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令和３年度 公益財団法人日立市民科学文化財団 事業報告 
 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の感染収束の兆しが見えないなか、各

種対策を講ずることで従来の生活に少しずつ近づきつつも、継続的な対策が欠か

せない状況が続いていました。 

当財団においては、日立シビックセンター及び日立・多賀市民会館の指定管理者

としての新たな指定期間５年間の初年度に当たり、引き続き施設の有効活用と市

民サービスの向上をめざして、施設の管理運営を行いました。 

また、財団第２次基本計画の初年度として、基本計画の重点事項に掲げた「市民

のニーズを捉えた多種多様な事業展開」や「まちの将来を担う子どもたちや青少年

を対象とした事業の拡充」を念頭に、自主企画事業を実施しました。 

科学館においては、展示物を一新し、令和３年４月 17 日、愛称を「サクリエ」

として新たにスタートしました。運営にあたっては、事前予約制の導入など、密の

発生を避けつつ、来館者に、生活の中で科学を意識するきっかけや遊びながら科学

を学べる機会を提供しました。  

施設の管理・運営においては、貸館予約・申請の受付に係わる Web システムの運

用を開始し、オンラインでの施設予約を可能とするなど、サービスの向上に努めま

した。また、コロナ禍による施設の臨時休館や利用者数の制限により低下した施設

利用率の回復のため、イベント会社等を対象とした、施設の利用案内に力を入れま

した。 

自主企画事業においては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、計画した

事業の２割以上を中止又は延期しました。その一方で、コンサート等の鑑賞事業、

講座等の普及事業、屋外を活用した交流事業などを様々な形態で実施するととも

に、ホールの無料貸出など活動を支援する事業を実施し、コロナ禍においても市民

の方々に心豊かな時間を過ごす機会を提供しました。 

また、令和２年度から延期となっていた日立シビックセンター開館 30 周年記念

事業については、市民団体と連携した記念コンサートや科学館の特別イベントの

実施をとおして、来場した幅広い年齢層の方々に、今後の事業展開への期待を抱か

せることができる内容となりました。 

法人運営においては、従来の「ひたち市民会館友の会」に代わり、財団の事業を

より多くの市民に楽しんでもらうことを目的として、新たな会員制度「シビックメ

ンバーズ」の導入に向けた準備を進めました。また、施設利用者のニーズの多様化

に対応し、市民サービス向上を図るため、財団事務局組織を改編し、新たな課を設

置する準備を進めました。 
 

１ 事業内容 
 

〔実施事業一覧〕                    ※（  ）内は令和２年度実績 

事業名 事業数 入場者・参加者数 

（１）公益目的事業１    

  ア 文化芸術鑑賞事業 18 事業（ 4 事業） 5,596 人（   711 人） 

  イ 文化芸術普及事業 17 事業（13 事業） 1,792 人（ 1,509 人） 

  ウ 文化芸術活動支援事業 15 事業（12 事業） 27,328 人（22,322 人） 

  エ 文化芸術交流事業 8 事業（ 6 事業） 67,742 人（46,432 人） 

  オ 情報発信収集事業 11 事業（10 事業） 2,277 人（ 2,023 人） 

小 計 69 事業（45 事業） 104,735 人 (72,997 人） 
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（２）公益目的事業２    

  ア 科学思想啓発・普及事業 13 事業（ 7 事業） 28,181 人（ 3,246 人） 

  イ 科学活動支援事業 0 事業（ 0 事業） 0 人（     0 人） 

小 計 13 事業（ 7 事業） 28,181 人（ 3,246 人） 

（３）公益目的事業１・２   

 ア 文化施設管理運営事業 - - 

（４）収益事業   

  ア 館内売店運営事業 - 10,592 人（ 2,195 人） 

 イ レストラン管理事業 - 31,180 人（13,624 人） 

  ウ 受託チケット販売事業 - - 

小 計 - 41,772 人（15,819 人） 

（５）その他の事業   

  ア 公益目的外の貸与事業 - - 

  
イ 併設施設の管理経費の 

負担に関する事業 
- - 

小 計 - - 

合 計 82 事業（52 事業） 174,688 人 (92,062 人） 

 

〔中止事業一覧〕                    ※（  ）内は令和２年度実績 

事業名 事業数 事業名(一部略称を含む) 

（１）公益目的事業１    

  ア 文化芸術鑑賞事業 7 事業（18 事業） ひたち納涼寄席   ほか 

  イ 文化芸術普及事業 4 事業（ 8 事業） 伝統文化体験授業  ほか 

  ウ 文化芸術活動支援事業 7 事業（13 事業） 初秋ひたち能と狂言 ほか 

  エ 文化芸術交流事業 4 事業（ 5 事業） ひたち秋祭り    ほか 

小 計 22 事業（44 事業）  

（２）公益目的事業２    

  ア 科学思想啓発・普及事業 3 事業（ 0 事業） 
小惑星探査機 はやぶさ 2 

帰還カプセル展示  ほか 

  イ 科学活動支援事業 1 事業（ 1 事業） 
青少年のための科学の祭典 

日立大会 

小 計 4 事業（ 1 事業）  

合 計 26 事業（45 事業）  
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文化の拠点施設である日立シビックセンター及び日立・多賀市民会館を中心

に、文化事業等をとおして、市民の豊かな人間性を涵養するとともに、文化芸術

の振興、文化活動の維持等に努めました。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応として、91 事業中 22 事業を中

止し、69 事業を実施したほか、日立シビックセンター及び日立・多賀市民会館

を、８月６日から９月 30 日までの計 56 日間休館としました。 

一方で、令和２年度から延期となっていた日立シビックセンター開館 30 周年

記念事業を各種実施することで、来場した幅広い年齢層の方々に、今後の事業展

開への期待を抱かせることができる内容となりました。 

 

ア 文化芸術事業 
（ア）鑑賞事業 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、計画した事業の３割程度を中止

又は延期しました。その一方で、各施設の特性に合わせたコンサートや多様な

ジャンルの公演を実施することで、多くの人が舞台芸術を鑑賞できる機会を提

供しました。また、世代ごとのニーズに合わせた事業を実施することで、幅広

い年齢層の方々が舞台芸術の魅力を堪能したとともに、各施設の文化芸術の拠

点施設としての価値を高めました。 

 

【主な事業】 

涼風ガラコンサート～日本の歌とオペラ名曲選～ 

日立シビックセンター音楽ホールを会場とする鑑賞事業としては、コロナ禍

による事業自粛後１年４か月ぶりの実施となり、来場者からは大きな反響があ

りました。 

また、公演の記録 DVD を日立市内の中学校、通所介護事業所等に配布し、多

くの方へ音楽を届けることができました。 

 

侍 BRASS 日立公演 

収容人数制限を設けての実施となりましたが、吹奏楽関係者を中心に広報を

行ったことで、若年層の観客を多数獲得しました。 

 

HIRAIDAI Concert Tour 2021-2022 

ヒットメーカーとして圧倒的な存在感を放つ平井大の日立公演を、十分な感

染防止対策をとった上で実施しました。耳に残る優しい歌声により、来場した

若者から中高年までの幅広い年齢層の方々から好評を得ました。 

 

ソロデビュー20 周年 上妻宏光「生一丁！」Tour 2020-2021 “伝統と革新”  

日立市出身の世界的な津軽三味線奏者である上妻宏光のアコースティック

ライブ「生一丁!」日立公演を実施しました。演者の軽妙なトークと巧みな演

奏技術で、多くの方から好評を得ました。 

 

(１) 公益目的事業１ 

文化芸術振興及び市民交流活性化事業の実施、並びに文化施設を管理運営

する事業 
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侍 BRASS 日立公演 HIRAIDAI Concert Tour 

2021-2022 

上妻宏光「生一丁！」Tour 

2020-2021 “伝統と革新” 

 

（イ）普及事業 

市内の小学校等に出向くなど、場所を問わずに文化芸術を様々な形態で提供

しました。多くの人に対し、自己実現や日常生活での新しい可能性の発見につ

ながる機会を創出しました。 

 

【主な事業】 

シビックサロン 

料理やフィットネス等の 13 講座を、年間を通して実施しました。内容に応

じて年代や性別等の対象を絞るなど、様々な世代の参加を意識した企画づくり

に取り組んだ結果、多くの参加者を得ただけでなく、実施会場となった施設の

特徴を紹介できる機会となりました。 

特に、男性向けや若年層向けの講座を実施したことで、新規参加者の獲得に

つながりました。 

 

和太鼓体験講座 

日立シビックセンター開館 30 周年記念事業として企画していた「日立 100

人ぶち合わせ太鼓」の中止に伴い、この企画に参加を希望していた高校生を対

象に、和太鼓の講座を実施しました。伝統文化に親しみ、その楽しさを味わえ

る機会を、若年層に提供することができました。 

 

音楽アウトリーチ 

日立交響楽団による恒例の「オーケストラ鑑賞会」を、感染防止対策に配慮

し「アンサンブル鑑賞会」に変更し実施しました。その結果、コロナ禍におい

ても子どもたちに優れた文化芸術体験の場を継続的に提供することができま

した。 

また、声楽や管楽器によるコンサートの開催が困難ななか、新規アーティス

トとして弦楽器奏者２名を加え、感染防止対策を万全にした上で、市内小学校

計 9 校を会場に「音楽室コンサート」を実施しました。 

 

   
シビックサロン 

「俺たちのバレンタイン」 

和太鼓体験講座 音楽アウトリーチ 

「音楽室コンサート」 
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（ウ）活動支援事業 

文化芸術活動に取り組む市民に場を提供することで、活動の更なる活発化を

促しました。 

また、財団の経験とネットワークを活かして文化団体の運営支援を行ったこ

とで、公演や企画の実施等をはじめとする団体活動の活性化につながるととも

に、多くの市民が様々な文化芸術を享受することができました。 

 

【主な事業】 

市民音楽企画記念コンサート～共奏～ 

日立シビックセンター開館当初から、日立市の音楽文化の振興と発展に貢献

した市民団体３団体と協働で、開館 30 周年を記念したコンサートを実施しま

した。 

市民オーケストラの立ち上げ方など、各団体の持つノウハウを活かすととも

に、各団体が築いてきたコネクションを活かした出演者の選定を行いました。

市民音楽企画ならではの、市民とプロが協働したプログラムを実施したことで、

来場者や市民オーケストラの参加者に高く評価されました。 

 

