
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7月15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7月13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

ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ⒸPokémon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）

ひたち納涼寄席

ポケットモンスター サン＆ムーン　プラネタリウム

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

YouTubeチャンネル開設のお知らせ

2020年4月からYouTubeチャンネル
「シビック サイエンス カルチャー チャンネル（C.S.C.Channel）」を開設しました。

　お部屋でできる科学実験、プラネタリウムを使った天体解説や客席からは見られないホールの仕組み等、
お家で楽しめるだけでなく、施設に行って体験したくなる、サイエンス・カルチャー・アートの動画をお届け
します。
　みなさまのチャンネル登録をお待ちしております！ 登録はこちらから

このほかにも、様々な動画を配信予定です！

おへやでカガクカン！ 日立市民会館の舞台機構紹介

ひたち秋祭り～郷土芸能大祭
コロナ退散祈願特別編「鍾馗」

天球劇場のVLOG
ブイログ

シビックセンターdeこんなことやってます
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新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組み新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組み

動画撮影風景 日食配信 工作キット

T o p i c s

　日立シビックセンター、日立・多賀市民会館では、
お客様に安心して施設をご利用いただくために、
新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた取組
みを行っております。

●職員のマスク及び手袋の着用
●消毒液の設置
●窓口での飛沫防止対策
　（ビニールカーテン・アクリル板の設置）
●非接触での受付・もぎり・
　プログラム配布の実施
●お客様同士の適切な距離の確保
●施設の定期的な消毒及び換気
●館内各施設に注意事項の掲示
●各施設最大利用人数の見直し
●サーマルカメラの設置

　施設をご利用されるお客様におかれましても、
下記事項へのご協力をお願いします。

●マスクの着用
●消毒液による手指の消毒
●手洗い・咳エチケットの実施
●発熱や咽頭痛の症状がある場合の利用自粛

　状況に応じて、対応が変更となる場合がございます。最新の情報につきましては、HPをご確認いただくか、裏表紙
に記載の各施設までお問合せください。

新型コロナウイルスって？新型コロナウイルスって？

　細菌もウイルスも感染症を引き起こす病原体ですが、同じものではありません。細菌は細胞がある「生物」ですが、ウイルスには
細胞がありません。そのため、細菌は自分で増えることができますが、ウイルスは生物の中の細胞に入らないと増えることができ
ません。

細菌とウイルス

　ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず、表面に付着するだけと言われていま
す。しかし、ウイルスが付いた手で口や鼻、目等を触るとそこからウイルスが体内に入り込み、感染することがあります。手洗
いは、流水だけであってもウイルスを流すことができますが、石けんを使うとウイルスの膜を壊すことができるため、さらに有
効です。

感染経路

　「コロナウイルス」には、一般の風邪のウイルスと、過去に流行した「SARS」、「MARS」が含まれます。今回のウイルスは、これ
まで発見されたものと違う新しいウイルスであるため、「新型コロナウイルス（SARS-CoV2）」と呼ばれています。
※「COVID-19」は「新型コロナウイルス感染症」の略称。

コロナウイルス
サーズ マーズ

参考：厚生労働省HP

　3月5日から休館となった日立シビックセンター科学館・天球劇場では、自宅でできる科学実験や工作を紹介する「お
へやでカガクカン」、星空のお話を楽しめる「天球劇場のVLOG」等を YouTube、Facebook、Twitter で配信していま
す。6月21日の部分日食の際には、その様子をYouTubeにてライブでお伝えしました。さらに、中止となったイベン
トで使用を予定していた工作キットを日立市内の幼稚園や学童クラブ等に2,420人分を配布しました。
　なお、5月30日からは、土日祝日のみ、条件付きで天球劇場が再開しています。秋頃からはイベントとして科学教
室や観望会も再開できるよう準備を進めているところです。
　また皆様とお会いできる日を心待ちにしております！

