
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（1時間無料、以降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2020年9月11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

シビックサロン「水引でつくる梅のぽち袋」 天球劇場のVLOG 特別編！お月見ライブ配信～中秋の名月を見よう～
ブイログ

親子でオンライン教室「光の実験＆工作」

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）

ご寄附のお願い 日立シビックセンター　TEL：0294-24-7700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

チケット前売情報

「第27回ひたちBigBand
　　フェスティバル2020」
公演中止について

　2020年11月15日に予定しておりました「第27回ひたちBigBandフェスティバル2020」
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公演を中止させていただく事となりました。
　公演を楽しみにされていたみなさまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を賜ります
ようお願い申し上げます。

公益財団法人日立市民科学文化財団・ひたちBigBandフェスティバル実行委員会

2021/2/27㊏
19：00開演

［料　金］ 全席指定
　　　　  一　般　4,000円
　　　　  当　日　4,500円

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 2021/1/9㊏ 9：00発売
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

よしもとお笑いまつり
in日立2021

2021/2/10㊌
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］ 10/24㊏ 9：00発売
［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

「7ひきのこやぎと狼」

オペラ・ミュージカル「日立の玉手箱」 公演延期とチケットの払戻しについて
　2020年3月28～29日に予定しておりましたオペラ・ミュージカ
ル「日立の玉手箱」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期
としておりましたが、現時点でも感染収束の見通しが立たず、再公演
の日程が決まっていない状況です。再公演の日程につきましては、決
定し次第、順次お知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
　なお、お買い求めいただいたチケットは、全券払戻しの対応をさせ
ていただきます。
　公演を楽しみにされていたみなさまには大変ご迷惑をおかけいた
しますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

［払戻し方法］　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ホールで購入された方→日立市民会館窓口へ
実行委員会から購入された方→実行委員会へ
※購入先によって払戻しの場所が異なりますのでご注意ください。
　払戻しの際には、必ずチケットと印鑑をお持ちください。

［払戻し期限］　12/25㊎まで
［お問合せ］　日立市民会館　0294-22-6481

日立の玉手箱実行委員会

受託チケット関連情報

新型コロナウイルス感染拡大防止対策をとっ
てイベントを開催します。なお、感染拡大防
止の観点から、掲載したイベント等は中止、
または変更となる場合があります。詳しくは
ホームページをご覧ください。
※掲載内容は9月10日現在の情報です。

日立シビックセンター・
日立市民会館・多賀市民会館の
ホームページはこちらから
ご確認ください

EVENT INFORMATION
掲載の各イベントについて

EVENT
INFORMATION

2020
10・11・12

日立シビックセンター 日立市民会館 多賀市民会館



親子のためのコンサート。0歳のお子様からお楽しみいただけます。
※鑑賞には事前申込みが必要です。
　ベビーカーは入場前にお預かりします。授乳室、オムツ替えスペースを用意しております。

10/16㊎ 11：00～11：30
［出　演］ 谷口和子（ヴァイオリン）、大内和美（ピアノ）、小林泰子（語り）
［入場料］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［曲　目］ 絵本「パパ、お月さまとって！」

使用曲 月の光、ライオンの行進 ほか
ヴァイオリン演奏 ディズニーメドレー

［定　員］ 100名
［申込み］ 9/19㊏ 10：00～  ホームページから
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7755

バギーコンサート～ヴァイオリンと読みきかせ～

ありえない出会いと想定外の行動から始まる奇跡のヒューマンドラマ。
観たら未来が楽しく変わるチェンジングムービーを是非お楽しみください。　

映画「最高の人生の見つけ方」上映会
10/17㊏ 10：00開演／14：00開演

［出　演］ 吉永小百合、天海祐希 ほか
［料　金］ 全席自由 1,100円
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 9/12㊏ 発売
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

Ⓒ2019「最高の人生の見つけ方」製作委員会

10月の情報
天球劇場のVLOG  特別編！お月見ライブ配信
～中秋の名月を見よう～

ブイログ

10/１の中秋の名月を、日立シビックセンターからライブ配
信でお届けします。月のお話もしますのでお楽しみに！ライ
ブ配信は公式YouTubeチャンネルをご覧ください。
※曇雨天時は中止

10/1㊍ 19：00～20：00
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731

公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCYG5uv0eVgHkHYYLrBSCCuQ
またはYouTubeで「シビック サイエンス カルチャー チャンネル」と検索

大人のためのオンライン工作教室
「アロマストーン作り」

Zoomを使用した大人向けのオンライン工作教室です。石膏のように固まる粘土を使って、アロマス
トーンをつくります。
※アロマオイルは各自でご準備ください。

10/18㊐ 13：30～14：30
［参加料］ ５00円（材料費、送料込み。開催日までに銀行振込または日立シビックセンターで支払い）
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 9/27㊐ 10：00～  0294-24-77３１

テレビで活躍しているお天気キャスターと一緒に、実験や工作等を行いながら「天気」について学び
ます。

10/17㊏ 10：30～12：00
［講　師］ 向笠康二郎（気象予報士、NHK水戸放送局気象キャスター） 
［参加料］ 1,000円
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101、102号
［対　象］ 小学3～4年生 
［申込み］ 9/13㊐ 10：00～  0294-24-77３１

お天気教室

大人のための天文教室「秋の星空・火星」

秋の星空と、火星の大接近についてお話します。初心者向けの講座です。

10/8㊍ 10：30～12：00
［講　師］ 増子光昭（星空案内人・シビックサイエンススタッフ）
［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室501号
［申込み］ 9/12㊏ 10：00～ 0294-24-７７３１

放課後かがくクラブ

放課後の時間帯に、小学生を対象とした科学の遊び場を開放します。プログラミング体験、簡単工作
等、実施内容は毎週変わります。

10/5㊊、10/12㊊、10/19㊊
15：30～17：00※時間内で自由に参加

［参加料］ 無料
［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
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731

新型コロナウイルス感染拡大防止対策をとってイベントを開催します。なお、感染拡大防止の観点から、掲載したイベント等は中止、
または変更となる場合があります。最新の情報はホームページをご覧ください。
●ご来館の際は、マスクの着用をお願いします。　　●体調のすぐれないお客様のご来館は、ご遠慮ください。

【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。

○日立シビックセンター チケットカウンター（1Fインフォメーション）　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】

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さんによるミニ講
演会です。
※この催しは6/13に実施を予定していたものです。

10/24㊏ 13：30～15：00
［講　師］ satoco（絵本作家、イラストレーター） 
［参加料］ 無料
［会　場］ 日立市民会館 111号室
［申込み］ 9/12㊏ 9：30～  0294-22-6481