ひたち市民オペラによるまちづくりの会 

令和４年に実施予定である「ひたち市民オペラ 25 周年記念公演」の準備を

進めるとともに、広報誌「オペラネットひたち」の記念号発行や、過去の公演

の写真パネル、衣裳、小道具などを展示する「ひたち市民オペラ 25 周年記念展」

を実施し、記念公演成功への機運を高めました。 

 

ヒタチ・マイ・ステージ 

コロナ禍によるキャンセル等で利用がなくなった管理施設３館のホールを、

活動場所として提供しました。県内の音楽、演劇、舞踊など様々な文化芸術活

動を行う方々による利用がありました。 

 

Civic Dance Fes.2021 

市内ダンス関係者との協力により、新規事業として、ダンスイベントを実施

しました。幅広いジャンルのダンスチーム及び愛好家が県内各地から集まり、

入場者が 1,000 人を超えるイベントとなりました。 

 

ひたち街角小劇場 

市民劇団による単独公演と、県北地区高等学校演劇部等による公演を実施し

ました。新たな取組として、中学生とその保護者を演劇公演へ無料招待し、鑑

賞の機会を提供することを目的とした「中学生支援プログラム」を実施しまし

た。 

 

   
市民音楽企画記念コンサート 

～共奏～ 

ひたち市民オペラによるまちづくりの会 

ひたち市民オペラ 25 周年記念展 
Civic Dance Fes.2021 
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（エ）交流事業 

文化芸術に関する特色ある事業の実施と情報発信をとおして、市民の交流を

促進し、交流人口の拡大と地域活性化を促しました。 

また、管理施設の屋外広場においてイルミネーションやアートに関する事業

を実施し、市民がより気軽に文化芸術に触れることができる場を提供しました。 

 

【主な事業】 

シビック・エントランスピアノ 

新たな取組として、日立シビックセンターアトリウムに、誰でも自由に弾く

ことができるピアノを設置し、文化施設の雰囲気づくりを行いました。 

演奏を目的に、遠方から来館する方々もいるなど、施設の知名度向上や新規

利用者の増加にも貢献しました。 

 

SUN SKY HITACHITAGA 

多賀市民プラザ広場で、色とりどりのビニール傘を装飾する新たな野外アー

ト事業を実施しました。夏の空を色鮮やかに彩る傘と、夕暮れにはイルミネー

ションで淡く照らされる傘でおりなす新たな景色を撮影するため、SNS を利用

する若者やカメラ愛好家が多く訪れるなど、話題性が高く好評を得ました。 

あわせて、多賀高等学校及び大久保中学校の美術部からベンチ等の装飾物を

作製してもらうなど、多賀地区市民団体と協働で計画を進めたことにより、市

民参画の機会の創出に貢献しました。 

 

ひたちのヒカリ～花咲く未来～ 

新都市広場に、暖かい色のイルミネーションで、心安らぐ空間を演出し、広

場中央部のエリアには、市内小学６年生や市民がそれぞれの夢や願いを書いた

紙で作られた「夢の桜」、「希望の花」を、アイアンツリーに装飾し、幻想的な

空間を創出しました。遠出の自粛が呼びかけられるなか、市内で楽しみや安ら

ぎを得られる場所を提供しました。 

 

クリスマス親子映画会 with ひたちシネマスペシャル 

日立市視聴覚センターとの共催事業として８月に企画していた「夏休み親子

映画会 with ひたちシネマスペシャル」の中止に伴い、12 月に開催時期を変

更して映画の上映会を実施し、多くの親子連れに喜ばれました。 

 

   
SUN SKY HITACHITAGA  ひたちのヒカリ～花咲く未来～ 

全景 

ひたちのヒカリ～花咲く未来～ 

夢の桜 
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（オ）情報発信収集事業（文化芸術・科学共通） 

文化芸術・科学の振興を図るため、主催事業や管理施設、近隣施設のイベン

ト情報等を、多様な媒体をとおして発信しました。 

また、報道機関やタウン誌での特集記事掲載などにより、日立市の魅力発信

に努めました。 

 

【主な事業】 

広報誌「ひたちの文化」 

年３回（244～246 号）各 4,000 部を発行し、市内公共施設、書店等で配布

しました。市民による文化活動の紹介など恒例コーナーを継続掲載するととも

に、新たなコラムを連載するなど、内容の魅力増に努めました。 

 

広報・宣伝 

新たな取組として、JWAY 及び福島テレビで科学館の事業に関するテレビ CM

を放映し、科学館の来館者増を図りました。また、FM ひたちでの定期放送「シ

ビックインフォメーション」を、朝夕の２回実施することで、多くのリスナー

へ向け、情報を発信しました。 

 

定期発行物「イベントインフォメーション」 

年４回各 33,000 部を発行し、市内幼稚園・保育園、小・中学校への配布の

ほか、市内・近隣の公共施設や企業等を介して広く配布しました。 

 

科学アウトリーチ 

市内小学校や医療機関など、様々な場所に出向き、サイエンスショーや天体

解説・観望会を計 15 回実施しました。 

入院により施設に足を運べなかった子どもたちなどに対し、科学・天文や管

理施設の魅力を発信することができました。 

 

  
テレビ CM 

科学館 春のイベント（福島テレビ） 

 

  
テレビ CM 

科学館 お正月イベント（JWAY） 

科学アウトリーチ 

出張サイエンスショー 
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【特記事項】 

日立シビックセンター開館 30 周年記念事業 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和２年度に実施できなかった

日立シビックセンター開館 30 周年記念事業を実施しました。 

「ひたち秋祭り～郷土芸能大祭」、「日立サイエンスショーフェスティバル」、

「大道芸 with イルミネーション」など、いくつかの事業を、新型コロナウイル

ス感染拡大が収まらない影響で中止としましたが、これまでの市民とのつなが

りや取組の成果を活かし、音楽・伝統文化・科学等の様々な分野の事業を実施す

ることで、来場した幅広い年齢層の方々に、今後の事業展開に期待を抱かせるこ

とができる内容となりました。 

 

 

〔日立シビックセンター開館 30 周年記念事業対象事業一覧〕 

対象事業 開催日 

音楽 

 

涼風ガラコンサート～日本の歌とオペラ名曲選～ ７月 25 日 

CIVIC 音楽祭 

 

読売日本交響楽団演奏会 華麗なる《新世界》 10 月 3 日 

市民音楽企画記念コンサート～共奏～ 10 月 31 日 

吉野直子ハープ・リサイタル 11 月 7 日 

ひたちジュニア弦楽合奏団 第 29 回定期演奏会 11 月 14 日 

侍 BRASS 日立公演 11 月 28 日 

新都市広場冬季活用事業 

イルミネーション野外コンサート 
中止 

伝統文化 

 

日立 100 人ぶち合わせ太鼓 

※代替事業として「和太鼓体験講座」を実施 
12 月 13 日 

第 23 回初秋ひたち能と狂言 中止 

ひたち秋祭り～郷土芸能大祭 中止 

科学 

 

科学館「サクリエ」リニューアルオープン 4 月 17 日 

科学館 冬の特別イベント 
11 月 20 日 

～1 月 10 日 

日立サイエンスショーフェスティバル 中止 

複合 

 

夏のひみつ基地 

※施設休館に伴い開催期間短縮 

7 月 21 日 

～8 月 5 日 

ひたちのヒカリ～花咲く未来～ 
11 月 20 日 

～1 月 10 日 

大道芸 with イルミネーション 中止 
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(２) 公益目的事業２ 

科学思想の啓発及び普及事業の実施、並びに科学施設を管理運営する事業 

科学館は、リニューアルが完了し令和３年４月 17 日に愛称を「サクリエ」と

して新たにスタートしました。 

「あそびながら学ぶ施設」をテーマに、生活の中で科学を意識するきっかけを

提供する施設をめざしつつ、科学体験をとおした教育的付加価値を提供しまし

た。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応として、科学館・天球劇場は８

月６日から９月 30 日までの計 56 日間休館しました。また、17 事業中４事業を

中止し、13 事業を実施しました。 

ア 科学事業 
（ア）思想啓発・普及事業 

科学の様々な現象について、楽しく体験し学ぶ機会を、より多くの人々に提

供することを目的に、夏休みや春休み等、広域から多数の方々が来場する時期

に合わせて、特別イベントを実施しました。 

教室・講座形式の事業においては、幅広い年齢層を対象として実施しました。 

また、天文・天球劇場の魅力を発信することを目的とした、人気声優による

トークイベントなど、新たな視点を取り入れた事業を実施しました。 

 

【主な事業】 

夏のイベント「謎解きはサクリエの中で」 

展示物を巡りながら謎解きをするイベントを実施し、親子で楽しみながら参

加する姿が見られました。内容は好評でしたが、８月６日からの施設休館に伴

い、開催期間を短縮することとなりました。 

 

特別イベント「お正月イベント」 

１月２日から４日までの臨時開館に合わせ、特別イベントを実施しました。

八ツ凧保存会の協力により、様々な凧を館内に展示するとともに、「正月の科

学」と題したサイエンスショーを行い、お正月らしい雰囲気をつくることがで

きました。 

 

アロマで愉しむプラネタリウム 

夏・秋・冬の季節に合わせ、大人向けのヒーリングプラネタリウムとして実

施しました。新たな取組である、上映前の時間を活用した工作コーナー「ハン

ドメイド・アロマ」が好評でした。 

 

タッチ・ザ・スター上映記念イベント 

～プラネタリウム番組上映＆トークショー～ 

天球劇場番組「タッチ・ザ・スター」の上映記念イベントとして、番組に出

演している声優・小野大輔氏と、天文の専門家である多摩六都科学館館長・高

柳雄一氏を招いてトークショーを実施しました。全国各地からの参加者に対し

て、天文・天球劇場の魅力を伝えることができました。 

 

春のイベント「恐竜・化石コーナー」 

子どもたちに人気の高い恐竜をテーマに、触れられる化石や大型のフィギュ

アを、新たな取組としてオリエンテーションルームに展示しました。本物の化

石を持ち帰ることができる発掘体験コーナーを設置し、好評を得ました。 
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（イ）活動支援事業 

科学活動に取り組む市民の支援を目的として、「青少年のための科学の祭典・

日立大会」への支援を計画していましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影

響により、催しが中止になりました。 

 

(３) 公益目的事業１・２ 

公共施設の管理運営事業 

日立シビックセンター及び日立・多賀市民会館の指定管理者として、施設の管

理運営を行いました。利用率向上等を念頭に、各施設の利用申請受付及び施設利

用料の徴収事務に加えて、利用者が安全で快適に利用できるよう施設の維持管

理及び運営に努めました。新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応とし

て、日立シビックセンター及び日立・多賀市民会館は、８月６日から９月 30 日

までの計 56 日間休館しました。 

 