何してる？科学館・天球劇場の今

　日本の伝統芸能は、五穀豊穣や共同
体の繁栄等、人々の生活に根付いて生ま
れ、代々継承されてきた貴重な文化遺産
です。その中には、疫病退散を祈願した
ものもあります。
　「鍾馗」は中国の伝承に登場する神様
で、日本でも疫病退散や学業成就に効
があるとされています。関東地方では、
五月人形として端午の節句に飾られ、近
畿・中部地方では屋根の軒先に瓦製の
人形が置かれていることがあります。
　「ひたち秋祭り～郷土芸能大祭」に過去
に出演していただいた、島根県益田市の
石見神楽上吉田保存会の皆さんに、新
型コロナウイルス退散を祈願した映像の配信を相談したところ、快く引き受けてくださり、「石見神楽」の演目「鍾馗」を
YouTubeチャンネルで配信することができました。

【鍾馗の物語】
　唐（昔の中国）の玄宗皇帝が病で伏せている時、高熱の中で夢を見ました。夢には「鍾馗」と名乗る神様が現れ、疫神（鬼）
を退治しました。そして皇帝が夢から覚めると病が治っていました。その後、絵師に夢で見た鍾馗の姿を描かせ、災厄
を祓う守り神として祀りました。

［協力］ 石見神楽上吉田保存会（島根県益田市）

沈静へ祈りを込めて～石見神楽　鍾馗～

窓口での飛沫防止対策消毒液の設置

お客様同士の適切な距離の確保 館内各施設に注意事項の掲示

サーマルカメラの設置

いわみかぐらいわみかぐら しょうきしょうき
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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や簡単工
作等、実施内容は毎週変わります。時間内は自由に参加できます。

9/7㊊、9/14㊊、9/28㊊
15：30～17：00

［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
［対　象］ 小学生
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731

放課後かがくクラブ

千住真理子リサイタル
～スペシャルゲスト  千住明～

作曲家千住明をゲストに迎え、千住真理子の演奏で特別なひと時を贈ります。
※茨城県のガイドラインに基づき、お客様同士の適切な距離を確保するため、座席の間隔を広くして
おります。

9/6㊐ 昼・夕方の2回公演
［出　演］ 千住真理子（ヴァイオリニスト）

山洞智（ピアニスト）、千住明（作曲家） 
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［その他］ 公演時間、料金、チケットの発売等に

ついてはHPをご確認ください。
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

千住真理子 山洞智千住明

ⒸKiyotaka Saito(SCOPE)ⒸKiyotaka Saito(SCOPE)

紅茶や玉ねぎの皮等、身近なものを使った草木染
体験です。

9/21㊊㊗
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 料理室
［対　象］ 親子
［申込み］ 8/14㊎ 10：00～

0294-24-７７３１

親子で楽しむ科学教室「草木染」

YouTubeを使い、1日限定のサイエンスショーフェスティバルを開催します。ここでしか見ることが
できない全国の実験名人のショーをはじめ、8/30は生配信のサイエンスショーもありますのでお楽
しみに！

ライブ配信＆配信見学
8/30 ㊐ ①11：30～12：30 ②14：30～15：30

［出　演］ Dr.ナダレンジャー＆ナダレンコ、日立シビックセンター科学館職員
［参加料］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［対　象］ 小学生以上（①、②各50人）
［申込み］ 7/18㊏ 10：00～ HPから
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731

動画配信
8/30㊐～9/6㊐

［出　演］ 浜松科学館、はまぎん こども宇宙科学館

日立サイエンスショーフェスティバル in YouTube

日本全国で開催される、小・中学生を対象
にした宇宙教育プログラムです。

9/5㊏、9/6㊐
10：00～12：00

［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター

会議室502号
［対　象］ 小学1～3年生と保護者
［申込み］ 8/1㊏ 10：00～

0294-24-7731

宇宙実験教室キッズコース

※イメージです

9/5㊏ 14：00～17：00
［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター

会議室502号
［対　象］ 小学４年生～中学３年生
［申込み］ 8/1㊏ 10：00～

0294-24-7731

宇宙実験教室基礎コース

日本全国で開催される、小・中学生を対象
にした宇宙教育プログラムです。

※イメージです

親子のためのコンサート。0歳のお子様から、バギー（ベビーカー）のまま一緒にお楽しみいただけ
ます。

8/28㊎ 13：00～13：30
［出　演］ 岡田悠紀（チェロ）、長谷部栄子（ピアノ）
［参加料］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［対　象］ 0歳以上の親子（先着50人）
［申込み］ 7/25㊏ 10：00～ HP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～チェロとピアノ～