ちょっと変わったコマの工作・実験を通して、東海村にある日本の先端研究施設J-PARCの研究の世
界に足を踏み入れてみましょう！

10/4㊐ 10：30～12：00／14：30～16：00
［講　師］ 井上直子、大谷将士、下村浩一郎、三部勉（J-PARCセンター） 
［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101、102号
［対　象］ 小学5～6年生 
［申込み］ 受付中  0294-24-77３１

科学教室
「世界最小のコマで分かる!?ノーベル賞級の大発見

  ～小さな世界を大きな装置で解明する加速器研究～」
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親子のためのコンサート。0歳のお子様からお楽しみいただけます。
※鑑賞には事前申込みが必要です。
　ベビーカーは入場前にお預かりします。授乳室、オムツ替えスペースを用意しております。

10/16㊎ 11：00～11：30
［出　演］ 谷口和子（ヴァイオリン）、大内和美（ピアノ）、小林泰子（語り）
［入場料］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［曲　目］ 絵本「パパ、お月さまとって！」

使用曲 月の光、ライオンの行進 ほか
ヴァイオリン演奏 ディズニーメドレー

［定　員］ 100名
［申込み］ 9/19㊏ 10：00～  ホームページから
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7755

バギーコンサート～ヴァイオリンと読みきかせ～

ありえない出会いと想定外の行動から始まる奇跡のヒューマンドラマ。
観たら未来が楽しく変わるチェンジングムービーを是非お楽しみください。　

映画「最高の人生の見つけ方」上映会
10/17㊏ 10：00開演／14：00開演

［出　演］ 吉永小百合、天海祐希 ほか
［料　金］ 全席自由 1,100円
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 9/12㊏ 発売
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

Ⓒ2019「最高の人生の見つけ方」製作委員会

10月の情報
天球劇場のVLOG  特別編！お月見ライブ配信
～中秋の名月を見よう～

ブイログ

10/１の中秋の名月を、日立シビックセンターからライブ配
信でお届けします。月のお話もしますのでお楽しみに！ライ
ブ配信は公式YouTubeチャンネルをご覧ください。
※曇雨天時は中止

10/1㊍ 19：00～20：00
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731

公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCYG5uv0eVgHkHYYLrBSCCuQ
またはYouTubeで「シビック サイエンス カルチャー チャンネル」と検索

大人のためのオンライン工作教室
「アロマストーン作り」

Zoomを使用した大人向けのオンライン工作教室です。石膏のように固まる粘土を使って、アロマス
トーンをつくります。
※アロマオイルは各自でご準備ください。

10/18㊐ 13：30～14：30
［参加料］ ５00円（材料費、送料込み。開催日までに銀行振込または日立シビックセンターで支払い）
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 9/27㊐ 10：00～  0294-24-77３１

テレビで活躍しているお天気キャスターと一緒に、実験や工作等を行いながら「天気」について学び
ます。

10/17㊏ 10：30～12：00
［講　師］ 向笠康二郎（気象予報士、NHK水戸放送局気象キャスター） 
［参加料］ 1,000円
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101、102号
［対　象］ 小学3～4年生 
［申込み］ 9/13㊐ 10：00～  0294-24-77３１

お天気教室

大人のための天文教室「秋の星空・火星」

秋の星空と、火星の大接近についてお話します。初心者向けの講座です。

10/8㊍ 10：30～12：00
［講　師］ 増子光昭（星空案内人・シビックサイエンススタッフ）
［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室501号
［申込み］ 9/12㊏ 10：00～ 0294-24-７７３１

放課後かがくクラブ

放課後の時間帯に、小学生を対象とした科学の遊び場を開放します。プログラミング体験、簡単工作
等、実施内容は毎週変わります。

10/5㊊、10/12㊊、10/19㊊
15：30～17：00※時間内で自由に参加

［参加料］ 無料
［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
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731

新型コロナウイルス感染拡大防止対策をとってイベントを開催します。なお、感染拡大防止の観点から、掲載したイベント等は中止、
または変更となる場合があります。最新の情報はホームページをご覧ください。
●ご来館の際は、マスクの着用をお願いします。　　●体調のすぐれないお客様のご来館は、ご遠慮ください。

【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。

○日立シビックセンター チケットカウンター（1Fインフォメーション）　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】

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さんによるミニ講
演会です。
※この催しは6/13に実施を予定していたものです。

10/24㊏ 13：30～15：00
［講　師］ satoco（絵本作家、イラストレーター） 
［参加料］ 無料
［会　場］ 日立市民会館 111号室
［申込み］ 9/12㊏ 9：30～  0294-22-6481

ちょっと変わったコマの工作・実験を通して、東海村にある日本の先端研究施設J-PARCの研究の世
界に足を踏み入れてみましょう！

10/4㊐ 10：30～12：00／14：30～16：00
［講　師］ 井上直子、大谷将士、下村浩一郎、三部勉（J-PARCセンター） 
［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101、102号
［対　象］ 小学5～6年生 
［申込み］ 受付中  0294-24-77３１

科学教室
「世界最小のコマで分かる!?ノーベル賞級の大発見

  ～小さな世界を大きな装置で解明する加速器研究～」
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ひたち街角小劇場第49弾
「ヴェニスの商人」

ヴェニスの商人アントーニオは悪名高い高利貸しのシャイロックに借金を申し出る。
シャイロックは期日までに返済できなければ自らの肉１ポンドを差し出すようアントーニオに要求し、
アントーニオはこれを呑むが…

11/7㊏ 18：00開演
11/8㊐ 13：00開演

［出　演］ 演劇事務所’99
［料　金］ 全席自由 大人 1,500円（当日1,800円）、高校生 500円、中学生以下 無料
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［チケット］ 電話予約のみ 発売中　0294-34-1727

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。初心者向けの講座です。

11/1㊐、11/15㊐、11/22㊐
各日10：30～12：00
※3回連続の講座

［講　師］ 梅津信幸（茨城大学工学部） 
［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
［対　象］ 小学3～6年生
［申込み］ 10/3㊏ 10：00～   0294-24-7731

科学教室
「おしえて！なか博士 ～太陽と未来のエネルギー～」

太陽がかがやくパワーの源と未来のエネルギーについて、なか博士がやさしい解説とミニ実験でお
届けします。

11/7㊏
10：30～11：30／14：00～15：00

［講　師］ 東島智（量子科学技術研究開発機構）
［参加料］ 200円
［会　場］ 日立シビックセンター

会議室503号
［対　象］ 小学3～6年生
［申込み］ 10/3㊏ 10：00～   0294-24-7731

第18回ひたち国際文化まつり

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 ほか
【展示コーナー】 11/10㊋～11/15㊐10:00～18:00（最終日は16:00まで）
 パネル展示、絵画展、写真展 ほか