ア 文化施設管理運営事業（日立シビックセンター、日立・多賀市民会館） 

 
【主な取組】 

設備更新 

利用者が安全及び快適に施設を利用できるよう、日立市と調整して設備の更

新を行いました。 

日立シビックセンター会議室内にフリーWi-Fi を設置したことにより、民間

企業等による Web 会議や配信を目的とした利用が増えました。 

また、日立シビックセンターギャラリーの照明及び日立・多賀市民会館の館

内照明を LED に更新したことにより、各施設の照度が改善されました。特に

ギャラリーの照明においては、調光も可能になったことで、利用者から好評を

得ました。 

日立市民会館のトイレを全面洋式化するとともに、ホールロビーに「みんな

のトイレ」を設置したことで、利用者にとっての利便性が向上しました。  

  
夏のイベント 「謎解きはサクリエの中で」 特別イベント「お正月イベント」 

  
タッチ・ザ・スター上映記念イベント 

～プラネタリウム番組上映＆トークショー～ 

春のイベント 「恐竜・化石コーナー」 



12 

 

利用促進の取組 

日立シビックセンターの会議室利用案内のチラシを、イベント会社や、資格・

検定試験の主催団体等に送付したことに加え、会議室の情報サイトへ施設の情

報を掲載するなど広報に努めました。 

新都市広場にキッチンカーの出店を促すチラシを、茨城県ケータリングカー

協同組合等へ配布したことに加え、キッチンカーオーナーへの宣伝活動を行っ

た結果、イルミネーション期間をはじめとし、週末や休日には多くのキッチン

カーが出店し、広場の賑わいづくりにつながりました。 

 

サービス向上 

日立シビックセンター及び日立・多賀市民会館における貸館予約・申請の受

付に関する、Web システムの運用を開始しました。利用者がインターネットを

通じて予約ができるようになったことに加え、手書きの申請書を廃止したこと

により、申請にかかる時間及び手間が削減され、利用者にとっての利便性が向

上しました。 

 

〔施設利用者数〕              ※（  ）内は令和２年度実績 

区分 開館日数 利用者数 

日立シビックセンター 291 日（267 日） 356,324 人（260,939 人） 

日立市民会館 260 日（233 日） 32,214 人（ 22,107 人） 

多賀市民会館 264 日（235 日） 23,675 人（ 18,113 人） 

 

〔施設利用状況〕              ※（  ）内は令和２年度実績 

区 分 利用可能日数(日)
注 1） 利用日数(日) 利用率(％)

注 2） 

日立シビックセンター    

 音楽ホール 253（  240） 154（  109） 60.9（45.4） 

 多用途ホール 263（  251） 96（   48） 36.5（19.1） 

 ◆音楽室(5 室) 1,429（1,319） 914（  745） 64.0（56.5） 

 ◆会議室(15 室) 4,189（3,829） 1,123（1,133） 26.8（29.6） 

 ギャラリー 228（  224） 99（   49） 43.4（21.9） 

 ◆特別室 (和室等 4 室) 1,069（1,015） 228（  223） 21.3（22.0） 

 新都市広場 282（  275） 110（   98） 39.0（35.6） 

 マーブルホール 262（  292） 112（   70） 42.7（24.0） 

 ◆会議室(3 室) 796（  722） 292（  161） 36.7（22.3） 

日立市民会館    

 
ホール  245（  224）  145（  103） 59.2（46.0） 
◆会議室(5 室) 1,284（1,165） 360（  264） 28.0（22.7） 

多賀市民会館    

 

ホール  233（  223） 107（   75） 45.9（33.6） 
◆会議室(5 室) 1,288（1,181） 566（  496） 43.9（42.0） 

広場 257（  236） 58（   32） 22.6（13.6） 
注 1）利用可能日数とは、開館日数から、個別ホール・会議室等の保守点検・工事・設備点検等で利用できない日

を除く日数。 

注 2）利用率とは、利用可能日数に対する利用日数の割合。ただし、複数の室数を有する会議室等の利用率につい

ては、以下の方法で算出した。 

◆音楽室、会議室、特別室 ：（利用延べ日数／利用可能延べ日数）×100 
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イ 文化施設管理運営事業（科学館・天球劇場） 

日立シビックセンター科学館・天球劇場の管理運営を行いました。各施設の

特性を活かした科学思想の普及及び啓発事業を実施するとともに、来館者が安

全で快適に施設を利用できるよう施設の運営に努めました。 

科学館は４月 17 日から愛称を「サクリエ」として新たにスタートしました

が、新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応として、10 月 31 日までの

期間は、午前と午後に入館者の入替えをし、入館者の増加が見込まれる土日祝

日等については入館の事前予約制をとるなど、人員の密集を避ける対応を取り

ました。 

また、近隣施設や民間企業との連携を深め、施設の更なる魅力増を図りまし

た。 

【主な取組】 

サイエンスショー、テーブルサイエンス 

サイエンスショーにおいては、以前から実施していたプログラム６種の内容

を一新するとともに、新規プログラム２種を加えた計８種を実施しました。ま

た、サイエンスショーをより気軽に楽しめるよう、新たに企画した、卓上で行

う実験ショー「テーブルサイエンス」４種を実施しました。参加者の科学に対

する興味関心を励起するとともに、館内の雰囲気を盛り上げました。 

 

プラネタリウム特別上映 

通常の番組上映や星空解説のほかに、家族向けに七夕やクリスマスをテーマ

にした内容、大人向けのロマンティックな内容及び字幕を入れることにより、

耳の不自由な方にも星空を楽しんでもらえる内容など、さまざまな特別上映を

実施しました。いずれの取組も来場者から好評を得るとともに、通常の上映時

には来場しない新規来場者を獲得することができました。 

 

近隣団体連携 

日立第一高等学校スーパーサイエンスハイスクール（SSH）や、株式会社茨

城航空技術研究所など計５団体と連携した企画を実施しました。 

各団体のノウハウや、機械や工学等の分野に関する先進的な情報など、これ

までの財団にはなかった要素を取り入れた科学体験を来場者に提供すること

ができ、施設の魅力増を推進することができました。 

具体的な連携企画の実施に至らなかった複数の団体についても、実施に向け

た協議を進めるなど、連携の基礎をつくることができました。 

 

学習プログラム 

新たな取組として、施設の展示物に関する科学現象と、学校の学習単元と関

連付けた設問用紙「学習シート」を作成しました。シートを活用しながら展示

物を巡ることで、科学の原理を遊びながら学ぶことができるようになりました。 

 

団体入館の誘致 

学校等の団体での入館者を獲得するため、団体利用ガイドを作成し、県内の

小学校や幼稚園等を中心に配付しました。年度中は 140 団体、計 8,043 人の入

館がありました。 

 

オリジナルグッズ作製 

「サクリエ」のスタートに合わせ、クリアファイル、LED 付きボールペンな

どのオリジナルグッズを作製し、ノベルティとして配付するとともに、ミュー

ジアムショップで販売を行いました。 
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サイエンスショー 団体連携 

日立第一高等学校 SSH ミニ企画展 

団体入館の誘致 

 

〔科学館・天球劇場入館者数〕             ※（   ）内は令和２年度実績 

区 分  開館日数  入館者数  

科学館  267 日（ 0 日）  52,567 人（    0 人）  

天球劇場  261 日（59 日）  30,145 人（6,044 人）  

合 計   82,712 人（6,044 人）  
注）科学館及び天球劇場は、整備工事に伴い４月１日から４月 16日まで、新型コロナウイルス感染症の 

影響により、８月６日から９月 30日まで休館。 

 

(４) 収益事業 

公共施設に付帯する売店・レストラン等の管理運営事業 

施設利用者の便宜を図り、更なるサービス向上をめざして、売店及びレストラ

ンの管理運営を行いました。 

 

ア 館内売店運営事業 

「ミュージアムショップ」を運営し、財団が主催する事業の内容に合わせた

商品や、地場産品の取扱を増やし、利用者から好評を得ました。 

また、「サクリエ」オリジナルグッズを販売したほか、バルーンアートや化石

の実演販売を科学館内で行いました。 

 

イ レストラン管理事業 

レストランの運営においては、株式会社喜聞屋に業務を委託し、「カフェ ハ

ルモニア」として業務運営を行いました。 

 

ウ 受託チケット販売事業 

各施設のチケット販売窓口において、自主企画事業チケット及び受託チケッ

トの販売業務を行ったほか、近隣施設のコンサート及びイベント情報の提供を

行いました。 

 

〔店舗別利用〕               ※（  ）内は令和２年度実績 

店舗名 営業日数 利用人数 

ミュージアムショップ 293 日（259 日） 10,592 人（ 2,195 人） 

カフェ ハルモニア 322 日（267 日） 31,180 人（13,624 人） 
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(５) その他の事業 

公共施設の公益目的外貸与事業及び併設施設の管理経費負担に関する事業 

ア 公益目的事業１及び公益目的事業２に当てはまらない公共施設の公益 

目的外の貸与事業 

管理施設の有効活用のため、企業の展示販売会などの公益目的以外での施設

の貸与を行い、利用率の向上を図りました。 

 

イ 他の併設施設の専用部分及び共用部分に係る清掃及び設備機器の維持管

理経費の負担に関する事業 

日立市立記念図書館ほか、併設施設にかかる維持管理経費（光熱水費を除く）

について、当財団が一括して業者と契約し、面積及び設備按分により応分の費

用負担としました。 

 

(６) 法人運営 

法人の管理運営 

ア 財団運営 

施設利用者のニーズの多様化に対応し、ICT 技術の有効活用等により市民サー

ビス向上を図るため、財団事務局組織を改編し、新たな課を設置する準備を進

めました。 

また、職員の健康管理及び人件費の適正な執行を図るため、職員の勤務状況

及び予算の執行状況を確認しながら、時間外労働の対策に取り組みました。 

 

イ 人材育成 

財団運営に係る管理監督者として必要な知識の習得及び再確認することを目

的として、課長補佐及び係長に対し、法務、財務及び人事労務についての研修を

行いました。また、財団の人材を守るため、全職員に対しハラスメントに関する

研修を実施するなど、年間をとおして、階層別、実務、派遣研修を実施しまし

た。 

 

ウ 財務 

財源の確保を目的として、寄附金制度の運用及び各種助成金の獲得に努めま

した。 

 寄附金総額 226,709 円（前年度 120,000 円） 

 助成金総額 250,000 円（前年度 000,000 円） 
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子どもたちが科学、文化、芸術を身近なものと感じ、その重要性を理