音楽ホールで大笑い！日本が誇る伝統話芸の世界をお楽しみください。
※茨城県のガイドラインに基づき、お客様同士の適切な距離を確保するため、座席の間隔を広くして
おります。

8/25㊋、8/26㊌ 各日18：30開演
［出　演］ 8/25㊋

林家たい平（真打）、初音家左橋（真打）、春風亭一蔵（二ツ目）、入船亭扇ぽう（前座）
8/26㊌
林家正蔵（真打）、林家あずみ（三味線漫談）、林家ひろ木（真打）、古今亭菊一（前座） 

［料　金］ 全席指定 1日券〈１階席、2階L・R席〉 3,000円
　　　　 1日券〈2階正面席〉 2,500円
　　　　 2日券〈１階席、2階L・R席〉 5,500円

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［チケット］ 電話予約のみ 7/25㊏ 10：00受付開始

0294-24-7720
※入場料は公演当日に、会場でお支払いいただきます。

ひたち納涼寄席

観望のためのプラネタリウム＆観望会「木星・土星」

プラネタリウムでその日の夜に見られる星空を学んだ後、屋上で実際に天体望遠鏡を使って、木星と
土星を中心に観察します。
※曇雨天時は、プラネタリウム上映のみ行います。

8/22㊏ 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

めざせ日本一周！
サイエンスショーリレー

全国の科学館が、実験動画をつなぐ企画で
す。7/23に公式YouTubeチャンネルから
スタートします。

7/23㊍㊗～8/30㊐
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731

はじめてのかがく
9/12㊏ 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
［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

（定員になり次第受付終了）
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」と合わせてお楽しみください。

はじめてのプラネタリウム 星のお話「夏のほしぞら」

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。

9/12㊏ 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
［申込み］ 8/27㊍ 10：00～ 

0294-24-7731

親子で楽しむ科学教室「花のバスボム作り」

ドライフラワーとアロマオイルを使った入浴剤作り
です。

9/22㊋㊗
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
［申込み］ 8/14㊎ 10：00～ 

0294-24-7731

観望のためのプラネタリウム＆観望会「月と土星」

プラネタリウムでその日の夜に見られる星空を学んだ後、屋上で実際に天体望遠鏡を使って、月と土
星を中心に観察します。
※曇雨天時は、プラネタリウム上映のみ行います。

9/26㊏ 18：00～19：30
［料　金］ 全席自由 大人 530円、小人 320円

幼児無料※年間パスポートでの入場可
［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

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～

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
［参加料］ 500円　［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101、102号
［講　師］ 井上直子、大谷将士、下村浩一郎、三部勉（J-PARCセンター） 
［対　象］ 小学5～6年生 
［申込み］ 9/5㊏ 10：00～  0294-24-77３１

お天気教室

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
［参加料］ 1,000円　［会　場］ 日立シビックセンター 会議室503号
［講　師］ 向笠康二郎（気象予報士） 
［対　象］ 小学3、4年生 
［申込み］ 9/13㊐ 10：00～  0294-24-77３１

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
［参加料］ 無料　［会　場］ 日立市民会館 111号室
［講　師］ satoco（絵本作家、イラストレーター） 
［対　象］ 一般 
［申込み］ 9/12㊏ 9：30～  0294-22-6481

参加者募集

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をとってイベントを開催します。なお、感染症の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。
●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。

【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）
チケットぴあ取扱 ローソンチケット取扱

8月の情報

9月の情報
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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や簡単工
作等、実施内容は毎週変わります。時間内は自由に参加できます。

9/7㊊、9/14㊊、9/28㊊
15：30～17：00

［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
［対　象］ 小学生
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731

