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SUN SKY HITACHITAGASUN SKY HITACHITAGACivic  Gallery  Civic  Gallery  

●会　　場／日立シビックセンター音楽ホール
●料　　金／無料
●お問い合わせ／日立ヤングリーダーズクラブ
　　　　　　（日立市女性若者支援課）
　　　　　　TEL：0294-26-0315
高校生バンドやダンスグループなどが日ごろの
成果を発表します！ ぜひ見に来てね！

7/16㊏～8/21㊐ 
9：00～22：00
（19：00～22：00はライトアップ実施）

8/19㊎～8/28㊐ 9：00～17：00 

●お問い合わせは日立シビックセンター交流事業課  TEL：0294-24-7711

●会　場／多賀市民プラザ広場、
　　　　　ギャラリー
空に浮かぶ傘のアーケードと、地面を
カラフルに彩る影が、暑い夏に涼しげ
な空間を作ります。

●会　場／日立シビックセンターギャラリー
日立市出身のイラストレーター、田中靖夫さんとミウラナオコさんによるアート展。

8/13㊏  開演14：00（開場13：30）

7/21●木 ～8/31●水 の上映スケジュール

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

平  日 土日祝日

    

 

 

 

          

   

  

      

  

7/21㊍～8/31㊌

●営業時間／10：30～18：00（チケット発売は10時から）

●料　　金／大人200円、子ども100円
●対　　象／12歳以下の子どもとその保護者
●お問い合わせ／Hiタッチらんど・ハレニコ！
　　　　　　TEL：0294-87-6040

※90分ごとの入れ替え制です。
※入れ替え後30分は清掃時間となっています。

◆

月 火 水 木 金 土 日

音楽

打楽器ワーク
　 ショップ

ホールのウラがわ
　 ノゾキ見ツアー

能楽体験ワーク
　 ショップ
JAM天国

ホールのウラがわ
　 ノゾキ見ツアー

映画 科学 文化 図書館

夏の大実験

ドラえもん上映会

カラータイルで
　　コースター
夏休み親子映画会

らっこのおへや

らっこのおへや

針金で恐竜を作ろう！
キトちゃんのおはなし会

つちやあゆみワーク
　 ショップ

お茶点て体験

ペーパーからくり人形
らっこのおへや

シビック×
　 群響公演

自由研究～昆虫採集シビックセンター
休館日

シビックセンター
休館日

入館料

※（　　）は30人以上の団体割引料金。　障がい者は付添者1人含む。

500円（450円）

500円（450円）

200円（150円）

200円（150円）

750円（650円） 300円（200円）

大人［大学生以上］小人［小・中・高校生］高齢者［65歳以上］

無料

障がい者・
幼児入 館 料

科 学 館

天球劇場

セット券（科学館+天球劇場）

9：00～17：00（最終入館16：30）開館時間

問合せ 0294-24-7731（9：00～17：00）休館日 毎月最終月曜日、年末年始

日立シビックセンター・日立市民会館・
多賀市民会館 ほか

2022.7.21㊍～8.31㊌主催：公益財団法人日立市民科学文化財団
後援：日立市、日立市教育委員会
協力：日立市商工振興課、日立市女性若者支援課、日立市立記念図書館、
　　　日立市視聴覚センター、一般社団法人日立市観光物産協会、
　　　特定非営利活動法人子ども大学常陸（順不同）

夏の特別イベント「からくり・コロコロ展」スタート (7/21 ～ 8/31)
夏のひみつ基地イベントスタート（7/21 ～ 8/31）
SUN SKY HITACHITAGA開催中（～ 8/21）

田中靖夫＆ミウラナオコ
二人展スタート
（8/19 ～ 8/28）

SUN SKY HITACHITAGA終了

二人展終了

「からくり・コロコロ展」終了

夏のひみつ基地イベント終了

GOAL

GOAL

GOAL

GOAL

QRコードを読み込んで

サクリエ入館無料
クーポンをGET !

※クーポンの対象は小・中・高校生
※１回の申込につき、３人まで使用可能

１階科学館受
付でチケット
をお買い求め
ください。

※8/12 ㊎～ 8/16 ㊋は土日祝日の上映スケジュール

　となります。



音 楽

映 画

④「映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021」上映会
7/24㊐   ①10：00開演、②14：00開演　※2回上映
●会　場／日立市民会館 ホール
●料　金／一般 1,100 円、高校生以下 700 円、親子ペア 1,500 円、
　　　　　子どもペア 1,100 円
　　　　　※シビックメンバーズは一般・高校生以下 200 円引

仲間がいれば、強くなれる―｡小さな友だちと、大きな宇宙を守るためドラえもんた
ちの新たな大冒険が始まる !

