
2023/1/6現在

―

9:30

2/1 (水) 団体専用 ハローキティ 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/2 (木) 団体専用 ハローキティ 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/3 (金) 団体専用 ハローキティ 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/4 (土)
【キッズ】

チャギントン
ハローキティ 🎤 チコちゃんに叱られる 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/5 (日)
【キッズ】

チャギントン
ハローキティ 🎤 チコちゃんに叱られる 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/6 (月) ― ハローキティ 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/7 (火) 団体専用 ハローキティ 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/8 (水) 団体専用 ハローキティ 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/9 (木) 団体専用 ハローキティ 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/10 (金) 団体専用 ハローキティ 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/11 (土)
【キッズ】

チャギントン
ハローキティ 🎤 チコちゃんに叱られる 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/12 (日)
【キッズ】

チャギントン
ハローキティ 🎤 チコちゃんに叱られる 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/13 (月) ― ハローキティ 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/14 (火) 団体専用 ハローキティ 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/15 (水) 団体専用 ハローキティ 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/16 (木) 団体専用 ハローキティ 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/17 (金) 団体専用 ハローキティ 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/18 (土)
【キッズ】

チャギントン
ハローキティ 🎤 チコちゃんに叱られる 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/19 (日)
【キッズ】

チャギントン
ハローキティ 🎤 チコちゃんに叱られる 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/20 (月) ― ハローキティ 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/21 (火) 団体専用 ハローキティ 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/22 (水) 団体専用 ハローキティ 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/23 (木)
【キッズ】

チャギントン
ハローキティ 🎤 チコちゃんに叱られる 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/24 (金) 団体専用 ハローキティ 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/25 (土)
【キッズ】

チャギントン
チコちゃんに叱られる 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/26 (日)
【キッズ】

チャギントン
ハローキティ 🎤 チコちゃんに叱られる 🎤 星の旅－世界編－ 🎤

2/27 (月)

2/28 (火)

【天球劇場入館料】大人500円、小・中・高校生・65歳以上の高齢者200円、障がい者・幼児無料

　※通常上映は、入館券の購入当日に限り何度でもご覧いただけます。なお、各回発券が必要です。

●【キッズ】：小さなお子様向けの番組上映（上映時間30分）※星空解説はありません。

●シエスタ★プラネ：「ゆったりシエスタ★プラネタリウム」（上映時間40分）

　（ヒ）月・火・木曜日：ヒーリング音楽と字幕による星空解説　　（音）水・金曜日：星や宇宙に関連した音楽とプラネタリウム

●星めぐり☆プラネタリウム：全編ライブ解説（上映時間40分）

●1/14（土）から人気声優のナレーションによる冬のオート解説を上映します。

　【キッズ】、シエスタ★プラネ、星めぐり以外の上映は全て冬のオート解説がセットになります。 特別上映等のご予約はこちら↑

　🎤：坂本真綾のナレーションによるオート解説、🎤：安元洋貴のナレーションによるオート解説

日立シビックセンター科学館・天球劇場　☎0294-24-7731　9:00～17:00

日立シビックセンター天球劇場　２月の上映スケジュール
※都合により内容が変更になることがあります。

日立シビックセンター休館日

2/28(火)は、科学館・天球劇場の臨時休館日です。

全国★プラネタリアン

ライブ解説

シエスタ★プラネ(音)
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団体専用 ―

●「ひよこプラネタリウム～冬のほしぞら～」2/6(月)10:30～　０歳から楽しめるプラネタリウムです。　

　[料金]天球劇場入館券でご覧になれます。[申込]1/23(月)10:00から予約開始（上記QRコードから）

●自主企画事業「全国★プラネタリアンライブ解説」

2/25(土)10:30～、14:45～　[出演]村松 修（コスモプラネタリウム渋谷　プラネタリウム解説員）[料金]一般500円、高校生以下200円、幼児無料　

※天球劇場入館券ではご覧になれません。[申込]1/16(月)10:00から事前予約受付開始。上記QRコードから。
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16:00

２０２３年（令和５年）

平日 10:30 ― 13:00 14:15 15:30

土日祝日 10:30 11:45 13:45 14:45

http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2877
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=3452
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2877
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=3452
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2877
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=3452
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2877
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=3452
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2877
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=3452
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2877
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=3452
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2877
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=3452
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4026
http://www.civic.jp/science/?p=2877
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=4026
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/science/?p=2877
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=3452
http://www.civic.jp/science/?p=2878
http://www.civic.jp/center/?p=4026
http://www.civic.jp/center/?p=4026
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=3452
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=3452
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=3452
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=3452
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=4026
http://www.civic.jp/center/?p=4026
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=3452
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=3452
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=3452
http://www.civic.jp/center/?p=4233
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=4299
http://www.civic.jp/center/?p=3452
http://www.civic.jp/center/?p=3859
http://www.civic.jp/center/?p=3859