放課後かがくクラブ

千住真理子リサイタル
～スペシャルゲスト  千住明～

作曲家千住明をゲストに迎え、千住真理子の演奏で特別なひと時を贈ります。
※茨城県のガイドラインに基づき、お客様同士の適切な距離を確保するため、座席の間隔を広くして
おります。

9/6㊐ 昼・夕方の2回公演
［出　演］ 千住真理子（ヴァイオリニスト）

山洞智（ピアニスト）、千住明（作曲家） 
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［その他］ 公演時間、料金、チケットの発売等に

ついてはHPをご確認ください。
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7720

千住真理子 山洞智千住明

ⒸKiyotaka Saito(SCOPE)ⒸKiyotaka Saito(SCOPE)

紅茶や玉ねぎの皮等、身近なものを使った草木染
体験です。

9/21㊊㊗
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 料理室
［対　象］ 親子
［申込み］ 8/14㊎ 10：00～

0294-24-７７３１

親子で楽しむ科学教室「草木染」

YouTubeを使い、1日限定のサイエンスショーフェスティバルを開催します。ここでしか見ることが
できない全国の実験名人のショーをはじめ、8/30は生配信のサイエンスショーもありますのでお楽
しみに！

ライブ配信＆配信見学
8/30 ㊐ ①11：30～12：30 ②14：30～15：30

［出　演］ Dr.ナダレンジャー＆ナダレンコ、日立シビックセンター科学館職員
［参加料］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［対　象］ 小学生以上（①、②各50人）
［申込み］ 7/18㊏ 10：00～ HPから
［問合せ］ 日立シビックセンター 0294-24-7731

動画配信
8/30㊐～9/6㊐

［出　演］ 浜松科学館、はまぎん こども宇宙科学館

日立サイエンスショーフェスティバル in YouTube

日本全国で開催される、小・中学生を対象
にした宇宙教育プログラムです。

9/5㊏、9/6㊐
10：00～12：00

［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター

会議室502号
［対　象］ 小学1～3年生と保護者
［申込み］ 8/1㊏ 10：00～

0294-24-7731

宇宙実験教室キッズコース

※イメージです

9/5㊏ 14：00～17：00
［参加料］ 500円
［会　場］ 日立シビックセンター

会議室502号
［対　象］ 小学４年生～中学３年生
［申込み］ 8/1㊏ 10：00～

0294-24-7731

宇宙実験教室基礎コース

日本全国で開催される、小・中学生を対象
にした宇宙教育プログラムです。

※イメージです

親子のためのコンサート。0歳のお子様から、バギー（ベビーカー）のまま一緒にお楽しみいただけ
ます。

8/28㊎ 13：00～13：30
［出　演］ 岡田悠紀（チェロ）、長谷部栄子（ピアノ）
［参加料］ 無料
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［対　象］ 0歳以上の親子（先着50人）
［申込み］ 7/25㊏ 10：00～ HP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～チェロとピアノ～

音楽ホールで大笑い！日本が誇る伝統話芸の世界をお楽しみください。
※茨城県のガイドラインに基づき、お客様同士の適切な距離を確保するため、座席の間隔を広くして
おります。

8/25㊋、8/26㊌ 各日18：30開演
［出　演］ 8/25㊋

林家たい平（真打）、初音家左橋（真打）、春風亭一蔵（二ツ目）、入船亭扇ぽう（前座）
8/26㊌
林家正蔵（真打）、林家あずみ（三味線漫談）、林家ひろ木（真打）、古今亭菊一（前座） 

［料　金］ 全席指定 1日券〈１階席、2階L・R席〉 3,000円
　　　　 1日券〈2階正面席〉 2,500円
　　　　 2日券〈１階席、2階L・R席〉 5,500円

［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［チケット］ 電話予約のみ 7/25㊏ 10：00受付開始

0294-24-7720
※入場料は公演当日に、会場でお支払いいただきます。

ひたち納涼寄席

観望のためのプラネタリウム＆観望会「木星・土星」

プラネタリウムでその日の夜に見られる星空を学んだ後、屋上で実際に天体望遠鏡を使って、木星と
土星を中心に観察します。
※曇雨天時は、プラネタリウム上映のみ行います。