解できる事業を質、量ともに充実させ実施します。   

従来の鑑賞型事業に加え、体験型のワークショップ等を実施すること

により、子どもたちの心に残る事業を展開します。  

【特記事項】重点事項取組事業一覧 

 

第２次基本計画（令和３年度～令和７年度）における重点事項 

１ 子どもたちの創造力を育む取組 

２ 市民ニーズの多様化への取組 

３ 青少年・働き盛り世代のイベント参加者数増加をめざす取組 

４ 科学をひたちの新しい文化にするための科学館の取組 

 

 

１ 子どもたちの創造力を育む取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業】 

文化芸術鑑賞事業 

・侍 BRASS 日立公演 

・「映画ドラえもん のび太の新恐竜」上映会 

・初めての劇場体験 本物のコンサート ほか 

 

文化芸術普及事業 

・夏のひみつ基地 マイベストシート・コンサート 

・ひたちジュニア弦楽合奏団 

・シビックサロン「親子で体験！練り切り和菓子作り」 ほか 

 

文化芸術活動支援事業 

・日立市文化少年団事務局 

・ひたち街角小劇場「中学生支援プログラム」 ほか 

 

文化芸術交流事業 

・クリスマス親子映画会 with ひたちシネマスペシャル 

・ひたちのヒカリ～花咲く未来～「夢の桜」 ほか 

 

情報発信収集事業 

・夏のひみつ基地 

・科学アウトリーチ「出張サイエンスショー」 ほか 

 

科学思想啓発・普及事業 

・宇宙少年団活動 

・教室・講座事業「放課後かがくクラブ」 ほか 

施策：幼少期における新たな発見につながる体験の場をより多く提供 
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管理施設の規模や特性を活かしながら、ジャンルにこだわらず、人気

のある優れた芸術の公演や、流行に合わせたワークショップ、講座事業

を多く開催します。   

来場者アンケート等の結果を検証し、的確なニーズの把握に努め、事

業に反映します。  

 

２ 市民ニーズの多様化への取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業】 

文化芸術鑑賞事業 

・読売日本交響楽団演奏会 華麗なる《新世界》 

・吉野直子ハープ・リサイタル 

・千住真理子リサイタル～スペシャルゲスト 千住明～ 

・MYSTERY NIGHT TOUR 2021 稲川淳二の怪談ナイト ほか 

 

文化芸術普及事業 

・バギーコンサート 

・ストリートダンスワークショップ 

・シビックサロン「メンズのためのリフレッシュヨガ」 

・シビックサロン「おうちで楽しむクラフトビール」 

・出前寄席 ほか 

 

文化芸術活動支援事業 

・市民音楽企画記念コンサート～共奏～ 

・Civic Dance Fes.2021 

・ひたちとアジアの文化交流をすすめる会 

・ヒタチ・マイ・ステージ 

・ひたち街角小劇場「中学生支援プログラム」 ほか 

 

文化芸術交流事業 

・シビック・エントランスピアノ 

・SUN SKY HITACHITAGA 

・ひたちのヒカリ～花咲く未来～ ほか 

 

情報発信収集事業 

・科学アウトリーチ「出張スターウォッチング」 ほか 

 

科学思想啓発・普及事業 

・アロマで愉しむプラネタリウム 

・教室・講座事業「親子で楽しむお天気教室」 ほか 

  

施策：多種多様なジャンルの文化、芸術事業の提供 
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各世代の趣向を把握し、ニーズに合ったイベントをより多く提供する

とともに、青少年や働き盛り世代の余暇に合わせて、様々な形式・場所

で科学、文化、芸術を体験できる機会を提供します。  

来館者が、遊びながら学び、体験をとおして発見した疑問や成果を持

ち帰り、生活の中で科学を意識するきっかけを提供します。   

科学の楽しさを増幅させるために、ユーモアを含んだ体験に加えて、

入館者と職員の交流に重点を置いてサービスを提供します。  

３ 青少年・働き盛り世代のイベント参加者数増加をめざす取組 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業】 

文化芸術鑑賞事業 

・HIRAIDAI Concert Tour 2021-22 ほか 

 

文化芸術普及事業 

・バギーコンサート 

・シビックサロン「おとな可愛いグラスアート」 ほか 

 

文化芸術活動支援事業 

・ミュージックトレイン～みんなでつなぐホールコンサート～ ほか 

 

文化芸術交流事業 

・SUN SKY HITACHITAGA ほか 

 

科学思想啓発・普及事業 

・タッチ・ザ・スター上映記念イベント～プラネタリウム番組上映＆ 

トークショー～ ほか 

 

４ 科学をひたちの新しい文化にするための科学館の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業】 

情報発信収集事業 

・茨城新聞「こども新聞」への記事掲載 ほか 

 

科学思想啓発・普及事業 

・夏のイベント「謎解きはサクリエの中で」 

・春の特別イベント「恐竜・化石コーナー」 

・ボランティア活動事業 

・教室・講座事業 

・ひらめき工作 ほか 

施策：ライフスタイルに合わせたイベントの企画立案 

施策：遊びながら学ぶ科学館 
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２ 役員及び職員に関する事項 

（１）理事                            令和 4年 3月 31日現在 

役職名 常勤-非常勤の別 氏 名 任 期 所属等 

理事長 

【代表理事】 
非常勤 𠮷 成 日出男 

R2.6.22～R4.6 
定時評議員会開催日 

日立市副市長 

副理事長 

【業務執行理事】 
非常勤 岩 波 英 一 〃 日立市文化協会 会長 

常務理事 

【業務執行理事】 
常勤 鈴 木   透 〃 (公財)日立市民科学文化財団 常務理事 

理 事 非常勤 秋 山 光 伯 〃 日立商工会議所 会頭 

〃 〃 水 出 浩 司 〃 
㈱日立製作所 エネルギービジネスユニット 
日立事業所 総務部長 

〃 〃 折 笠 修 平 〃 日立市教育委員会 教育長 

〃 〃 橋 本 仁 一 〃 日立市生活環境部長 

〃 〃 横 地 裕 昭 〃 公益財団法人常陽藝文センター 理事長 

〃 〃 佐々木 早 苗 〃 表千家茶道教室澄心庵 主宰 

〃 〃 山 形 芙 美 〃 特定非営利活動法人子ども大学常陸 理事長 

〃 〃 田 中 文 弥 
R2.9.1～R4.6 

定時評議員会開催日 
日本放送協会水戸放送局 局長 

〃 〃 小 泉 淳 一 
R3.6.1～R4.6 

定時評議員会開催日 
茨城県近代美術館天心記念五浦分館長 

〃 〃 吉 田 修 一 〃 日立市議会 副議長 

〃 〃 粕 谷     圭 〃 日立市議会 環境建設委員会 副委員長 

〃 〃 池 辺 明 文 
R3.12.1～R4.6 

定時評議員会開催日 
ＪＸ金属㈱日立事業所 総務部長 

 

（２）監事                           令和 4年 3月 31日現在 

役職名 常勤-非常勤の別 氏 名 任 期 所属等 

監 事 非常勤 星 野 裕 司 
R2.6.22～R6.6 

定時評議員会開催日 
税理士 

〃 〃 清 水   勉 
R2.9.1～R6.6 

定時評議員会開催日 
㈱常陽銀行日立支店 支店長 

  

（３）評議員                           令和 4年 3月 31日現在 

役職名 常勤-非常勤の別 氏 名 任 期 所属等 

評議員 非常勤 末 松 倫 枝 
R2.6.22～R6.6 

定時評議員会開催日 
市民グループ代表 

〃 〃 高 橋 睦 治 〃 現代美術家 

〃 〃 相 良   浩 〃 日立交響楽団 常任指揮者 

〃 〃 後 田 洋 子 〃 市民のための能を知る会実行委員会 会長 

〃 〃 小 澤 紀 夫 〃 ひたちとアジアの文化交流をすすめる会 会長 

〃 〃 太田代 紀 子 〃 医師 

〃 〃 森 村 由美子 〃 国際交流ボランティア(KIWI-VULCAN-HITACHI)会長 

〃 〃 原 田 実 能 〃 ひたち市民オペラによるまちづくりの会 副会長 

〃 〃 照 山 晃 央 〃 日立市議会議員 

〃 〃 鈴 木 裕 一 〃 日立市立宮田小学校 校長 

〃 〃 八重座   明 〃 日本宇宙少年団日立シビックセンター分団 分団長 

〃 〃 鈴 木 ゆ み 〃 ゆみ音楽教室 主宰 

〃 〃 梅 津 信 幸 〃 茨城大学工学部 准教授 

〃 〃 泉   聡 二 
R3.6.1～R6.6 

定時評議員会開催日 
日立市コミュニティ推進協議会 会長 

〃 〃 堀 江 紀 和 〃 日立市議会議員 
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（４）顧問                           令和 4年 3月 31日現在 

役職名 常勤-非常勤の別 氏 名 任 期 所属等 

顧 問 非常勤 森  秀男 R3.4.1～R5.3.31 公益財団法人日立市民文化事業団 元理事長 

 

（５）役員等の人数            令和 4年 3月 31日現在 

役 職 名 常勤 非常勤 計 備 考 

理 事 長   1  1  

副理事長  1 1  

常務理事  1   1 市派遣職員 

理 事  12 12  

監 事   2  2  

評 議 員   15 15  

顧  問  1 1  

合 計 1 32 33  

 

（６）職員                          令和 4年 3月 31日現在 

役 職 名 市派遣職員 
財団職員 

合計 備 考 
一般 再雇用 嘱託 財団計 

常務理事 1     1  

事務局長  1   1 1  

事務局次長 1 1   1 2  

総務課総務係  5   5 5  

総務課施設管理係   2  2 2  

経営企画課  4   4 4  

交流事業課  9 1  10 10  

ホール事業課  11   11 11  

科学館事業課  10  1 11 11  

市民会館事業課  9 2  11 11  

合 計 2 50 5 1 56 58  

 

