊡

本の展示
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夏の特別展

7/23㊍㊗～8/30㊐
※7/27㊊を除く 

例年は科学館内で行っている
イベントを、今回はマーブル
ホールで行います。
トリックアートを中心に、不思
議な空間が広がります！
科学では証明できていない不
思議な現象も展示されるか
も!?

10/10㊏、10/11㊐

全国各地から郷土芸能を伝
承する団体を招待し、その競
演を体験できる秋の一大風
物詩です。
当イベントも今年で30回目。
その記念として、市民の皆さ
んによるぶち合わせ太鼓を披
露します。
特設大ステージにて、郷土芸
能の感動をお届けします。

第30回ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

※石見神楽（第29回出演）

10/31㊏～2021.1/10㊐

一流の演奏家によるコンサートはもちろん、プロと市民で創る記
念コンサートや年代を超えて、様々なジャンルの音楽を楽しめるイ
ベントが目白押しです。

シビック音楽祭

日立市の文化・芸術・科学の発信地である日立シビックセンターは、1990年11月8日に開館し、2020年で開館30周年を迎えます。こ
れを記念して、「Colorful-カラフル-」をテーマに、7月から翌年1月までの期間に様々なジャンルの事業を実施します。中でも特にお勧め
する3つの事業について、その一部をご紹介します。皆様のご来館をお待ちしています。（各事業の詳細については、決定次第HPなどでお
知らせします。）

※第2回市民オーケストラ（平成31年1月）



［日　時］ 5/9㊏日立会場 9：00～20：00　5/10㊐多賀会場 8：00～18：00
［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

［申込み］ 3/14㊏ 10：０0～4/17㊎ 18：０0　TEL.0294-24-7711またはHPから

「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

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2年2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2月２4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、募集を締切りますので、ご了承ください。

©Akira Muto

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。

［練習日］ 毎週土曜日 14：00～17：00　［会　場］ 日立シビックセンター
［団　費］ 5,000円/月　［対　象］ 小学2年生～高校3年生
［募集人数］ 初心者/5人　経験者/随時募集（要相談）
［申込み］ ～4/20㊊　FAX.0294-24-7979またはメールhall@civic.jp
　　　　  申込書はHPからダウンロードしてください。

［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

6月から月1回程度の太鼓講座を実施し、10/10のひたち秋祭り～郷土芸能大祭に出演し
ます。

［期　間］ 6月～10月
［会　場］ 日立シビックセンター　［参加料］ 2,500円
［募集人数］ 100人　［講　師］ 民族歌舞団荒馬座、日立太鼓連盟
［申込み］ 5/16㊏ 10：０0～6/5㊎ 18：０0

TEL.0294-24-7711またはHPから

「100人日立ぶち合わせ太鼓」参加者募集

各地で活躍する実験名人が大集合！1日限定のイベントです。

［日　時］ 8/30㊐ ①10：00～12：00 ②13：30～15：30
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール　［参加料］ 無料
［募集人数］ 各250名　［申込み］ 7/5㊐ 10：０0～8/29㊏ 23：00　HPから
［問合せ］ 日立シビックセンター科学館 0294-24-7731

「第28回日立サイエンスショーフェスティバル」観覧者募集

日立の四季を彩る魅力的な風景や、イベントなどの写真を募集します。

※１～3月号の内容を一部変更しております。

［申込み］ 4/1㊌ 9：00～8/31㊊ 17：00　直接または郵送で日立市民会館まで

令和3年版「カレンダー ふるさと日立」掲載写真募集
アジアを中心とした国々の文化・芸術を広める活動（講演会や料理サロンなど）を行ってい
ます。国際交流に興味のある方、ぜひ一緒に活動しましょう。

［活動日］ 毎月第3金曜日13：30～15：00（予定）
［会　場］ 日立シビックセンター
［会　費］ 無料（催しにより参加料がかかる場合あり）　［対　象］ 高校生以上
［申込み］ TEL.0294-24-7711　FAX.0294-24-7970

メールsalon@civic.jpまたはHPから

「ひたちとアジアの文化交流をすすめる会」会員募集

7/19㊐
15：00開演

［料　金］ 全席指定
一般席　　　　 5,000円
ステージサイド席 4,000円

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［チケット］ 4/25㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720読売日本交響楽団演奏会

8/25㊋、8/26㊌
各日18：30開演

［出　演］ 真打 初音家左橋 ほか
［料　金］ 全席指定

1日券 　   3,000円
２日通し券 5,500円

［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［チケット］ 6/6㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720ひたち納涼寄席

9/21㊊㊗
17：00開演

［出　演］ 鵜澤久（観世流） ほか
［料　金］ 全席指定

S席 5,000円、A席 3,000円
高校生以下 1,000円

［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場
［チケット］ 6/13㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

初秋 ひたち能と狂言
～ひたち薪能

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）

7/31㊎
18：00開演

［料　金］ 全席自由
500円

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［チケット］ 6/6㊏ 10：00発売
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

夏のひみつ基地
かなでの森 特別コンサート

9/19㊏
16：00開演

［料　金］ 全席指定
6,500円

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 5/9㊏ 9：00発売
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

ベンチャーズ
ジャパン・ツアー2020

三井住友海上文化財団  ときめくひととき第868回
吉野直子  ハープ・リサイタル高嶋ちさ子　～ゆかいな音楽会～

ひたち国際大道芸2020

EVENT
INFORMATION

2020
4・5・6

日立シビックセンター 日立市民会館 多賀市民会館