8/22㊏ 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

めざせ日本一周！
サイエンスショーリレー

全国の科学館が、実験動画をつなぐ企画で
す。7/23に公式YouTubeチャンネルから
スタートします。

7/23㊍㊗～8/30㊐
［問合せ］ 日立シビックセンター

0294-24-7731

はじめてのかがく
9/12㊏ 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
［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

（定員になり次第受付終了）
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」と合わせてお楽しみください。

はじめてのプラネタリウム 星のお話「夏のほしぞら」

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。

9/12㊏ 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
［申込み］ 8/27㊍ 10：00～ 

0294-24-7731

親子で楽しむ科学教室「花のバスボム作り」

ドライフラワーとアロマオイルを使った入浴剤作り
です。

9/22㊋㊗
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
［申込み］ 8/14㊎ 10：00～ 

0294-24-7731

観望のためのプラネタリウム＆観望会「月と土星」

プラネタリウムでその日の夜に見られる星空を学んだ後、屋上で実際に天体望遠鏡を使って、月と土
星を中心に観察します。
※曇雨天時は、プラネタリウム上映のみ行います。

9/26㊏ 18：00～19：30
［料　金］ 全席自由 大人 530円、小人 320円

幼児無料※年間パスポートでの入場可
［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

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～

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
［参加料］ 500円　［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101、102号
［講　師］ 井上直子、大谷将士、下村浩一郎、三部勉（J-PARCセンター） 
［対　象］ 小学5～6年生 
［申込み］ 9/5㊏ 10：00～  0294-24-77３１

お天気教室

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
［参加料］ 1,000円　［会　場］ 日立シビックセンター 会議室503号
［講　師］ 向笠康二郎（気象予報士） 
［対　象］ 小学3、4年生 
［申込み］ 9/13㊐ 10：00～  0294-24-77３１

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
［参加料］ 無料　［会　場］ 日立市民会館 111号室
［講　師］ satoco（絵本作家、イラストレーター） 
［対　象］ 一般 
［申込み］ 9/12㊏ 9：30～  0294-22-6481

参加者募集

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をとってイベントを開催します。なお、感染症の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。
●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。

【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）
チケットぴあ取扱 ローソンチケット取扱

8月の情報

9月の情報
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6 7

無料

無料

天球劇場
プラネタリウム科 学 館

※（  ）内は30人以上の団体割引料金

530円（480円） 320円（270円）

大人
[高校生以上]

小人
幼 児

無 料

小・中学生、障がい者
高齢者（65歳以上）

【施設入館料】

上映スケジュール【各回50分】

●7/18㊏～9/27㊐

11：00

13：30

15：30

土・日曜日、祝日、8/11㊋～8/14㊎

ミニ科学館

【お問合せ】 0294-24-7731（10：00～18：00）

ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ⒸPokémon

実験装置大集合
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。

1日100人限定

工作コーナー

「箱万華鏡」9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

実験コーナー

「鏡・錯覚の実験」9月

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

科学館は令和3年3月末まで休館となります。 （科学館施設整備）
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、令和3年3月末まで休館します。
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。
工事の進捗状況につきましては、随時HP等でお知らせします。ご期待ください。
※天球劇場（プラネタリウム）については、令和2年9月末まで土日祝日限定で上映します。詳しい上映スケ