11/15㊐ 10：00～16：00
［参加料］ 無料
［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
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7711

シビックサロン
「今日から始める温活講座－お家でできるエクササイズ!」

身体の冷えが気になる季節。内側からぽかぽかする身体づくりを始めませんか？
お家でできる代謝アップのための体幹トレーニングや、普段使われていない筋肉を動かすエクササイ
ズを紹介します。この冬、運動習慣を身につけて、冷えに負けない身体を目指しましょう！

11/28㊏ 10：00～12：00
［講　師］ 赤津美咲（フィットネスインストラクター）
［参加料］ 1,500円
［会　場］ 日立シビックセンター トレーニングルーム
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 10/17㊏ 10：00～  0294-24-7711

親子でオンライン科学教室
「光の実験＆工作」

Zoomを使用したオンライン科学教室です。LEDを使って光の三原色を学ぶ実験と、LEDツリーの
工作を行います。

11/8㊐ 10：30～11：30
［参加料］ １，000円

(材料費、送料込み。開催日までに銀行振込
 または日立シビックセンターで支払い）

［対　象］ 小学生以上の親子
［申込み］ 10/18㊐ 10：00～

0294-24-7731

工作＆観望会
「月を観察しよう！」

組立天体望遠鏡を作って月を観察します。親子での参加もＯＫです！
※曇雨天時は工作のみ

11/22㊐ 16：30～18：00
［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
［対　象］ 小学生
［申込み］ 10/18㊐ 10：00～

0294-24-7731

日立にゆかりのあるアーティストによるスペシャルなコンサート。軽快な
サックスの調べとテノールの甘い歌声をお楽しみください！

11/1㊐ ①11：00～12：00／②14：00～15：00
［出　演］ ①見田まどか（サックス）、竹林由美（ピアノ）

②相山潤平（テノール）、齋藤奈緒（ピアノ）
［入場料］ 全席自由 500円/各回（付き添いの保護者 無料）
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［対　象］ 小学生以上の子ども 
［定　員］ 各回25名
［申込み］ 10/3㊏ 10:00～ 0294-24-7755

ワンコイン・コンサート
「おいでよ！響きの森」

政治・経済・事件・芸能…。あらゆる分野で旬のニュースを爆笑コントに変
える社会風刺コント集団「ザ・ニュースペーパー」が日立市民会館にやっ
てくる！

11/29㊐ 14：30開演／18：00開演
［料　金］ 全席指定 一般 4,500円（支払い方法は電話予約時に説明）
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 電話予約のみ 9/19㊏ 9：00～　0294-22-6481

ザ・ニュースペーパー2020
in 日立市

今年のイルミネーションは、広場内のテーマを「希望の灯火(ともしび)」と
して、暖色の光を中心に幻想的で落ち着いた雰囲気を楽しめる空間に。
人々が行き交う駅前は、「感謝と願い」をテーマに、青と白を基調として神
秘的な雰囲気を演出します。

11/28㊏～2021/1/11㊊㊗ 17:00～22:00
［料　金］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場、日立駅前
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711

ひたちのヒカリ～希望の灯火
ともしび

大人のためのオンライン工作教室
「アロマソープ作り」

11/8㊐ 13：30～14：30
［参加料］ ９００～1,500円

(材料費、送料込み。開催日までに銀行振込または日立シビックセンターで支払い）
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 10/18㊐ 10：00～　0294-24-7731

Zoomを使用した大人向けのオンライン工作教室です。電子レンジを使って、簡単
にクリアソープが作れます。希望材料により、参加料が異なります。詳細はホーム
ページをご確認ください。
※アロマオイルは各自でご準備ください。

詳細はこちらからご確認ください▶

放課後かがくクラブ

放課後の時間帯に、小学生を対象とした科学の遊び場を開放します。プログラミング体験、簡単工作
等、実施内容は毎週変わります。

11/2㊊、11/9㊊、11/16㊊
15：30～17：00※時間内で自由に参加

［参加料］ 無料
［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
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731

新型コロナウイルス感染拡大防止対策をとってイベントを開催します。なお、感染拡大防止の観点から、掲載したイベント等は中止、
または変更となる場合があります。最新の情報はホームページをご覧ください。
●ご来館の際は、マスクの着用をお願いします。　　●体調のすぐれないお客様のご来館は、ご遠慮ください。
【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。

11月の情報
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ひたち街角小劇場第49弾
「ヴェニスの商人」

ヴェニスの商人アントーニオは悪名高い高利貸しのシャイロックに借金を申し出る。
シャイロックは期日までに返済できなければ自らの肉１ポンドを差し出すようアントーニオに要求し、
アントーニオはこれを呑むが…

11/7㊏ 18：00開演
11/8㊐ 13：00開演

［出　演］ 演劇事務所’99
［料　金］ 全席自由 大人 1,500円（当日1,800円）、高校生 500円、中学生以下 無料
［会　場］ 多賀市民会館 ホール
［チケット］ 電話予約のみ 発売中　0294-34-1727

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。初心者向けの講座です。

11/1㊐、11/15㊐、11/22㊐
各日10：30～12：00
※3回連続の講座

［講　師］ 梅津信幸（茨城大学工学部） 
［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
［対　象］ 小学3～6年生
［申込み］ 10/3㊏ 10：00～   0294-24-7731

科学教室
「おしえて！なか博士 ～太陽と未来のエネルギー～」

太陽がかがやくパワーの源と未来のエネルギーについて、なか博士がやさしい解説とミニ実験でお
届けします。

11/7㊏
10：30～11：30／14：00～15：00

［講　師］ 東島智（量子科学技術研究開発機構）
［参加料］ 200円
［会　場］ 日立シビックセンター

会議室503号
［対　象］ 小学3～6年生
［申込み］ 10/3㊏ 10：00～   0294-24-7731

第18回ひたち国際文化まつり

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 ほか
【展示コーナー】 11/10㊋～11/15㊐10:00～18:00（最終日は16:00まで）
 パネル展示、絵画展、写真展 ほか

11/15㊐ 10：00～16：00
［参加料］ 無料
［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
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7711

シビックサロン
「今日から始める温活講座－お家でできるエクササイズ!」

身体の冷えが気になる季節。内側からぽかぽかする身体づくりを始めませんか？
お家でできる代謝アップのための体幹トレーニングや、普段使われていない筋肉を動かすエクササイ
ズを紹介します。この冬、運動習慣を身につけて、冷えに負けない身体を目指しましょう！

11/28㊏ 10：00～12：00
［講　師］ 赤津美咲（フィットネスインストラクター）
［参加料］ 1,500円
［会　場］ 日立シビックセンター トレーニングルーム
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 10/17㊏ 10：00～  0294-24-7711