３ 会議等に関する事項 

（１）理事会 

会 議 名 開催年月日 出席者数 議案及び議決の状況 

決議の省略 

（みなし決議） 

令和 3年 5月 27日【提出】 

令和 3年 5月 28日【決議】 
12名 

(提案) １ 評議員会の決議について 可決 

第 1回定時理事会 令和 3年 6月 8日 13名 

(提案) １ 令和２年度事業報告及び決算について 

２ 令和３年度定時評議員会開催について 

可決 

可決 

(報告) １ 業務執行理事の職務執行状況について  

決議の省略 

（みなし決議） 

令和 3 年 11月 24日【提出】 

令和 3 年 11月 26日【決議】 
14名 

(提案) １ 評議員会の決議について 可決 

第 2回定時理事会 

（みなし決議） 

令和 4 年 2月 15日【提出】

令和 4 年 2月 15日【決議】 
15名 

(提案) １ 令和３年度事業計画及び収支予算等に

ついて 

２ 育児休業規則の一部改正について 

３ 介護休業規則の一部改正について 

４ 専決処分(令和３年度補正予算)について 

可決 

 

可決 

可決 

可決 
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会 議 名 開催年月日 出席者数 議案及び議決の状況 

決議の省略 

（みなし決議） 

令和 4 年 3月 24日【提出】

令和 4 年 3月 28日【決議】 
15名 

(提案) １ 事務局長の任免について 

 

可決 

 

 

（２）評議員会 

会 議 名 開催年月日 出席者数 議案及び議決の状況 

決議の省略 

（みなし決議） 

令和 3 年 5月 29日【提出】 

令和 3 年 6月 01日【決議】 
13名 

(提案) １ 理事の選任について 

２ 評議員の選任について 

可決 

可決 

定時評議員会 令和 3年 6月 24日 11名 

(議案) １ 令和２年度決算について 

 

可決 

 

(報告) １ 令和２年度事業報告について 

２ 令和３年度事業計画及び収支予算等に

ついて 

 

決議の省略 

（みなし決議） 

令和 3 年 11月 30日【提出】 

令和 3 年 12月 01日【決議】 
15名 

(提案) １ 理事の選任について 可決 

 

４ 行政庁の指示に関する事項 

調査年月日 指示年月日 指 示 事 項 履 行 状 況 

令和 4年 2月 24日 令和 4年 3月 7日 特になし － 

 

５ その他重要な事項 

【指定管理者の指定】 

管理運営施設 協定締結先 指定期間 

日立シビックセンター 

（新都市広場含む） 
日立市 令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで 

日立市日立市民会館 日立市 令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで 

日立市多賀市民会館 日立市 令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで 

 

６ 寄附金に関する事項 

寄附金の種類 寄附の目的 
寄附者数 

寄附金額 備考 
個人 法人・団体 

一般寄附金 事業全体 7名 － 226,709円  

 

７ 許可、認可及び承認に関する事項 

特になし 
 



（１）公益目的事業１

計 104,735 人

計 5,596 人

7/25 (日) シ・ 音楽ホール 196 人

10/3 (日) シ・ 音楽ホール 215 人

11/7 (日) シ・ 音楽ホール 243 人

11/8 (月) 60 人

11/27 (土) シ・ 音楽ホール 51 人

11/28 (日) シ・ 音楽ホール 365 人

1/30 (日) シ・ 多用途ホール 84 人

3/6 (日) シ・ 音楽ホール 337 人

3/23 (水) シ・ 音楽ホール 151 人

10/28 (木) 日・ ホール 359 人

1/22 (土) 日・ ホール 870 人

3/27 (日) 日・ ホール 341 人

6/12 (土) 多・ ホール 200 人

(9/4 (土)) 日・ ホール

日・ ホール

(8/24 (火) ・ 8/25 (水)) シ・ 音楽ホール

7/22 (木) 日・ ホール 311 人

10/17 (日) 日・ ホール 274 人

2/26 (土) 日・ ホール 138 人

「劇場版「鬼滅の刃」無限列車編」 (9/23 (木)) 日・ ホール

8/9 (月) 日・ ホール 429 人

11/5 (金) 日・ ホール 592 人

12/16 (木) 日・ ホール 262 人

くまのがっこう
すてきなすてきなおくりもの

(2/10 (木)) 日・ ホール

会場

以下、中止となった事業

MYSTERY NIGHT TOUR 2021
稲川淳二の怪談ナイト

千住真理子リサイタル
～スペシャルゲスト　千住明～

ひたち納涼寄席

事業名 実施日 入場者数

　文化芸術事業〔91事業〕

ア　鑑賞事業〔25事業〕

音楽

涼風ガラコンサート
～日本の歌とオペラ名曲選～

主催公演事業

ベンチャーズ

谷村新司コンサートツアー2020-2021
「谷村文学選 ～グレイス～」

HIRAIDAI Concert Tour 2021-22

Music Carnival 2022

ソロデビュー20周年上妻宏光
｢生一丁！｣Tour 2020-2021“伝統と革新”

群馬交響楽団アンサンブル
「みんなで選んだ名曲コンサート」

侍BRASS 日立公演

《宝島》を演奏しよう！
中川英二郎のバンドクリニック

文化

映画上映会

夏のひみつ基地
「映画ドラえもん　のび太の新恐竜」

「いのちの停車場」

「キネマの神様」

初めての劇場体験 本物のコンサート

劇団飛行船マスクプレイミュージカル

事業報告の附属明細書

１　令和３年度事業一覧

桃太郎

以下、中止となった事業

CIVIC音楽祭　読売日本交響楽団演奏会
「華麗なる《新世界》
～芸術の秋を彩る珠玉の名曲選～」

CIVIC音楽祭　吉野直子ハープリサイタル

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

音楽室コンサート

CIVIC音楽祭　侍BRASS 日立公演

伝統文化

（実施事業無し）

以下、中止となった事業

 宮田小学校

畠山美由紀コンサート

以下、中止となった事業

※会場における略称は、シ:日立シビックセンター、日:日立市民会館、多:多賀市民会館を示す。
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2/5 (土) 日・ ホール 118 人

(9/19 (日)) 日・ ホール

(2/27 (日)) 日・ ホール

計 1,792 人

7/28 (水) ・ 7/29 (木) シ・ 音楽ホールほか 26 人

7/30 (金) シ・ 多用途ホール 31 人

7/31 (土) シ・ 音楽ホール 67 人

団員数 22 人

通年 シ・ 音楽室

10/23 (土) ・ 10/24 (日) シ・ 音楽室

11/14 (日) シ・ 音楽ホール 204 人

3/27 (日) シ・ 音楽室ほか 36 人

夏のひみつ基地 夏休み楽器体験会
「はじめてのヴァイオリン・
ヴィオラ・チェロ」

(8/21 (土)) シ・ 音楽室ほか

11/19 (金) シ・ 音楽ホール 60 人

“オトナ”のサックスコンサート (8/20 (金)) シ・ 多用途ホール

6/11 (金) シ・ 多用途ホール 65 人

11/25 (木) シ・ 多用途ホール 50 人

2/17 (木) シ・ 多用途ホール 60 人

「歌とピアノ・ユーフォニアムで
奏でる音楽会」

(8/27 (金)) シ・ 音楽ホール

12/13 (月) シ・ スタジオ 9 人

日立100人ぶち合わせ太鼓 (7/1 (木) ～ 10/9 (土)) シ・ 新都市広場ほか

通年 シ・ 会議室 委員数 5 人

8/4 (水) 多・ ホール 19 人

5/28 (金) シ・ トレーニングルーム 12 人

6/6 (日) シ・ 料理室 12 人

6/26 (土) シ・ 会議室 16 人

7/2 (金) シ・ 料理室 11 人

7/31 (土) シ・ 会議室 12 組

10/9 (土) シ・ 料理室 11 人

シ・ トレーニングルーム 30 人

和太鼓体験講座

夏のひみつ基地
ホールのウラがわノゾキ見ツアー

夏のひみつ基地
ジブンでつくる！打楽器ワークショップ

夏のひみつ基地
マイベストシート・コンサート

ひたちジュニア弦楽合奏団

以下、令和4年度へ延期となった事業

声優朗読劇 フォアレーゼン
～助川海防城哀歌～ 山野辺義芸
－我に敵意なし

定期練習

集中練習

CIVIC音楽祭　第29回定期演奏会

春休み楽器体験会
「はじめてのヴァイオリン・
ヴィオラ・チェロ」

以下、中止となった事業

文化(つづき)

夏休み子ども向けイベント

　文化芸術事業(つづき)

日立100人ぶち合わせ太鼓

シビックサロン

ワンコイン・コンサート

バギーコンサート

「チェロとピアノ」

「ヴァイオリンと読み聞かせ」

「歌とピアノで奏でる音楽会」

メンズのためのリフレッシュヨガ

米粉で簡単！
カラフルトルティーヤ＆冷製スイーツ

カラーセラピー～色でココロを元気に！～

おうちで楽しむクラフトビール

親子で体験！練り切り和菓子作り

今も未来も自分らしく
～元気に年齢を重ねていくための薬膳～

アロマでゆったりリフレッシュヨガ 10/23(土)･12/11(日)･2/5(土)

施設活用

ザ・ニュースペーパー2022 in 日立市

以下、中止となった事業

よしもとお笑いまつり in 日立2022

イ　普及事業〔21事業〕

事業名 実施日 会場 入場者数

ア　鑑賞事業(つづき)

2台ピアノコンサート
～2台のピアノによる語らい

以下、中止となった事業

以下、中止となった事業

以下、中止となった事業

ダンスワークショップ

ダンス文化普及事業会議

夏のひみつ基地
ストリートダンスワークショップ
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11/13 (土) シ・ 会議室 14 人

12/18 (土) シ・ 会議室 14 人

2/6 (日) シ・ 料理室 11 人

3/26 (土) シ・ 会議室 12 組

夏のひみつ基地「お茶をたててみよう！」 (8/8 (日)) シ・ アトリウム

夏のひみつ基地「アトリウム茶会－夏」 (8/8 (日)) シ・ アトリウム

アトリウム茶会－春 (3/5 (土)) シ・ アトリウム

6/20 (日) 日・ 会議室 28 人

11/20 (土) 日・ 会議室 48 人

5/24 (月) ～ 3/1 (火) 521 人

10/12 (火) ・ 10/27 (水) 263 人

8/2 (月) ～ 3/31 (木) 4 人

7/15 (木) ～ 1/15 (土)

2/18 (金) ～ 2/20 (日) 146 人

1/4 (火) ・ 1/5 (水)