ジュールは、P7をご覧ください。
※7/18㊏～9/27㊐は土・日曜日と祝日、8/11

㊋～8/14㊎のみの上映となります。
※新型コロナウイルス感染症対策として、定員を

79名に変更しております。
※記載の内容は、変更となる場合があります。最

新情報はHPをご覧ください。
※9/12㊏の11:00の回は「はじめてのプラネタ

リウム」を上映します。

9/5㊏～9/27㊐の土・日曜日と祝日　10：30～16：00 ●場所　日立シビックセンター アトリウム

天球劇場の

入館料50円引き
有効期限：2020/9/27㊐

チケット購入時に、
本誌をご提示ください

【割引券】

※他の割引券との併用はできません。

ポケットモンスター サン＆ムーン　プラネタリウム
7/18㊏～9/27㊐の土・日曜日、祝日と8/11㊋～8/14㊎

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。

●科学館施設整備の進捗状況

地下1階にあった科学館の入場口
及びミュージアムショップを1階に
設置することにより、科学館へのア
クセスのしやすさが向上しました。

休館中もいろいろなイベントや
教室を行います。

5月26日から営業再開

◀「科学館受付カウンター
 　 及びミュージアムショップ
 　　　　　　 　 移設の完了」

「地下１階オリエンテーション
　　　　　　   ルームが完成」▶

▲シンボル展示（イメージ）

▼鳥瞰パース
　（イメージ）

8/1㊏～8/30㊐ 10：00～16：00
●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

ミニトリックアート展

新しくなった科学館の地
下が、トリックアートで不
思議な空間に？！科学館
の地下１階に、期間限定
でトリックアートを展示
します。

おもしろい錯覚が楽
しめる「錯覚キリン」
を、おうちで作れる工
作キットにして無料
配布します。

　明日は皆既日食が見られるとっても珍しい日。この機会を逃すと次にアローラで見られるの

は300年以上先だという。それを聞いたサトシ達は、マーマネと一緒に日食がみられる帯の中

心部、エクリプス島へ！そこで日食を追いかけて世界中を旅している

“日食ハンター”のフレッドと出会い、一緒に日食観測をすることに。

　しかし、当日の天気はなんとあいにくの曇り空…。サトシ達は雲

の上なら確実に日食が見られるはずだと、山頂を目指すことにした。

　一方、ロケット団も日食のときに現れるという珍しいポケモンを

ゲットするため、キテルグマの巣を抜け出してきた。ついでにピカ

チュウもゲットしようと、山頂へと急ぐサトシ達の目の前に立ちは

だかるロケット団！そうこうしているうちに日食が始まってしまった！

果たしてサトシ達は日食を見ることができるのか！？

　ゼンリョクで見逃すな！太陽と月が奏でる“奇跡の瞬間”
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今夜の星空解説（生解説）

＋
ポケットモンスター

サン＆ムーン

8/1㊏～8/15㊏
9/26㊏～9/27㊐
9/30㊌～10/8㊍

第34回日立市平和展
苑有書展
茨城県北高等学校合同美術展

日立市文化・国際課
佐藤有苑

県北地区高等学校合同美術展事務局

ギャラリー

9/24㊍ 県北北カンターレ　オカリナ交流演奏会 平本
多用途ホール

音楽ホール
8/23㊐

9/20㊐・9/22㊋
Na Mea Hula O Kapuamelia 発表会
オータムコンサート2020

Na Mea Hula O Kapuamelia
明秀学園日立高等学校

貸館情報 月日／催物名／主催

日立シビックセンター

9/19㊏ 2020市民生活安全フェスティバル 市民生活安全フェスティバル実行委員会

新都市広場／マーブルホール

日 立シビックセンタ ー 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

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

　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。かき氷も販売中！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！

9/19㊏ 14：00～14：30　先着10人

おはなし会（幼児向け） ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

8/8㊏ 14：00～14：30　先着10人

夏休みおはなし会 ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

8/7㊎ ①10：00～10：30　小学生の親子　先着10組
 ②11：00～11：30　中学生～一般　先着15人
 ［申込］ 7/28㊋ 9：30～

不思議を楽しむ「ふるさとの海・山 昔ばなしの会」
～ふしぎな諏訪の水穴の謎 など ［会場］ 記念図書館学習室

8/19㊌、26㊌　［申込］ 8/4㊋ 9：30～
9/16㊌、23㊌　［申込］ 9/1㊋ 9：30～

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
各日11：00～11：30
先着5組

●郷土を知ろう！親子で挑戦しよう！ ～8/30㊐
●戦争と平和を考える子どもの本展 8/1㊏～15㊏
●映像化された作品 8/18㊋～9/29㊋

本の展示

●過去課題図書・感想文の書き方
●作家「鈴木まもる」　●おばけ・妖怪
●山へ行こう！冒険に出かけよう！
●作家「長 新太」　●お月さま・うさぎ
●おじいさん・おばあさん