親子でオンライン科学教室
「光の実験＆工作」

Zoomを使用したオンライン科学教室です。LEDを使って光の三原色を学ぶ実験と、LEDツリーの
工作を行います。

11/8㊐ 10：30～11：30
［参加料］ １，000円

(材料費、送料込み。開催日までに銀行振込
 または日立シビックセンターで支払い）

［対　象］ 小学生以上の親子
［申込み］ 10/18㊐ 10：00～

0294-24-7731

工作＆観望会
「月を観察しよう！」

組立天体望遠鏡を作って月を観察します。親子での参加もＯＫです！
※曇雨天時は工作のみ

11/22㊐ 16：30～18：00
［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
［対　象］ 小学生
［申込み］ 10/18㊐ 10：00～

0294-24-7731

日立にゆかりのあるアーティストによるスペシャルなコンサート。軽快な
サックスの調べとテノールの甘い歌声をお楽しみください！

11/1㊐ ①11：00～12：00／②14：00～15：00
［出　演］ ①見田まどか（サックス）、竹林由美（ピアノ）

②相山潤平（テノール）、齋藤奈緒（ピアノ）
［入場料］ 全席自由 500円/各回（付き添いの保護者 無料）
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［対　象］ 小学生以上の子ども 
［定　員］ 各回25名
［申込み］ 10/3㊏ 10:00～ 0294-24-7755

ワンコイン・コンサート
「おいでよ！響きの森」

政治・経済・事件・芸能…。あらゆる分野で旬のニュースを爆笑コントに変
える社会風刺コント集団「ザ・ニュースペーパー」が日立市民会館にやっ
てくる！

11/29㊐ 14：30開演／18：00開演
［料　金］ 全席指定 一般 4,500円（支払い方法は電話予約時に説明）
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 電話予約のみ 9/19㊏ 9：00～　0294-22-6481

ザ・ニュースペーパー2020
in 日立市

今年のイルミネーションは、広場内のテーマを「希望の灯火(ともしび)」と
して、暖色の光を中心に幻想的で落ち着いた雰囲気を楽しめる空間に。
人々が行き交う駅前は、「感謝と願い」をテーマに、青と白を基調として神
秘的な雰囲気を演出します。

11/28㊏～2021/1/11㊊㊗ 17:00～22:00
［料　金］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター 新都市広場、日立駅前
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711

ひたちのヒカリ～希望の灯火
ともしび

大人のためのオンライン工作教室
「アロマソープ作り」

11/8㊐ 13：30～14：30
［参加料］ ９００～1,500円

(材料費、送料込み。開催日までに銀行振込または日立シビックセンターで支払い）
［対　象］ 高校生以上
［申込み］ 10/18㊐ 10：00～　0294-24-7731

Zoomを使用した大人向けのオンライン工作教室です。電子レンジを使って、簡単
にクリアソープが作れます。希望材料により、参加料が異なります。詳細はホーム
ページをご確認ください。
※アロマオイルは各自でご準備ください。

詳細はこちらからご確認ください▶

放課後かがくクラブ

放課後の時間帯に、小学生を対象とした科学の遊び場を開放します。プログラミング体験、簡単工作
等、実施内容は毎週変わります。

11/2㊊、11/9㊊、11/16㊊
15：30～17：00※時間内で自由に参加

［参加料］ 無料
［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
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731

新型コロナウイルス感染拡大防止対策をとってイベントを開催します。なお、感染拡大防止の観点から、掲載したイベント等は中止、
または変更となる場合があります。最新の情報はホームページをご覧ください。
●ご来館の際は、マスクの着用をお願いします。　　●体調のすぐれないお客様のご来館は、ご遠慮ください。
【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。

11月の情報

4 5



能楽文化サロン

来秋開催予定の「ひたち薪能」の演目「田村」と「石橋」を、わかりや
すく解説します。謡の実演も予定。

12/12㊏ 14：00～15：00
［講　師］ 関根利一（茨城県立大子清流高等学校講師）
［参加料］ 100円
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号
［共　催］ 市民のための能を知る会実行委員会
［対　象］ 高校生以上 
［定　員］ 20名 
［申込み］ 10/10㊏ 10：00～　0294-24-7755

天球劇場のVLOG 特別編！木星・土星の大接近ライブ配信
ブイログ

12/21～22にかけて木星と土星が非常に近くに見えます。クリス
マスの「ベツレヘムの星」のお話とともに、ライブ配信をお届けしま
す！ライブ配信は公式YouTubeチャンネルをご覧ください。
※曇雨天時は12/22に延期、12/22が曇雨天の場合は中止

12/21㊊ 17：00～18：00
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-７７３１

公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/
UCYG5uv0eVgHkHYYLrBSCCuQ
またはYouTubeで「シビック サイエンス カルチャー チャンネル」と検索

障がい者文化交流事業　ニコ・カーニバル

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！
市内の障がい者関係団体による、創造性・独創性に富んだ絵画等の
作品展示、心を込めて作ったお菓子、陶器、アクセサリー等のオリジ
ナル商品の販売を行います。

12/5㊏ 10：00～16：00
［入場料］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター ギャラリー ほか
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7711

大人のための天文教室「晩秋の星座と流星群」

12/10㊍ 10：30～12：00
［講　師］ 増子光昭（星空案内人・シビックサイエンススタッフ）
［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室501号
［申込み］ 11/12㊍ 10：00～　0294-24-７７３１
晩秋の星座と流星群、はやぶさ2の帰還についてお話します。初心者向けの講座です。

放課後かがくクラブ

12/7㊊、12/14㊊、12/21㊊
15：30～17：00※時間内で自由に参加

［参加料］ 無料
［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
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731
放課後の時間帯に、小学生を対象とした科学の遊び場を開放します。プログラミング体験、簡単工作
等、実施内容は毎週変わります。

アロマで愉しむ工作教室「ワックスバー作り」

12/20㊐ 13：30～14：30／15：00～16：00
［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
［対　象］ 高校生以上 
［申込み］ 11/22㊐ 10：00～　0294-24-7731
アロマが香るオリジナルの「ワックスバー」を作ります。

12/19㊏ 10：00～11：30
［講　師］ 小杉あゆみ（水引工作所　代表）
［参加料］ １,５00円 
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号
［対　象］ 小学生以上
［申込み］ 11/1３㊎ 10：00～　0294-24-7711
日本の伝統工芸「水引」の結びを習得して、お年玉やギフトに使えるぽち袋を作ります。色は５種から
選べます。キーホルダーのお土産つきです。
※オンラインで会場と講師をつないで講座を行います。