計 27,328 人

4/11 (日) シ・ 音楽ホール 132 人

10/31 (日) シ・ 音楽ホール 277 人

1/23 (日) シ・ 音楽ホール 166 人

12/25 (土) シ・ 新都市広場 500 人

未来へつなぐコンサート (9/11 (土) ・ 9/25 (土)) シ・ 新都市広場

会員数 403 人

2/6 (日) シ・ 多用途ホール 61 人

3/16 (水) ～ 3/31 (木) シ・ アトリウム 6,400 人

(8/16 (月) ～ 8/18 (水)) シ・ 音楽ホール

1/16 (日) 日・ ホール 1,040 人

12/4 (土) ～ 12/19 (日) シ・ アトリウム 6,910 人

会員数 118 人

8/1 (日) シ・ 会議室 42 人

11/3 (水) ～ 11/7 (日) シ・ ギャラリーほか 200 人

11/7 (日) シ・ ギャラリーほか 700 人

12/9 (木) シ・ 会議室 27 人

2/14 (月) シ・ 会議室 10 人

第19回ひたち国際文化まつり

 市内小学校 計9校

 櫛形小学校・河原子小学校

 日立シビックセンターほか

 ケーブルテレビJWAY等にて放送

 市内交流センター6カ所

 中里小学校・大沼小学校

 油縄子小学校

第19回ひたち国際文化まつり 展示コーナー

研修会「やさしい日本語の使い方-実践編」

活動支援

Civic Dance Fes.2021

ニコ・カーニバル　パネル展

ひたちとアジアの文化交流をすすめる会

アジア文化講演会
「新型コロナ時代のSDGsとアジア」

アジア文化サロン「シリアのお茶と文化」

ひたち市民オペラによるまちづくりの会

 ケーブルテレビJWAYにて放送

ウ　活動支援事業〔22事業〕

市民協働

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」

CIVIC音楽祭
市民音楽企画記念コンサート～共奏～

ミュージックトレイン
～みんなでつなぐホールコンサート～

NEW WIND THEATER

ひたちオペラトークコンサート
～オペラ・その愛のかたち～

ひたち市民オペラ25周年記念展

ウインドバンドクリニック

入場者数事業名 会場実施日

以下、中止となった事業

文化サロン

おとな可愛いグラスアート

俺たちのバレンタイン
－サラミディチョッコラート

親子で体験！
光で彩るシルエットアートを作ってみよう

伝統文化体験授業

アート体験授業

第170回「ラジオ体操で健康維持を」

第171回「“笑い文字”で地元を元気に」

　文化芸術事業(つづき)

アウトリーチ

音楽アウトリーチ

音楽室コンサート

アンサンブル鑑賞会

香りのきた道～初めての香り遊び

以下、中止となった事業

演奏家育成研修会(アウトリーチ・ラボ)

ひたち伝統芸能育成

出前寄席

日立荒馬踊り

以下、中止となった事業

イ　普及事業(つづき)

施設活用(つづき)

シビックサロン(つづき)

クリスマスコンサート

以下、中止となった事業
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加盟数 31 団体

1/15 (土) ～ 1/23 (日) シ・ マーブルホール 550 人

第57回日立市美術展覧会 (9/4 (土) ～ 9/12 (日)) シ・ マーブルホールほか

加盟数 26 団体

3/5 (土) ～ 3/12 (土) シ・ アトリウムほか 9,186 人

ひたちこども芸術祭 (3/12 (土)) シ・ 音楽ホールほか

会員数 22 人

能楽文化サロン (9/12 (日)) シ・ 会議室

能楽体験ワークショップ (8/29 (日) ・ 9/5 (日)) シ・ 音楽室

第23回初秋ひたち能と狂言 (9/18 (土)) シ・ 音楽ホール

6/2 (水) ～ 3/31 (木) 465 人

団員数 24 人

通年 日・ 会議室ほか

音楽体験教室 日・ 会議室ほか

定期演奏会「あいあいコンサート」 (3/20 (日)) 日・ ホール

団員数 50 人

加盟数 11 団体

11/6 (土) ・ 11/7 (日) 多・ ホール 50 人

3/26 (土) ・ 3/27 (日) 多・ ホール 600 人

9/24 (金) ～ 3/31 (木) 12 人

演劇事務所'99公演「莫迦トヨと神様」 (11/13 (土) ・ 11/14 (日)) 多・ ホール

10周年記念公演
「いつでも夢を～𠮷田正の夢」

(3/19 (土) ・ 3/20 (日)) 多・ ホール

舞台ワークショップ 多・ ホール

TEAM・C2シンドローム公演 多・ ホール

(8/28 (土)) 日・ ホール

(11/7 (日)) 多・ 小ホール

(12/12 (日)) 日・ ホール

(1/16 (日)) 日・ ホール

計 67,742 人

11/20 (土) ～ 3/31 (木) シ・ アトリウム 312 人

11/23 (火) 多・ ギャラリー 39 人

2/11 (金) 多・ ギャラリー 37 人

通年

12/25 (土) 多・ ホール 293 人

(8/9 (月) ・ 8/29 (日)) 多・ 広場

日立市文化少年団

以下、中止となった事業

第33回ひたち童謡のつどい

夏休み親子映画会
with ひたちシネマスペシャル

以下、中止となった事業

ピッピコンサート

Vol.4 尺八･龍笛･排しょう奏者「笹本武志」

以下、令和4年度へ延期となった事業

ギャラリーコンサート

Vol.3 JAZZ&BOSSA「花粉症」

ひたちこども芸術祭
団体紹介パネル展・製品販売

事業名 実施日 会場

以下、中止となった事業

以下、中止となった事業

茨城県立大洗高等学校マーチングバンド
「BLUE－HAWKS」サマーコンサート

ひたちBig Band フェスティバル2021

劇団コミューン公演「今は昔、栄養映画館」

県北地区高等学校演劇祭
第10回春季フェスティバル

（実施事業無し）

以下、中止となった事業

第23回初秋ひたち能と狂言

中学生支援プログラム

エ　交流事業〔12事業〕

音楽

シビック・エントランスピアノ

文化

ひたち伝統芸能企画制作

クリスマス親子映画会
with ひたちシネマスペシャル

ひたち街角小劇場

定期練習

以下、令和4年度へ延期となった事業

入場者数

ウ　活動支援事業(つづき)

活動支援(つづき)

　文化芸術事業(つづき)

（実施事業無し）

以下、中止となった事業

 日立シビックセンター
 日立・多賀市民会館

日立市少年少女合唱団

日立市民混声合唱団事務局

(1/29㈯､2/12㈯､26㈯､3/19㈯､20㈯)

市民のための能を知る会実行委員会

日立市文化協会事務局運営

日立市美術展覧会受賞作家展

以下、中止となった事業

ヒタチ・マイ・ステージ
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(10/9 (土) ・ 10/10 (日)) シ・ 新都市広場

(11/3 (水)) 多・ ホール

シ・ ギャラリー

11/20 (土) ～ 1/10 (月) シ・ 新都市広場

7/22 (木) ～ 8/17 (火) 多・ 広場ほか 3,061 人

11/20 (土) ～ 1/10 (月) シ・ 新都市広場 64,000 人

(11/27 (土)) シ・ 新都市広場

計 2,277 人

7/21 (水) ～ 8/5 (木) シ・ アトリウムほか 1,061 人

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

3/15 (火) 加盟数 6 館

6/1 (火) ～ 3/31 (木) 1,216 人

通年 掲載数 12 回

計 28,181 人

計 28,181 人

7/21 (水) ～ 8/5 (木) シ・ 科学館 6,328 人

11/20 (土) ～ 1/10 (月) シ・ 科学館 9,980 人

11/27 (土) ・ 12/24 (金) シ・ 科学館 176 人

1/2 (日) ～ 1/10 (月) シ・ 科学館 4,202 人

3/19 (土) ～ 3/31 (木) シ・ 科学館 3,366 人

通年 シ・ 科学館 団員数 41 人

通年 シ・ 科学館 40 人

7/16 (金) ・ 7/17 (土) シ・ 天球劇場 87 人

10/15 (金) ・ 10/16 (土) シ・ 天球劇場 103 人

1/14 (金) ・ 1/15 (土) シ・ 天球劇場 71 人

1/30 (日) シ・ 天球劇場 317 人

5/10 (月) ～ 3/14 (月) シ・ 科学館 381 人

5/22 (土) ・ 5/29 (土) シ・ 科学館 16 人

6/5 (土) シ・ 科学館 18 人

6/10 (木) シ・ 科学館 12 人

7/3 (土) シ・ 科学館 60 人

7/11 (日) シ・ 科学館 3 人

8/1 (日) シ・ 会議室 34 人

ひたち秋祭り～郷土芸能大祭

ふれあいまつり

今年のわたしの漢字展

大道芸 with イルミネーション

　科学事業〔17事業〕

タッチ・ザ・スター上映記念イベント
～プラネタリウム番組上映＆トークショー～

教室・講座事業

放課後かがくクラブ

プログラミング教室

ひよこクラフト
「光るプラ板キーホルダー作り」

大人のための天文教室
「初夏の星空とアジアの星物語」

親子で楽しむ科学教室
「レジンのキーホルダー作り」

大人のための天文教室
「実践編　星座の探し方と金星・
火星を見つけよう」

夏のひみつ基地
親子で楽しむお天気教室

宇宙少年団活動

（２）公益目的事業２

ボランティア活動事業

アロマで愉しむプラネタリウム

夏の香り

秋の香り

冬の香り

ア　思想啓発・普及事業〔16事業〕

夏のイベント「謎解きはサクリエの中で」
※開催期間短縮

特別イベント

冬の特別イベント「お絵描きパラダイス｣

夜の科学館

お正月イベント

 市内小学校ほか 計15箇所

春の特別イベント「恐竜・化石コーナー」

以下、中止となった事業

オ　情報発信収集事業(文化芸術・科学共通)〔11事業〕

共通

夏のひみつ基地　※開催期間短縮

広報誌「ひたちの文化」　244号～246号

カレンダー「ふるさと日立」

アウトリーチ

茨城新聞「こども新聞」への記事掲載

新都市広場冬季活用事業

イルミネーション設置事業

SUN SKY HITACHITAGA　※開催期間短縮

ひたちのヒカリ～花咲く未来～

広報・宣伝

定期発行物
「イベントインフォメーション」

Webサイト運用

企画調査

書籍頒布

 十王総合健康福祉センター

芸術

エ　交流事業(つづき)

文化(つづき)

以下、中止となった事業

　文化芸術事業(つづき)

県北地区文化会館交流事業

科学

事業名 実施日 会場 入場者数

実施日 会場 入場者数事業名
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10/14 (木) シ・ 科学館 10 人