③ホールのウラがわノゾキ見ツアー
8/2㊋、8/3㊌   10：30 ～ 12：00
●会　場／日立シビックセンター 音楽ホール、 
　　　　　多用途ホール
●対　象／ 8/2 ㊋：小学１～３年生
　　　　　 8/3 ㊌：小学４～６年生
●定　員／各日 15人
●参加料／ 500 円　※付き添いの保護者は 2人まで無料

音響や照明の機械を操作したり、ホールの
バックステージを見学したり、普段体験で
きない内容が盛りだくさんのツアーです。

①・②・③　日立シビックセンターホール事業課
　　　　　TEL：0294-24-7755

科 学

⑯キトちゃんのおはなし会　
8/20㊏   14：00 ～ 14：30
●会　場／日立市立記念図書館　おはなしのへや
●対　象／おおむね 3歳から
●参加料／無料
絵本の読み聞かせや紙芝居などが楽しめます。

⑰らっこのおへや
7/27㊌、8/17㊌、8/24㊌   11：00 ～ 11：30
●会　場／日立市立記念図書館　おはなしのへや
●対　象／０歳から　　●参加料／無料
絵本の読み聞かせや手遊びなどで小さなお子様も楽しめます。

⑩クイズラリー 「シビックのひみつをさがせ！～幸町クエスト～」
7/21㊍～ 8/31㊌　9：00 ～ 17：30
●参加料／無料
毎年実施している「シビックのひみつをさがせ！」がパワーアップ！今年はシビックのほかに、近く
のお店にもクイズが隠されているよ！クイズに答えてオリジナルシールや缶バッジをもらっちゃおう！
★クイズ台紙は 7/21 ㊍から１階インフォメーションカウンターで配布するよ！

⑪みんなでつくる夏のひみつ基地
7/21㊍～ 8/31㊌
●会　場／日立シビックセンター アトリウム
●参加料／無料
夏の遊び場として楽しめるひみつ基地はまだできたばかり。
うちわや俳句を飾って、みんなで一緒にひみつ基地をつくろう！

⑥・⑦・⑧・⑨　日立シビックセンター科学館事業課
　　　　 　　TEL：0294-24-7731

文 化 ⑫・⑬・⑮　日立シビックセンター交流事業課　　TEL：0294-24-7711　
　　　⑭　日立シビックセンターホール事業課　TEL：0294-24-7755

図書館 ⑯・⑰　日立市立記念図書館
　　　 TEL：0294-24-7714

④　日立市民会館　TEL：0294-22-6481
⑤　多賀市民会館　TEL：0294-34-1727

〜ここであそぼう！ずっとあそぼう！〜

TEL : 0294-24-7711
MAIL : shisetu@civic.jp

①ジブンでつくる！手づくり打楽器ワークショップ
7/26㊋   14：00 ～ 16：00
●講　師／新野将之（打楽器奏者）
●会　場／日立シビックセンター 多用途ホール
●対　象／小学４～６年生
●定　員／ 30人
●参加料／ 1,000 円

自分だけのオリジナル打楽器を作り、作った楽器を使って参加者全員で合奏します！
ものづくりと音を奏でる楽しさを一緒に体験できるワークショップです。

ＨＰにて参加申込受付中！

ＨＰにて参加申込受付中！

②日立シビックセンター×群馬交響楽団
　「聴いて学べる！オーケストラdeヨーロッパ♪夏休み音楽の旅」
7/28㊍   開演15：00（開場14：00）
●出　演／群馬交響楽団、和田一樹（指揮）、鈴木美知瑠（ナビゲーター）
●会　場／日立シビックセンター 音楽ホール
●料　金／一般 3,000 円、高校生以下 1,000 円、
　　　　　親子ペア券 3,500 円　※４歳以上入場可

指揮者体験や楽器紹介など、初めてオーケストラを聴く方やお子様でも
音楽をたっぷり楽しめる 2時間です。

電話にて予約受付中　TEL：0294-24-7720

⑤夏休み親子映画会with ひたちシネマスペシャル
　「もののけ姫」
8/11㊍㊗   14：00開演
●会　場／多賀市民会館 ホール
●料　金／無料

親子で楽しめるジブリ映画の上映会。名作「もののけ姫」を上映します。

参加申込は電話またはHPから　7/9 ㊏ 10：00より申込開始

⑥サクリエ☆スクール「作って動かす！ペーパーからくり人形」
7/27㊌   ①10：30 ～ 12：00、②14：00 ～ 15：30
●講　師／田村誠司
●会　場／日立シビックセンター 会議室 101・102 号
●対　象／小学生以上　※小学１・２年生は保護者同伴
●定　員／各回 15人
●参加料／ 300 円　※同伴の保護者は無料
ＨＰにて参加申込受付中！