シビックサロン「水引でつくる梅のぽち袋」

シビックサロン「ひたちを食べる－発酵食品で健康づくり」

2021/2/14㊐ 10：00～12：00／13：00～15：00
［講　師］ 原田実能（うのしまヴィラ）、小林康昭（横川温泉　山田屋旅館）
［協　力］ 一般社団法人日立市観光物産協会
［参加料］ 2,000円
［会　場］ 日立シビックセンター 料理室
［対　象］ 高校生以上 
［申込み］ 2021/1/7㊍ 10：00～  0294-24-7711
日本の食卓に欠かせない醤油やみそ等、あらためて注目されている「発酵食品」。ひたちの食材を
使って「発酵」を学び、これであなたも健康美人！

小林康昭原田実能

※イメージです

参加者募集

新型コロナウイルス感染拡大防止対策をとってイベントを開催します。なお、感染拡大防止の観点から、掲載したイベント等は中止、
または変更となる場合があります。最新の情報はホームページをご覧ください。
●ご来館の際は、マスクの着用をお願いします。　　●体調のすぐれないお客様のご来館は、ご遠慮ください。

【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。

12月の情報
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▼鳥瞰パース（イメージ）

日立シビックセンター科学館が生まれ変わります 科学館施設整備 【2021年３月完成予定】
　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、2021年3月末まで
休館いたします。
　新しい科学館は、より科学が身近に感じられ、子どもから大人まで楽しみながら学べる、新しいカタチの交流の場として生
まれ変わります。
※天球劇場（プラネタリウム）についても、９階入口とエレベーターの工事のため

9/28から休館となります。

　日常と科学をつなぐ多彩な交流空間「はっけんフィールド」を中心に、シンボル展示「た
めしてハニカム」と体験装置で科学原理を学ぶ「たんきゅうガレージ」、様々な体験プログ
ラムを展開する「ひらめきアトリエ」を整備します。
　７月までに８・９階の展示物等の撤去が完了しました。並行して各展示物の詳細な設計
を行って、現在は工場での展示物の製作が始まっています。新しい展示物の姿が見えてき
たら、ホームページ等で少しずつ紹介していきたいと思いますので、ご期待ください！

●科学館施設整備の進捗状況

T o p i c s

第30回ひたち秋祭り～郷土芸能大祭 《育むひたちの伝統芸能》

日立荒馬踊り（日立市内保育園・認定こども園）

Hitachi Starlight Illumination  History 日立市の冬の風物詩。これまで日立の 街を温かく灯してきた光の歴史を紹介します。

≪Hitachi Starlight Illumination 協賛のお願い≫　イルミネーションの光の一つ一つはみなさま の応援で輝いています。ご協賛に興味がある方は日立シビックセンターホームページをご覧ください。

　2000年に始まった日立のイルミネー
ション。初めてシンボルツリーが登場した
のは2001年。2003年には電球数が日立
市民と同じ数の20万球になりました。
　子どもに人気のリアルなサンタさんが広
場中の壁によじ登っていました。

　第2弾のシンボルツリーは高さ12ｍで青
と緑に色が切り替わる仕様でした。
　このころからLEDの普及が進み、様々
な光が増えました。特に駅前のケヤキを
青のLED一色で装飾した空間は話題とな
りました。

　近代的な都市空間の中心に突如現れた
天然モミの木のツリー。自然を感じられる
やさしい装飾とあたたかい光が創り出す雰
囲気がとても好評でした。
　トナカイの木製のメリーゴーランドなど
夜だけでなく昼間も楽しめました。

　人気のあった天然モミの木のツリーとメ
インツリーのダブルツリー時代。
　後半は日立市の花である桜のツリーが
登場し、色鮮やかに輝き、スポットごとに
楽しめる光をコンセプトとして巡り楽しむ
光を演出しました。

　LEDとプロジェクションマッピングの演
出を絡めて多彩な光が楽しめました。
　2016年に引き続き、中央のツリーは内
部に入ることができ、そこには日立市のパ
ワースポットの石を設置し、願いをかける
人の姿も多くみられました。

　広場一面に光の花畑を表現。音楽にあ
わせて様々な色に変化する光が幻想的な空
間を演出しました。ステージ上のシンボル
ツリーも存在感抜群でした。
　全体の光をトータルコーディネートして
洗練された輝きを届けました。

20192017～20182013～20162008～20122005～20072000～2004

　青森県の伝統芸能で、農民にとって宝物だった馬の動
きを表現し、踊りつがれてきたのが、現在の「荒馬踊り」
であると言われています。「日立の子どもたちに芸能を」
と、この踊りに取組み始めて28年が経ちました。昔踊っ
た子が親になって、
その子どもが参加す
ることも増えてきて
おり、日立の伝統
芸能として続いてい
ます。

十王鵜鳥舞（十王中学校）

　2005年に誕生した十王中学校オリジナルの芸能です。
十王という地名にちなんだ十人の守護王が、華麗な太刀
捌きで魔を払い、故郷を守って力強く踊ります。そして、
日本で唯一の海鵜の捕獲地であるという特色を生かし、
海鵜と鵜捕りに扮し
た踊り手が自然との
共生を表現します。
毎年創意工夫を重ね
て、「百年続く芸能」
を目指しています。

久慈中ソーラン・黒潮太鼓（久慈中学校）

　2000年、北海道稚内南中学校から、全国的に有名な南中
ソーランを直伝されました。
　漁師の動きを表現した激しく、厳しい振付を伝承する姿勢
が、歌手伊藤多喜雄さんに認められ、原曲の一節を「今じゃ
日立の久慈中節よ～」
と歌っていただき、
名実ともに久慈中学
校の芸能となりまし
た。躍動感あふれる
「黒潮太鼓」も加わり、
海に生きる心意気を
熱く表現します。

河中エイサー（河原子中学校）

　エイサーは沖縄を中心とした南国に伝わる郷土芸能で、河
中エイサーは、沖縄県で多くの実績を誇る園田青年会から、
2001年に民族歌舞団荒馬座を通じ伝授され始まりました。
　今では地元の花火大会等にも披露の場を広げており、勇
ましい大太鼓、躍動
する締め太鼓、可憐
な手踊りは地元に愛
される芸能へと成長
しています。

　日立シビックセンターでは、若い世代への伝統芸能の普及と、郷土の新しい芸能文化を育てるための事業を行っています。
　これまでに多くの子どもたちがひたち秋祭りの舞台で芸能を披露し、伝統を次の世代に繋いできました。
　今年度のひたち秋祭りは中止となりますが、子どもたちの練習の成果を動画配信という形でみなさまにお届けします。詳
細はホームページやSNS等でお知らせします。