10/17 (日) ・ 10/24 (日) シ・ 会議室 19 人

10/30 (土) シ・ 科学館 14 人

10/31 (日) シ・ 科学館 14 人

11/7 (日) シ・ 科学館 11 人

11/27 (土) シ・ 科学館 21 人

12/12 (日) シ・ 会議室 32 人

12/19 (日) ・ 12/25 (土) シ・ 科学館 54 人

12/24 (金) シ・ 科学館 8 人

1/22 (土) ・ 1/23 (日) シ・ 科学館 17 人

2/10 (木) シ・ 科学館 4 人

2/27 (日) シ・ 会議室 16 人

2/27 (日) シ・ 会議室 41 人

3/6 (日) シ・ 科学館 9 人

(8/7 (土)) シ・ 科学館

(8/8 (日)) シ・ 科学館

(8/8 (日)) シ・ 科学館

(9/5 (日)) シ・ 会議室

(9/5 (日)) シ・ 会議室

(9/20 (月)) シ・ 会議室

(2/6 (日)) シ・ 会議室

(2/12 (土)) シ・ 科学館

(2/20 (日)) シ・ 会議室

4/17 (土) ～ 5/30 (日) シ・ 科学館 445 人

6/5 (土) ～ 7/11 (日) シ・ 科学館 515 人

7/21 (水) ～ 8/5 (木) シ・ 科学館 439 人

10/2 (土) ～ 10/31 (日) シ・ 科学館 342 人

11/3 (水) ～ 12/26 (日) シ・ 科学館 448 人

1/2 (日) ～ 2/27 (日) シ・ 科学館 135 人

1/22 (土) ・ 1/23 (日) シ・ 科学館 7 人

3/5 (土) ～ 3/31 (木) シ・ 科学館 252 人

ひらめき工作

ランプシェード／香りの入浴剤

お絵かきカイト／ソーラーミニカー

ひよこクラフト
「プラ板キーホルダー作り」

夏の特別展工作　※開催期間短縮

香りのビーズ／シャカシャカ発電

夏のひみつ基地　夏休み自由研究教室
「正立像望遠鏡について学ぼう」

夏のひみつ基地　夏休み自由研究教室
「ソーラーランタンを作ろう」

宇宙実験教室キッズコース
「めざせ、しょうわくせい！
まもれ、ちきゅう！」

宇宙実験教室基礎コース
「アポロ群への大航海！
天体衝突を回避せよ！」

親子で楽しむ科学教室「草木染」

サイエンスカフェ
「陽子を光の速度近くまで加速する
J-PARCと加速器の話」

ひよこクラフト
「オリジナルフォトフレーム作り」

宇宙実験教室基礎コース
「アポロ群への大航海！
天体衝突を回避せよ！」

大人のための天文教室実践編
「双眼鏡で探す冬の星雲・星団」

以下、中止となった事業

バードコール／おえかきスクリューボート

アニマルマグネット／ペーパーウォッチ

大人のための天文教室
｢冬の星座とオリオンの秘密｣

宇宙実験教室キッズコース
「めざせ、しょうわくせい！
まもれ、ちきゅう！」

ひよこクラフト「せっけん作り」

大人のためのサイエンス
「J-PARCと中性子で見た物質の世界」

サイエンスショーフェスティバル工作

春の特別イベント工作

親子で楽しむ科学教室
「光の実験＆工作」

夜の科学館特別工作
「ジェルキャンドル作り」

大人のための天文教室
「秋の星空と宇宙図を読み解く」

大人のためのサイエンス
「見れば納得！素粒子ワンダーランド」

ひよこクラフト「光る缶バッジ作り」

親子で楽しむ科学教室
「ルームフレグランス作り」

大人のための天文教室
「実践編　双眼鏡で探そうアンドロメダ銀河」

夜の科学館特別工作
「ゆきだるまキャンドル作り」

親子で楽しむ科学教室
「素粒子ってなあに？
～知るとおもしろい小さな世界～」

入場者数

ア　思想啓発・普及事業(つづき)

教室・講座事業(つづき)

事業名 実施日 会場

　科学事業(つづき)
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通年 シ・ 科学館 134 人

(9/4 (土) ～ 9/26 (日)) シ・ 科学館

(9/13 (月) ～ 9/21 (火)) シ・ 天球劇場

(9/17 (金) ～ 9/21 (火)) シ・ 科学館

(1/22 (土) ・ 1/23 (日)) シ・ 科学館

(3/5 (土)) シ・ 天球劇場

(3/5 (土)) シ・ 科学館

計0 人

(11/14 (日)) シ・ マーブルホール

計79,115 人

4/16 (金) ～ 6/30 (水) シ・ 科学館 3,996 人

7/1 (木) ～ 8/5 (木) シ・ 科学館 2,199 人

10/1 (金) ～ 12/26 (日) シ・ 科学館 4,476 人

1/2 (日) ～ 3/31 (木) シ・ 科学館 3,486 人

4/16 (金) ～ 8/5 (金) シ・ 科学館 1,365 人

10/1 (金) ～ 3/31 (木) シ・ 科学館 1,269 人

通年 シ・ 科学館

鉄道ミニ講座 シ・ 科学館

4/17 (土) ～ 12/26 (日) シ・ 天球劇場 6,713 人

7/1 (木) ～ 3/31 (木) シ・ 天球劇場 318 人

シ・ 天球劇場 5,740 人

7/21 (水) ～ 3/15 (火) シ・ 天球劇場 261 人

7/22 (木) ～ 3/31 (木) シ・ 天球劇場 2,284 人

10/4 (月) ～ 3/15 (火) シ・ 天球劇場 3,100 人

10/1 (金) ～ 3/15 (火) シ・ 天球劇場 3,435 人

1/2 (日) ～ 3/31 (木) シ・ 天球劇場 1,172 人

3/19 (土) ～ 3/31 (木) シ・ 天球劇場 1,227 人

6/1 (火) ～ 2/4 (金) シ・ 天球劇場 1,317 人

通年 シ・ 天球劇場 2,720 人

6/7 (月) シ・ 天球劇場 75 人

7/4 (日) シ・ 天球劇場 385 人

7/31 (土) シ・ 天球劇場 68 人

10/23 (土) シ・ 天球劇場 26 人

11/1 (月) シ・ 天球劇場 113 人

11/27 (土) シ・ 天球劇場 84 人

小惑星探査機｢はやぶさ2｣帰還カプセル展示

天文講演会
「HAYABUSA2～REBORN講演会＆上映会」

サイエンスカフェ
「HAYABUSA2～REBORN監督お話会」

日立サイエンスショーフェスティバル

ひよこプラネタリウム～春のほしぞら～

ファミリープラネタリウム
～七夕を楽しもう！～

夏のひみつ基地　写真撮影OK！
天球劇場のひみつクエスト～MEGASTAR～

字幕付きプラネタリウム～秋の星空～

ひよこプラネタリウム～秋のほしぞら～

観望のためのプラネタリウム

星空学習

（３）公益目的事業１・２

以下、中止となった事業

「サクリエ」リニューアルオープン記念
小惑星探査機「はやぶさ2」帰還カプセル展示

「HAYABUSA2～REBORN帰還バージョン」
特別上映

ア　思想啓発・普及事業(つづき)

ひらめき工作(つづき)

マシュマロねんど／手作り顕微鏡

　施設管理運営事業

タッチ・ザ・スター

イ　活動支援事業〔1事業〕

天文講演会

（実施事業無し）

以下、中止となった事業

青少年のための科学の祭典・日立大会

平日工作

以下、中止となった事業

番組上映

HAYABUSA2～REBORN帰還バージョン

たいようくんとおつきちゃん

名探偵コナン灼熱の銀河鉄道 7/21㈬～8/5㈭･10/1㈮～31㈰

こぐま座のティオ星空だいぼうけん

星めぐり☆プラネタリウム

ポラリス2-ルシアと流れ星の秘密-

プラネタリウム　はなかっぱ
花さけ！パッカ～ん宇宙旅行

新・恐竜大進撃

団体番組

サイエンスショー(10～12月)

サイエンスショー(1～3月)

テーブルサイエンス(4～9月)※開催期間短縮

テーブルサイエンス(10～3月)

鉄道模型実演

模型の運転

以下、中止となった事業

文化施設管理運営事業

科学

サイエンスショー

サイエンスショー(4～6月)

サイエンスショー(7～9月) ※開催期間短縮

特別上映

事業名 実施日 会場 入場者数

　科学事業(つづき)

事業名 実施日 会場 入場者数
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12/19 (日) ・ 12/25 (土) シ・ 天球劇場 333 人

12/24 (金) シ・ 天球劇場 64 人

1/2 (日) ・ 1/3 (月) シ・ 天球劇場 57 人

1/22 (土) ・ 1/23 (日) シ・ 天球劇場 29 人

2/20 (日) シ・ 天球劇場 50 人

夏のひみつ基地　写真撮影OK！
天球劇場のひみつクエスト～UNIVIEW～

(8/28 (土)) シ・ 天球劇場

ひよこプラネタリウム～夏のほしぞら～ (9/6 (月)) シ・ 天球劇場

ひよこプラネタリウム～冬のほしぞら～ (2/14 (月)) シ・ 天球劇場

視聴数 542 件

9/21 (火)

11/19 (金)

皆既月食のライブ配信 5/26 (水)

11/27 (土) シ・ 天球劇場 120 人

12/24 (金) シ・ 天球劇場 80 人

4/25 (日) ～ 5/9 (日) シ・ 科学館 256 人

シ・ 科学館 132 人

11/1 (月) ～ 3/31 (木) シ・ 科学館 101 人

11/14 (日) ・ 3/19 (土) シ・ 科学館 202 人

シ・ 科学館 59 人

通年 シ・ 科学館 誘致数 140 団体

通年 シ・ 科学館

通年 33 人

7/21 (水) ～ 8/5 (木) シ・ 科学館

7/21 (水) ～ 8/5 (木) シ・ 科学館 102 人

12/1 (水) ～ 1/10 (月) シ・ 科学館 68 人

4/1 (木) ～ 4/14 (水) シ・ アトリウム 8,800 人

シ・ アトリウム 15,000 人

1/8 (土) ～ 1/15 (土) シ・ アトリウム 7,800 人

計41,772 人

10,592 人

31,180 人

通年

（４）収益事業

夜の科学館観望会

大人のためのX'masプラネタリウム観望会

以下、中止となった事業

 YouTubeにて配信

ひよこプラネタリウム～きょうのほしぞら～

字幕付きプラネタリウム～冬の星空～

以下、中止となった事業

天球劇場のVLOG　特別編！

お月見ライブ配信

部分月食のライブ配信

 YouTubeにて配信

 YouTubeにて配信

ファミリープラネタリウム
～クリスマスを楽しもう！～

大人のためのX'masプラネタリウム

実施日 会場

 会瀬小学校

はる、ひたち

夏休みスタンプラリー
※開催期間短縮

冬のスタンプラリー

共通

アトリウム装飾

筆に想いを！コロナ禍を彩る
書道パフォーマンス～青と夏～

7/3(土)・7/4(日)～7/16(金)