⑫シビックサロン「お茶点て体験」
8/6㊏   ①10：00 ～ 10：30、②10：45 ～ 11：15、③11：30 ～ 12：00
●講　師／日立茶道連盟 裏千家 末松宗倫社中
●会　場／日立シビックセンター アトリウム
●対　象／小学生～中学生
●定　員／各回 4人
●参加料／ 500 円
参加申込はHPから　7/8 ㊎ 10：00 より申込開始

⑮ワークショップ「針金で恐竜を作ろう!」　
8/20㊏   10：30 ～ 12：00
●講　師／田中靖夫（イラストレーター）
●会　場／日立シビックセンター ギャラリー
●対　象／小学３年生以上　　
●定　員／ 10人　　●参加料／ 500 円
参加申込はHPから　7/22 ㊎ 10：00 より申込開始

日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館などでチケット発売中！ 当日券もあります！

⑬シビックサロン「カラータイルを使ってオリジナルコースターをつくろう」
8/11㊍㊗   10：00 ～ 12：30
●講　師／村上佐登美（アート工房 R＆K主宰）
●会　場／日立シビックセンター 会議室 501 号
●対　象／小学１～ 6年生
●定　員／ 16人
●参加料／ 2,000 円（3枚作製）
参加申込はHPから　7/15 ㊎ 10：00 より申込開始

「夏のひみつ基地」 に関するお問い合わせ

日立シビックセンター   施設サービス課 夏の遊びや動物な
どに関する本の紹
介コーナーもある
よ！図書館に遊び
に来てね！

毎日開催のイベント 事前申込不要

キトちゃん

⑭能楽体験ワークショップ　
8/13㊏   14：00 ～ 16：00
●講　師／後田洋子（観世流能楽師）ほか
●会　場／祐月庵（日立市滑川町 1-9-12）
●対　象／小学１～６年生とその保護者
●定　員／ 10人
●参加料／ 1,000 円

日本の古典芸能「能楽」を体験し、礼儀や作法の中に
込められた独特の美しさを学んでみませんか？

参加申込はHPから　7/9 ㊏ 10：00 より申込開始

７月４日㊊現在の情報です。各講座・イベントは定員になり次第、参加申込受付を
締め切らせていただきますので、ご了承ください

※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実施します。なお感染拡大防止の観点から、講座やイベントの中止または内容を変更する場合があります。※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実施します。なお感染拡大防止の観点から、講座やイベントの中止または内容を変更する場合があります。

イベントページは
こちら

イベントページは
こちら

⑦サクリエ☆チャレンジ「自由研究～昆虫採集」
7/30㊏   9：30 ～ 11：30　※雨天時は７月31日㊐に実施
●講　師／大内正典（日立市百年塾教授）、荻沼正和（茨城県環境アドバイザー）
●会　場／助川山市民の森（日立市助川町）
●対　象／小学 1～６年生とその保護者
●定　員／ 15組 30 人　　●参加料／ 200 円
ＨＰにて参加申込受付中！

イベントページは
こちら

予約TOPページは
こちら

予約TOPページは
こちら

予約TOPページは
こちら

予約TOPページは
こちら

予約TOPページは
こちら

予約TOPページは
こちら

⑧夏の大実験「超巨大空気砲」
8/5㊎   13：00 ～ 16：00
●会　場／日立シビックセンター 音楽ホール
●対　象／小学 1～６年生
●定　員／ 30人　　●参加料／無料

みんなで巨大空気砲を作って実験しよう！空気の力や原理について学べます。
ＨＰにて参加申込受付中！

イベントページは
こちら

参加申込はHPから　7/16 ㊏ 10：00 より申込開始

⑨つちやあゆみワークショップ
8/27㊏   ①10：30 ～ 12：00、②14：00 ～ 15：30
●会　場／日立シビックセンター科学館 アトリエ　  ●対　象／小学１～６年生
●定　員／各回 20人　　●参加料／ 1,500 円

「輪唱の〇」の作家つちやあゆみさんによるワークショップ。
様々な木材で作られた、くるくる回る歯車のバッジを作ります。

わ

予約TOPページは
こちら

www.civic.jp詳しくは
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	ひみつ基地チラシ