新しい科学館の愛称決定！
　8/5～31の期間で、新しい科学館の愛
称募集を行いました。たくさんのご応募
をいただきありがとうございました。新し
い愛称はまもなく発表されます。楽しみ
にお待ちください！

ミニトリックアート展を開催！
　8/1～30の期間で、地下１階に新しく
できたオリエンテーションルームを会場
にして開催しました。見て写真を撮るだ
けではなく、ＡＲ（拡張現実）アプリを使っ
て動画撮影もできる新しいトリックアート
も登場しました。お楽しみいただけまし
たか？

●科学館施設整備スケジュール
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

新展示物
設計

新展示物製作 新展示物設置・調整
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日立の久慈中節よ～」
と歌っていただき、
名実ともに久慈中学
校の芸能となりまし
た。躍動感あふれる
「黒潮太鼓」も加わり、
海に生きる心意気を
熱く表現します。

河中エイサー（河原子中学校）

　エイサーは沖縄を中心とした南国に伝わる郷土芸能で、河
中エイサーは、沖縄県で多くの実績を誇る園田青年会から、
2001年に民族歌舞団荒馬座を通じ伝授され始まりました。
　今では地元の花火大会等にも披露の場を広げており、勇
ましい大太鼓、躍動
する締め太鼓、可憐
な手踊りは地元に愛
される芸能へと成長
しています。

　日立シビックセンターでは、若い世代への伝統芸能の普及と、郷土の新しい芸能文化を育てるための事業を行っています。
　これまでに多くの子どもたちがひたち秋祭りの舞台で芸能を披露し、伝統を次の世代に繋いできました。
　今年度のひたち秋祭りは中止となりますが、子どもたちの練習の成果を動画配信という形でみなさまにお届けします。詳
細はホームページやSNS等でお知らせします。

新しい科学館の愛称決定！
　8/5～31の期間で、新しい科学館の愛
称募集を行いました。たくさんのご応募
をいただきありがとうございました。新し
い愛称はまもなく発表されます。楽しみ
にお待ちください！

ミニトリックアート展を開催！
　8/1～30の期間で、地下１階に新しく
できたオリエンテーションルームを会場
にして開催しました。見て写真を撮るだ
けではなく、ＡＲ（拡張現実）アプリを使っ
て動画撮影もできる新しいトリックアート
も登場しました。お楽しみいただけまし
たか？

●科学館施設整備スケジュール
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

新展示物
設計

新展示物製作 新展示物設置・調整
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9/30㊌～10/8㊍

10/10㊏～10/14㊌
11/17㊋～11/22㊐
11/23㊊～11/29㊐

12/12㊏
12/19㊏

12/21㊊～12/27㊐

県北地区高等学校合同美術展

シベリア抑留関係展示会
第35回魁美術会絵画展
徳光教室+デジタルレッスン+ぶらり500写真展

としょかんまつり
消費生活展
ふるさとの英霊　大東亜戦争戦没者追悼展

県北地区高等学校合同美術展
（一財）全国強制抑留者協会

魁美術会

徳光ゆかり写真教室
日立市立記念図書館

消費生活展実行委員会

ふるさとの英霊展実行委員会

ギャラリー

11/3㊋
11/9㊊・11/10㊋

11/21㊏
12/6㊐

ピアノ発表会
元気いばらき就職面接会（日立会場）

タカワ音楽教室リトルコンサート
LEAPDAY

カンタービレの会

いばらき就職支援センター
タカワ音楽教室

常陸ｆｒｏｇｓ

多用途ホール

音楽ホール
11/3㊋

11/29㊐

12/12㊏

12/20㊐
12/26㊏

令和２年度茨城県芸術祭合唱演奏会

令和２年度日立市芸術祭第56回日立市民音楽祭

茨城大学管弦楽団第46回定期演奏会

レースレースラインコンサートvol.3
茨城大学混声合唱団第70回記念定期演奏会

茨城県・茨城県合唱連盟

日立市文化協会・日立市民音楽連盟

茨城大学管弦楽団
レースレースライン

茨城大学混声合唱団

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
10/4㊐

12/6㊐

12/13㊐

12/17㊍

12/27㊐

日立市洋舞踊協会　第3回洋舞フェスティバル

ビックバンドコンサート
16th Wind Machine Oｒchestra Concert 2020

第１４回渡辺裕子バレエスクール発表会

マスクプレイミュージカル「７ひきのこやぎと狼」

日立市民吹奏楽団ポップスコンサート2020

日立市文化協会・日立市洋舞踊協会

日立会軽音楽部・ウインドマシーンオーケストラ

渡辺裕子バレエスクール

劇団飛行船

日立市民吹奏楽団

多賀市民会館/ホール
10/10㊏

10/17㊏～10/18㊐

10/25㊐
11/15㊐

11/22㊐
11/29㊐
12/6㊐
12/26㊏

環境教育発表会
茨城県高等学校演劇祭県北地区大会

ピアノ・エレクトーン発表会
ジョイントコンサート

発表会
ジャパン歌謡信友会　歌謡ショー
ピアノ・エレクトーン発表会
クリスマス交流発表会

日立市環境政策課

茨城県高等学校文化連盟演劇部会
（株）クシダピアノ社

（株）ヤマハミュージックリテイリング水戸店
向洋会

ジャパン歌謡信友会
（株）クシダピアノ社

（公財）ラボ国際交流センター

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、掲載したイベント等
は中止、または変更となる場合があります。

日立シビックセンターはこの秋開館30周年を迎えます

ひたち市民オペラによるまちづくりの会
過去のニューイヤーオペラコンサートが放送されます

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

営業時間 11：00～15：00（L.O. 14：00）
　　　　 17：00～22：00（L.O. 21：00）
お問合せ 0294-87-7500

カフェ ハルモニア1  階

@cafeharmonia

　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・夜のご宴会や会議の際
のお弁当の予約も承っております。お気軽
にお問合せください！

クレジットカード・電子マネー決済がご利用いただけるようになりました
キャッシュレス決済で小銭要らず！ぜひご利用ください！！

施　　設 決 済 対 象

施設使用料、コンサートチケット、ミュージアムショップ等
※地下駐車場駐車券のご購入にはご利用いただけません。

施設使用料、コンサートチケット等

日立シビックセンター

日立市民会館

多賀市民会館

電子マネー

クレジットカード

開館時間 ９：３０～１８：００
お問合せ 0294-24-5055

「ひたちシネマ」の再開は
未定となっております。

再開時には、
日立市報やホームページ等で

お知らせいたします。

　視聴覚センターで、名作映画、子ども向け
アニメ、郷土映像のDVD等を借りることが
できます。借りるには登録が必要となります
ので、視聴覚センターまでお問合せください。
　また、地域等での上映会の支援もして
おりますので、お気軽にご相談ください。