迎春

団体誘致

学習プログラム

チャレンジコース・学習シート

ラーニングコース・学習シート

毎週木曜日は、「サクニコ」の日

ドローンサッカー体験会

写真撮影OK！
天球劇場のひみつクエスト～操作室～

団体連携

大煙突紙芝居

日立第一高等学校SSH ミニ企画展 6/26㈯ ～ 7/18㈰ ・ 7/24㈯

茨城大学工学部梅津研究室　技術デモ
「新しい勉強のしかたをためそう！」

特別上映(つづき)

屋上観望会

1/8㈯･1/9㈰･1/15㈯･1/16㈰

夏休みフリーパスチケット
※開催期間短縮

プレイガイド運営

カフェ ハルモニア

ミュージアムショップ

館内売店運営事業

レストラン管理事業

受託チケット販売事業

営業日数 293日

営業日数 322日

 日立シビックセンター

 日立シビックセンター

 日立シビックセンター
 日立・多賀市民会館

　収益事業

入場者数事業名

　施設管理運営事業(つづき)

科学(つづき)

文化施設管理運営事業(つづき)

事業名 実施日 会場 入場者数
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管理施設の利用状況
 （１） 日立シビックセンター
　 ア　音楽ホール、多用途ホール、音楽室・スタジオ月別利用状況

利用可能日数 利用日数 利用率 利用可能日数 利用日数 利用率 利用可能日数 利用日数 利用率

4月 29 7 24.1% 29 4 13.8% 145 81 55.9%

5月 28 15 53.6% 30 5 16.7% 150 94 62.7%

6月 22 14 63.6% 23 11 47.8% 143 84 58.7%

7月 27 18 66.7% 30 8 26.7% 150 99 66.0%

8月 5 4 80.0% 5 4 80.0% 25 14 56.0%

9月 0 0 - 0 0 - 0 0 -

10月 26 15 57.7% 28 13 46.4% 139 90 64.7%

11月 26 18 69.2% 25 13 52.0% 139 103 74.1%

12月 19 12 63.2% 23 9 39.1% 128 89 69.5%

1月 21 17 81.0% 15 8 53.3% 129 79 61.2%

2月 22 16 72.7% 25 8 32.0% 135 81 60.0%

3月 28 18 64.3% 30 13 43.3% 146 100 68.5%

計 253 154 60.9% 263 96 36.5% 1,429 914 64.0%

＊参考

2年度計 240 109 45.4% 251 48 19.1% 1,319 745 56.5%

※利用可能日数とは、開館日数から、個別ホール等の保守点検・工事・設備点検等で利用できない日を除く日数。
※利用率とは、利用可能日数に対する利用日数の割合。
※新型コロナウイルス感染症対策に係る施設利用停止　8/6～9/30

　 イ　交流サロン月別利用状況

利用可能日数 利用日数 利用率 利用可能日数 利用日数 利用率 利用可能日数 利用日数 利用率

4月 435 86 19.8% 29 7 24.1% 115 29 25.2%

5月 450 88 19.6% 29 14 48.3% 113 25 22.1%

6月 435 124 28.5% 29 16 55.2% 112 28 25.0%

7月 450 97 21.6% 30 7 23.3% 120 17 14.2%

8月 75 33 44.0% 5 5 100.0% 20 5 25.0%

9月 6 6 100.0% 0 0 - 0 0 -

10月 366 94 25.7% 29 12 41.4% 101 24 23.8%

11月 365 135 37.0% 27 17 63.0% 91 18 19.8%

12月 377 114 30.2% 24 8 33.3% 96 24 25.0%

1月 390 113 29.0% 0 0 - 101 14 13.9%

2月 390 101 25.9% 0 0 - 80 23 28.8%

3月 450 132 29.3% 26 13 50.0% 120 21 17.5%

計 4,189 1,123 26.8% 228 99 43.4% 1,069 228 21.3%

＊参考

2年度計 3,829 1,133 29.6% 224 49 21.9% 1,015 223 22.0%

　 ウ　新都市広場、多目的ホール・会議室月別利用状況

利用可能日数 利用日数 利用率 利用可能日数 利用日数 利用率 利用可能日数 利用日数 利用率

4月 29 6 20.7% 29 25 86.2% 87 19 21.8%

5月 30 4 13.3% 30 1 3.3% 90 26 28.9%

6月 29 7 24.1% 29 0 0.0% 87 19 21.8%

7月 30 5 16.7% 30 0 0.0% 90 15 16.7%

8月 5 1 20.0% 5 0 0.0% 15 1 6.7%

9月 1 1 100.0% 0 0 - 0 0 -

10月 29 13 44.8% 20 5 25.0% 60 32 53.3%

11月 28 12 42.9% 17 5 29.4% 84 39 46.4%

12月 26 26 100.0% 23 4 17.4% 76 37 48.7%

1月 26 23 88.5% 27 21 77.8% 78 44 56.4%

2月 27 5 18.5% 28 28 100.0% 66 19 28.8%

3月 22 7 31.8% 24 23 95.8% 63 41 65.1%

計 282 110 39.0% 262 112 42.7% 796 292 36.7%

＊参考

2年度計 275 98 35.6% 292 70 24.0% 722 161 22.3%

音楽ホール 多用途ホール 音楽室・スタジオ（5室）

会議室（15室） ギャラリー 特別室
（料理室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、和室、茶室）

新都市広場 多目的ホール 会議室（3室）
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　 エ　科学館月別入館者数 （単位：人）

一 般 団 体 計 一 般 団 体 計

4月 1,269 4 1,273 851 48 899 726 2,898 991

5月 2,848 16 2,864 1,966 23 1,989 1,749 6,602 3,393

6月 1,940 21 1,961 1,169 128 1,297 1,647 4,905 1,979

7月 3,151 6 3,157 2,263 55 2,318 2,319 7,794 3,947

8月 655 6 661 743 54 797 487 1,945 1,031

9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10月 1,745 206 1,951 1,048 1,946 2,994 1,532 6,477 3,548

11月 1,890 208 2,098 1,323 1,612 2,935 1,924 6,957 3,861

12月 1,468 29 1,497 1,087 295 1,382 1,424 4,303 2,077

1月 1,626 8 1,634 1,172 65 1,237 1,140 4,011 1,552

2月 993 2 995 423 0 423 669 2,087 854

3月 1,747 8 1,755 1,359 11 1,370 1,463 4,588 1,929

計 19,332 514 19,846 13,404 4,237 17,641 15,080 52,567 25,162

＊参考

2年度計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※「幼児等」には、視察、市内小中学校利用、無料優待者等を含む。
※施設整備に係る休館　4/1～4/16
※新型コロナウイルス感染症対策に係る休館　8/6～9/30

　 オ　天球劇場月別入館者数 （単位：人）

一 般 団 体 計 一 般 団 体 計

4月 535 0 535 341 0 341 229 1,105

5月 1,377 0 1,377 798 21 819 751 2,947

6月 870 8 878 477 111 588 773 2,239

7月 2,089 28 2,117 1,345 55 1,400 1,516 5,033

8月 463 6 469 528 54 582 217 1,268

9月 0 0 0 0 0 0 0 0

10月 1,207 123 1,330 706 1,279 1,985 1,001 4,316

11月 1,182 159 1,341 705 1,041 1,746 1,290 4,377

12月 980 43 1,023 662 295 957 856 2,836

1月 939 0 939 567 0 567 922 2,428

2月 602 2 604 199 0 199 270 1,073

3月 1,093 8 1,101 720 11 731 691 2,523

計 11,337 377 11,714 7,048 2,867 9,915 8,516 30,145

＊参考

2年度計 1,709 773 2,482 874 342 1,216 2,346 6,044

セット券
購入者

大　人 小人・高齢者・障害者
幼児等(注) 合 計

大　人 小人・高齢者・障害者
幼児等(注) 合 計
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 （２） 日立市民会館

利用可能日数 利用日数 利用率 利用可能日数 利用日数 利用率

4月 26 10 38.5% 130 35 26.9%

5月 27 11 40.7% 135 39 28.9%

6月 25 15 60.0% 125 32 25.6%

7月 27 20 74.1% 130 46 35.4%

8月 5 4 80.0% 25 8 32.0%

9月 0 0 - 0 0 -

10月 27 16 59.3% 135 36 26.7%

11月 25 17 68.0% 130 38 29.2%

12月 24 18 75.0% 120 24 20.0%

1月 21 11 52.4% 120 25 20.8%

2月 20 12 60.0% 114 30 26.3%

3月 18 11 61.1% 120 47 39.2%

計 245 145 59.2% 1,284 360 28.0%

＊参考

2年度計 224 103 46.0% 1,165 264 22.7%

※新型コロナウイルス感染症対策に係る施設利用停止　8/6～9/30

 （３） 多賀市民会館

利用可能日数 利用日数 利用率 利用可能日数 利用日数 利用率 利用可能日数 利用日数 利用率

4月 26 8 30.8% 130 57 43.8% 26 1 3.8%

5月 24 3 12.5% 135 54 40.0% 27 0 0.0%

6月 25 13 52.0% 125 60 48.0% 25 5 20.0%

7月 25 15 60.0% 135 61 45.2% 27 13 48.1%

8月 4 2 50.0% 24 10 41.7% 13 13 100.0%

9月 0 0 - 2 2 100.0% 1 1 100.0%

10月 27 14 51.9% 135 75 55.6% 27 3 11.1%

11月 24 12 50.0% 125 48 38.4% 25 2 8.0%

12月 22 16 72.7% 122 58 47.5% 24 5 20.8%

1月 10 0 0.0% 107 22 20.6% 10 2 20.0%

2月 22 10 45.5% 116 43 37.1% 24 3 12.5%

3月 24 14 58.3% 132 76 57.6% 28 10 35.7%

計 233 107 45.9% 1,288 566 43.9% 257 58 22.6%

＊参考

2年度計 223 75 33.6% 1,181 496 42.0% 236 32 13.6%

※新型コロナウイルス感染症対策に係る施設利用停止　8/6～9/30
※館内LED工事　1/11～1/31

ホール 会議室（5室）

ホール 会議室（5室） 広場
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