～8/30㊐

8/1㊏～8/30㊐

9/1㊋～10/1㊍

こどもとしょしつ展示

※新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、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。

おもちかえり工作コーナー
1日100人限定

[協力]
茨城大学 工学部
電気電子システム工学科 准教授　矢内浩文

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をとってイベントを開催します。なお、感染症の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。
●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。

「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、子供向けアニメ、
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。

8/1㊏の上映から
座席の事前予約をはじめます。
詳しくは0294-24-7731まで
お問合せください。



6 7

無料

無料

天球劇場
プラネタリウム科 学 館

※（  ）内は30人以上の団体割引料金

530円（480円） 320円（270円）

大人
[高校生以上]

小人
幼 児

無 料

小・中学生、障がい者
高齢者（65歳以上）

【施設入館料】

上映スケジュール【各回50分】

●7/18㊏～9/27㊐

11：00

13：30

15：30

土・日曜日、祝日、8/11㊋～8/14㊎

ミニ科学館

【お問合せ】 0294-24-7731（10：00～18：00）

ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ⒸPokémon

実験装置大集合
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。

1日100人限定

工作コーナー

「箱万華鏡」9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

実験コーナー

「鏡・錯覚の実験」9月

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

科学館は令和3年3月末まで休館となります。 （科学館施設整備）
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、令和3年3月末まで休館します。
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。
工事の進捗状況につきましては、随時HP等でお知らせします。ご期待ください。
※天球劇場（プラネタリウム）については、令和2年9月末まで土日祝日限定で上映します。詳しい上映スケ

ジュールは、P7をご覧ください。
※7/18㊏～9/27㊐は土・日曜日と祝日、8/11

㊋～8/14㊎のみの上映となります。
※新型コロナウイルス感染症対策として、定員を

79名に変更しております。
※記載の内容は、変更となる場合があります。最

新情報はHPをご覧ください。
※9/12㊏の11:00の回は「はじめてのプラネタ

リウム」を上映します。

9/5㊏～9/27㊐の土・日曜日と祝日　10：30～16：00 ●場所　日立シビックセンター アトリウム

天球劇場の

入館料50円引き
有効期限：2020/9/27㊐

チケット購入時に、
本誌をご提示ください

【割引券】

※他の割引券との併用はできません。

ポケットモンスター サン＆ムーン　プラネタリウム
7/18㊏～9/27㊐の土・日曜日、祝日と8/11㊋～8/14㊎

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。

●科学館施設整備の進捗状況

地下1階にあった科学館の入場口
及びミュージアムショップを1階に
設置することにより、科学館へのア
クセスのしやすさが向上しました。

休館中もいろいろなイベントや
教室を行います。

5月26日から営業再開

◀「科学館受付カウンター
 　 及びミュージアムショップ
 　　　　　　 　 移設の完了」

「地下１階オリエンテーション
　　　　　　   ルームが完成」▶

▲シンボル展示（イメージ）

▼鳥瞰パース
　（イメージ）

8/1㊏～8/30㊐ 10：00～16：00
●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

ミニトリックアート展

新しくなった科学館の地
下が、トリックアートで不
思議な空間に？！科学館
の地下１階に、期間限定
でトリックアートを展示
します。

おもしろい錯覚が楽
しめる「錯覚キリン」
を、おうちで作れる工
作キットにして無料
配布します。

　明日は皆既日食が見られるとっても珍しい日。この機会を逃すと次にアローラで見られるの

は300年以上先だという。それを聞いたサトシ達は、マーマネと一緒に日食がみられる帯の中

心部、エクリプス島へ！そこで日食を追いかけて世界中を旅している

“日食ハンター”のフレッドと出会い、一緒に日食観測をすることに。

　しかし、当日の天気はなんとあいにくの曇り空…。サトシ達は雲

の上なら確実に日食が見られるはずだと、山頂を目指すことにした。

　一方、ロケット団も日食のときに現れるという珍しいポケモンを

ゲットするため、キテルグマの巣を抜け出してきた。ついでにピカ

チュウもゲットしようと、山頂へと急ぐサトシ達の目の前に立ちは

だかるロケット団！そうこうしているうちに日食が始まってしまった！

果たしてサトシ達は日食を見ることができるのか！？

　ゼンリョクで見逃すな！太陽と月が奏でる“奇跡の瞬間”
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今夜の星空解説（生解説）