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

10/17㊏ 14：00～14：30　先着10名
おはなし会（幼児向け） ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

12/26㊏ 14：00～14：30　先着10名
冬休みおはなし会 ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

11/7㊏ 14：00～14：30　先着10名
読書週間おはなし会 ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

12/12㊏
としょかんまつりおはなし会 ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

10/21㊌、28㊌、11/18㊌、25㊌、12/16㊌、23㊌
各日11：00～11：30　先着5組　要申込み

らっこのおへや（0歳から）［会場］ 記念図書館おはなしのへや

●図書館がすすめる読み聞かせの本展 10/1㊍～10/29㊍
●小中学生の子育て 11月はいばらき教育月間です 展 10/31㊏～11/29㊐
●お読みになりましたか？受賞作 展 12/1㊋～12/27㊐

本の展示

●作家「なかやみわ」 ●ハロウィン・魔女
●秋、見つけた！ 
●作家「ジョン・バーニンガム」 ●仕事・はたらく人
●クリスマス
●作家「谷川俊太郎」
●お正月・丑（うし）

10/3㊏～10/31㊏
10/3㊏～11/15㊐
11/2㊊～11/29㊐
11/17㊋～12/27㊐
12/1㊋～12/27㊐
12/1㊋～1/12㊋

こどもとしょしつ展示

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、掲載したイベ
ント等は中止、または変更となる場合があります。

※映像、音声は記録保管用として撮影、録音されたものです。字幕はございません。

＜放送＞ケーブルテレビJWAY：地上デジタル11ch（ひたちJチャンネル）

放 送 日 時 内 　 　 容

10/ 3 ㊏

10/ 4 ㊐

10/10㊏

10/11㊐

11/ 7 ㊏

11/ 8 ㊐

11/14㊏

11/15㊐

第1部

第2部

第1部

第2部

前半

後半

前半

後半

15：00～16：00

15：00～16：00

第18回
ニューイヤーオペラコンサート

第15回
ニューイヤーオペラコンサート

2021年10月（予定）
　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
体験できる日立の秋の一大風物詩です。
　特設大ステージにて、郷土芸能の感動をお届けします。

第31回ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

　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、日立駅前に1990年11月8日に開館し、このたび30
周年を迎えます。当初、開館30周年を記念して7月から翌年1月に予定していた様々な事業は、来年度、改めて実施する予定
です。今しばらくお待ちいただきますとともに、これからも引き続き、みなさまに喜んでいただけるような事業を提供してまい
りますので、どうぞよろしくお願いいたします。（各記念事業の詳細については、決定し次第ホームページ等でお知らせします。）

予定している記念事業

2021年10月～2022年1月（予定）
　一流の演奏家によるコンサートはもちろん、プロと市民でつ
くる記念コンサートや、世代を超えて、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

[お問合せ]    ホール事業課 0294-24-7755
ケーブルテレビJWAY ０２９４-２２-３０８０

10/10㊏ 15：30～15：50　先着12名　［申込み］9/26㊏9：30～

絵本作家 加藤休ミ先生の絵本読み聞かせ会
［会場］ 記念図書館おはなしのへや
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9/30㊌～10/8㊍

10/10㊏～10/14㊌
11/17㊋～11/22㊐
11/23㊊～11/29㊐

12/12㊏
12/19㊏

12/21㊊～12/27㊐

県北地区高等学校合同美術展

シベリア抑留関係展示会
第35回魁美術会絵画展
徳光教室+デジタルレッスン+ぶらり500写真展

としょかんまつり
消費生活展
ふるさとの英霊　大東亜戦争戦没者追悼展

県北地区高等学校合同美術展
（一財）全国強制抑留者協会

魁美術会

徳光ゆかり写真教室
日立市立記念図書館

消費生活展実行委員会

ふるさとの英霊展実行委員会

ギャラリー

11/3㊋
11/9㊊・11/10㊋

11/21㊏
12/6㊐

ピアノ発表会
元気いばらき就職面接会（日立会場）

タカワ音楽教室リトルコンサート
LEAPDAY

カンタービレの会

いばらき就職支援センター
タカワ音楽教室

常陸ｆｒｏｇｓ

多用途ホール

音楽ホール
11/3㊋

11/29㊐

12/12㊏

12/20㊐
12/26㊏

令和２年度茨城県芸術祭合唱演奏会

令和２年度日立市芸術祭第56回日立市民音楽祭

茨城大学管弦楽団第46回定期演奏会

レースレースラインコンサートvol.3
茨城大学混声合唱団第70回記念定期演奏会

茨城県・茨城県合唱連盟

日立市文化協会・日立市民音楽連盟

茨城大学管弦楽団
レースレースライン

茨城大学混声合唱団

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
10/4㊐

12/6㊐

12/13㊐

12/17㊍

12/27㊐

日立市洋舞踊協会　第3回洋舞フェスティバル

ビックバンドコンサート
16th Wind Machine Oｒchestra Concert 2020

第１４回渡辺裕子バレエスクール発表会

マスクプレイミュージカル「７ひきのこやぎと狼」

日立市民吹奏楽団ポップスコンサート2020

日立市文化協会・日立市洋舞踊協会

日立会軽音楽部・ウインドマシーンオーケストラ

渡辺裕子バレエスクール

劇団飛行船

日立市民吹奏楽団

多賀市民会館/ホール
10/10㊏

10/17㊏～10/18㊐

10/25㊐
11/15㊐

11/22㊐
11/29㊐
12/6㊐
12/26㊏

環境教育発表会
茨城県高等学校演劇祭県北地区大会

ピアノ・エレクトーン発表会
ジョイントコンサート

発表会
ジャパン歌謡信友会　歌謡ショー
ピアノ・エレクトーン発表会
クリスマス交流発表会

日立市環境政策課

茨城県高等学校文化連盟演劇部会
（株）クシダピアノ社

（株）ヤマハミュージックリテイリング水戸店
向洋会

ジャパン歌謡信友会
（株）クシダピアノ社

（公財）ラボ国際交流センター

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、掲載したイベント等
は中止、または変更となる場合があります。

日立シビックセンターはこの秋開館30周年を迎えます

ひたち市民オペラによるまちづくりの会
過去のニューイヤーオペラコンサートが放送されます

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

営業時間 11：00～15：00（L.O. 14：00）
　　　　 17：00～22：00（L.O. 21：00）
お問合せ 0294-87-7500

カフェ ハルモニア1  階

@cafeharmonia

　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・夜のご宴会や会議の際
のお弁当の予約も承っております。お気軽
にお問合せください！

クレジットカード・電子マネー決済がご利用いただけるようになりました
キャッシュレス決済で小銭要らず！ぜひご利用ください！！

施　　設 決 済 対 象

施設使用料、コンサートチケット、ミュージアムショップ等
※地下駐車場駐車券のご購入にはご利用いただけません。

施設使用料、コンサートチケット等

日立シビックセンター

日立市民会館

多賀市民会館

電子マネー

クレジットカード

開館時間 ９：３０～１８：００
お問合せ 0294-24-5055

「ひたちシネマ」の再開は
未定となっております。

再開時には、
日立市報やホームページ等で

お知らせいたします。

　視聴覚センターで、名作映画、子ども向け
アニメ、郷土映像のDVD等を借りることが
できます。借りるには登録が必要となります
ので、視聴覚センターまでお問合せください。
　また、地域等での上映会の支援もして
おりますので、お気軽にご相談ください。

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

10/17㊏ 14：00～14：30　先着10名
おはなし会（幼児向け） ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

12/26㊏ 14：00～14：30　先着10名
冬休みおはなし会 ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

11/7㊏ 14：00～14：30　先着10名
読書週間おはなし会 ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

12/12㊏
としょかんまつりおはなし会 ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

10/21㊌、28㊌、11/18㊌、25㊌、12/16㊌、23㊌
各日11：00～11：30　先着5組　要申込み

らっこのおへや（0歳から）［会場］ 記念図書館おはなしのへや

●図書館がすすめる読み聞かせの本展 10/1㊍～10/29㊍
●小中学生の子育て 11月はいばらき教育月間です 展 10/31㊏～11/29㊐
●お読みになりましたか？受賞作 展 12/1㊋～12/27㊐

本の展示

●作家「なかやみわ」 ●ハロウィン・魔女
●秋、見つけた！ 
●作家「ジョン・バーニンガム」 ●仕事・はたらく人
●クリスマス
●作家「谷川俊太郎」
●お正月・丑（うし）

10/3㊏～10/31㊏
10/3㊏～11/15㊐
11/2㊊～11/29㊐
11/17㊋～12/27㊐
12/1㊋～12/27㊐
12/1㊋～1/12㊋

こどもとしょしつ展示

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、掲載したイベ
ント等は中止、または変更となる場合があります。

※映像、音声は記録保管用として撮影、録音されたものです。字幕はございません。

＜放送＞ケーブルテレビJWAY：地上デジタル11ch（ひたちJチャンネル）

放 送 日 時 内 　 　 容

10/ 3 ㊏

10/ 4 ㊐

10/10㊏

10/11㊐

11/ 7 ㊏

11/ 8 ㊐

11/14㊏

11/15㊐

第1部

第2部

第1部

第2部

前半

後半

前半

後半

15：00～16：00

15：00～16：00

第18回
ニューイヤーオペラコンサート

第15回
ニューイヤーオペラコンサート

2021年10月（予定）
　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
体験できる日立の秋の一大風物詩です。
　特設大ステージにて、郷土芸能の感動をお届けします。

第31回ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

　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、日立駅前に1990年11月8日に開館し、このたび30
周年を迎えます。当初、開館30周年を記念して7月から翌年1月に予定していた様々な事業は、来年度、改めて実施する予定
です。今しばらくお待ちいただきますとともに、これからも引き続き、みなさまに喜んでいただけるような事業を提供してまい
りますので、どうぞよろしくお願いいたします。（各記念事業の詳細については、決定し次第ホームページ等でお知らせします。）

予定している記念事業

2021年10月～2022年1月（予定）
　一流の演奏家によるコンサートはもちろん、プロと市民でつ
くる記念コンサートや、世代を超えて、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

[お問合せ]    ホール事業課 0294-24-7755
ケーブルテレビJWAY ０２９４-２２-３０８０

10/10㊏ 15：30～15：50　先着12名　［申込み］9/26㊏9：30～

絵本作家 加藤休ミ先生の絵本読み聞かせ会
［会場］ 記念図書館おはなしのへや



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（1時間無料、以降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2020年9月11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

シビックサロン「水引でつくる梅のぽち袋」 天球劇場のVLOG 特別編！お月見ライブ配信～中秋の名月を見よう～
ブイログ

親子でオンライン教室「光の実験＆工作」

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）

ご寄附のお願い 日立シビックセンター　TEL：0294-24-7700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

チケット前売情報

「第27回ひたちBigBand
　　フェスティバル2020」
公演中止について

　2020年11月15日に予定しておりました「第27回ひたちBigBandフェスティバル2020」
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公演を中止させていただく事となりました。
　公演を楽しみにされていたみなさまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を賜ります
ようお願い申し上げます。

公益財団法人日立市民科学文化財団・ひたちBigBandフェスティバル実行委員会

2021/2/27㊏
19：00開演

［料　金］ 全席指定
　　　　  一　般　4,000円
　　　　  当　日　4,500円

［会　場］ 日立市民会館 ホール
［チケット］ 2021/1/9㊏ 9：00発売
［問合せ］ 日立市民会館 0294-22-6481

よしもとお笑いまつり
in日立2021

2021/2/10㊌
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］ 10/24㊏ 9：00発売
［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

「7ひきのこやぎと狼」

オペラ・ミュージカル「日立の玉手箱」 公演延期とチケットの払戻しについて
　2020年3月28～29日に予定しておりましたオペラ・ミュージカ
ル「日立の玉手箱」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期
としておりましたが、現時点でも感染収束の見通しが立たず、再公演
の日程が決まっていない状況です。再公演の日程につきましては、決
定し次第、順次お知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
　なお、お買い求めいただいたチケットは、全券払戻しの対応をさせ
ていただきます。
　公演を楽しみにされていたみなさまには大変ご迷惑をおかけいた
しますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

［払戻し方法］　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ホールで購入された方→日立市民会館窓口へ
実行委員会から購入された方→実行委員会へ
※購入先によって払戻しの場所が異なりますのでご注意ください。
　払戻しの際には、必ずチケットと印鑑をお持ちください。

［払戻し期限］　12/25㊎まで
［お問合せ］　日立市民会館　0294-22-6481

日立の玉手箱実行委員会

受託チケット関連情報

新型コロナウイルス感染拡大防止対策をとっ
てイベントを開催します。なお、感染拡大防
止の観点から、掲載したイベント等は中止、
または変更となる場合があります。詳しくは
ホームページをご覧ください。
※掲載内容は9月10日現在の情報です。

日立シビックセンター・
日立市民会館・多賀市民会館の
ホームページはこちらから
ご確認ください

EVENT INFORMATION
掲載の各イベントについて

EVENT
INFORMATION

2020
10・11・12

日立シビックセンター 日立市民会館 多賀市民会館