＋
ポケットモンスター

サン＆ムーン

8/1㊏～8/15㊏
9/26㊏～9/27㊐
9/30㊌～10/8㊍

第34回日立市平和展
苑有書展
茨城県北高等学校合同美術展

日立市文化・国際課
佐藤有苑

県北地区高等学校合同美術展事務局

ギャラリー

9/24㊍ 県北北カンターレ　オカリナ交流演奏会 平本
多用途ホール

音楽ホール
8/23㊐

9/20㊐・9/22㊋
Na Mea Hula O Kapuamelia 発表会
オータムコンサート2020

Na Mea Hula O Kapuamelia
明秀学園日立高等学校

貸館情報 月日／催物名／主催

日立シビックセンター

9/19㊏ 2020市民生活安全フェスティバル 市民生活安全フェスティバル実行委員会

新都市広場／マーブルホール

日 立シビックセンタ ー 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

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

　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。かき氷も販売中！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！

9/19㊏ 14：00～14：30　先着10人

おはなし会（幼児向け） ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

8/8㊏ 14：00～14：30　先着10人

夏休みおはなし会 ［会場］ 記念図書館おはなしのへや

8/7㊎ ①10：00～10：30　小学生の親子　先着10組
 ②11：00～11：30　中学生～一般　先着15人
 ［申込］ 7/28㊋ 9：30～

不思議を楽しむ「ふるさとの海・山 昔ばなしの会」
～ふしぎな諏訪の水穴の謎 など ［会場］ 記念図書館学習室

8/19㊌、26㊌　［申込］ 8/4㊋ 9：30～
9/16㊌、23㊌　［申込］ 9/1㊋ 9：30～

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
各日11：00～11：30
先着5組

●郷土を知ろう！親子で挑戦しよう！ ～8/30㊐
●戦争と平和を考える子どもの本展 8/1㊏～15㊏
●映像化された作品 8/18㊋～9/29㊋

本の展示

●過去課題図書・感想文の書き方
●作家「鈴木まもる」　●おばけ・妖怪
●山へ行こう！冒険に出かけよう！
●作家「長 新太」　●お月さま・うさぎ
●おじいさん・おばあさん

～8/30㊐

8/1㊏～8/30㊐

9/1㊋～10/1㊍

こどもとしょしつ展示

※新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、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。

おもちかえり工作コーナー
1日100人限定

[協力]
茨城大学 工学部
電気電子システム工学科 准教授　矢内浩文

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をとってイベントを開催します。なお、感染症の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。
●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。

「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、子供向けアニメ、
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。

8/1㊏の上映から
座席の事前予約をはじめます。
詳しくは0294-24-7731まで
お問合せください。



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7月15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7月13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

ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ⒸPokémon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）

ひたち納涼寄席

ポケットモンスター サン＆ムーン　プラネタリウム

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

YouTubeチャンネル開設のお知らせ

2020年4月からYouTubeチャンネル
「シビック サイエンス カルチャー チャンネル（C.S.C.Channel）」を開設しました。

　お部屋でできる科学実験、プラネタリウムを使った天体解説や客席からは見られないホールの仕組み等、
お家で楽しめるだけでなく、施設に行って体験したくなる、サイエンス・カルチャー・アートの動画をお届け
します。
　みなさまのチャンネル登録をお待ちしております！ 登録はこちらから

このほかにも、様々な動画を配信予定です！

おへやでカガクカン！ 日立市民会館の舞台機構紹介

ひたち秋祭り～郷土芸能大祭
コロナ退散祈願特別編「鍾馗」

天球劇場のVLOG
ブイログ

シビックセンターdeこんなことやってます
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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


