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令和４年度 公益財団法人日立市民科学文化財団 事業計画 
 

１ 経営方針 

コロナ禍において、新しい生活様式が社会に定着しはじめ、非接触型のコミュ

ニケーションが広がりを見せている中、多くの人が心豊かな生活を送るために、

文化芸術の大切さを再認識したという声が多く聞こえてきます。  

そうした声に応えるため、令和４年度は、「科学、文化、芸術の創造と振興に

資する多種多様な事業を展開する」という理念のもと、人々が再び感動を共有

し、心が豊かになる事業の実施と、記憶に残る活動ができる施設運営の更なる

推進を図ります。  

令和４年度は、財団の第２次基本計画が２年目を迎え、重点事項に掲げた目

標等を達成するために、事業の目的や方向性などを明確にして事業を実施しま

す。  

また、感染症拡大防止のための休館期間などを活用し制作を進めた企画や、

内容の充実に取り組んだ企画などを実施します。一例として、「ひたち秋祭り」

は“新しい秋祭りを創る”をテーマに内容の拡充を図り、音楽などのジャンルを

取り入れて新たな一歩を踏み出します。  

さらに、活動開始から 25 年となる市民オペラ事業は、記念公演として「トゥー

ランドットハイライト」を実施します。幅広い年代が参画し、多くの市民が感動

を共有できるよう取り組みます。  

 令和３年４月にリニューアルオープンした科学館「サクリエ」においては、運

営コンセプトに沿って、多くの人が楽しみながら学べる体験・交流を重視した

事業を実施し、また、利用者の増加につながる施設運営を行います。  

 管理施設運営事業においては、インターネットによる予約やホームページの

リニューアル、施設の魅力的な利用方法を案内するサービスを展開し、より親

しみやすい施設と事業の運営を目指します。  

また、日立駅前の賑わいづくりを意識した、新都市広場の利用率を向上させ

る取組を進めます。  

組織運営においては、デジタル化を進め、業務の効率を向上させるとともに、

カーボンニュートラルを意識した運営に取り組みます。  

 アフターコロナ時代に予想される厳しい社会環境や経済状況においても、財

団に蓄積された知恵と経験を十分に活かして柔軟に対応し、人々が感動を共有

できる事業を推進するとともに、科学、文化、芸術の振興と公益の増進につなが

るよう、その責務を果たします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

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 
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２ 重点事項取組事業概要 

【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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   子どものための音楽鑑賞事業 

Carnival by Cana Feat. Tanny and Gomes. 

（12 月 日立シビックセンター 多用途ホール） 

      親子で一緒に楽しむ体験型音楽イベントです。歌と演奏による音楽ライブに加

え、絵本の朗読や、マラカスづくりなど音楽と共に様々な体験をお楽しみいただ

きます。  

 

   子どものための文化芸術鑑賞事業 

初めての劇場体験☆本物の音楽会 

（11 月 日立市民会館 ホール） 

      日立市内の幼稚園・保育園児を対象に、本物の音楽や演劇に触れながら、公共

の場所でのマナーを守る大切さを学ぶ機会を提供します。  

 

夏休み親子映画会 with ひたちシネマスペシャル  

（８月 多賀市民会館 ホール） 

      夏休み期間中に親子で楽しめるアニメ映画の上映会を実施します。  

 

  

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。  

主な事業 

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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   子どものための文化芸術体験事業 

子ども向け体験事業  

（通年 日立シビックセンター 会議室ほか）  

楽器演奏や各種ワークショップなど様々な体験をとおして、子どもたちが文化

芸術の楽しさや素晴らしさに触れる機会を提供します。 

 

   子どものための文化芸術活動支援事業 

ひたちジュニア弦楽合奏団  

（通年 日立シビックセンター 音楽ホールほか）  

日立市少年少女合唱団  

（通年 日立市民会館 ホールほか）  

団員の子どもたちが合唱や合奏することの楽しさを実感し、技術的な向上意欲

を高められるよう、指導者及び関係者と連携し、地域に愛される合唱団・楽団を

めざす活動を支援します。  

 

   子どものための文化芸術交流事業 

夏のひみつ基地  

（夏休み期間 日立シビックセンター アトリウムほか）  

子どもたちの夏休みにおける交流の場として定着してきた「夏のひみつ基地」

をシビックセンターにおいて実施します。市民はもとより、市外からの帰省客や

観光客の楽しみとなるよう、複合施設の特色を活かし、施設全体を演出します。 

 

科学創造発見事業 

【新】夏の大実験「超巨大空気砲」  

（７月 日立シビックセンター 音楽ホール）  

館内のサイエンススタジオでは出来ない大型実験を、科学館を飛び出して子ど

もたちと一緒に実施します。約３メートルの巨大空気砲を製作し、巨大な渦輪の

飛距離を計測します。  

 

   子どものためのアウトリーチ事業 

アウトリーチ  

（通年 市内小学校ほか）  

子どもたちに文化芸術の楽しさや、素晴らしさを感じてもらい、豊かな心を育

む一助として、市内の小学校や特別支援学校に出向き、音楽や伝統芸能を体験す

る機会を提供します。（年間 30 回実施予定）  

 

   管理施設運営事業 

施設の有効活用  

（通年 全施設）  

子育て世代を対象として、新都市広場の噴水を活用した親水事業や、アトリウ

ムへのパラソル付きテーブルの設置など、施設を有効活用して、さらなる施設利

用や事業参加へつなげます。  
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 （２）市民ニーズの多様化への取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   音楽鑑賞事業 

東京フィルハーモニー交響楽団～氷上のオーケストラコンサート～ 

（２月 日立シビックセンター 音楽ホール） 

      近年、人気のフィギュアスケーターたちが演技で使用した名曲の数々を、日本

最古のオーケストラ「東京フィルハーモニー交響楽団」の演奏でお楽しみいただ

きます。  

 

    トリコロールライブ 

（１月 日立シビックセンター 多用途ホール） 

      日本のアイリッシュミュージックシーンを牽引する３人組のインストバンド

「トリコロール」。北欧音楽をベースとしたアコースティックライブをお楽しみ

いただきます。  

 

    大洗高校マーチングバンドコンサート 

（実施時期調整中 日立市民会館 ホール） 

      高い演奏技術を誇る大洗高校マーチングバンドの多彩なパフォーマンスを、

ミュージカルや映画音楽にのせてお楽しみいただきます。  

 

音楽体験事業  

ギャラリーコンサート 

（11 月～２月 多賀市民会館 ギャラリー） 

      多賀市民プラザギャラリーでの無料コンサートです。音楽でくつろぐ午後のひ

とときをお楽しみいただきます。   

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。  

施策：多種多様なジャンルの文化、芸術事業の提供 

主な事業 
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   音楽体験事業 

【新】スマホで作曲ワークショップ  

（11 月 日立シビックセンター 多用途ホール）  

若者世代を対象に、モバイル端末を使った作曲ワークショップという、これま

でにないジャンルを扱い、音楽の面白さを体験できる企画を実施します。  

 

   文化芸術協働制作事業  

市民オペラ 25 周年記念公演  

（９月 日立市民会館 ホール）  

      市民オペラ事業の 25 周年を記念した公演では、日立で初めての野外オペラ公

演となった作品「トゥーランドット」のハイライトを、ひたち市民オペラによる

まちづくりの会との協働制作により実施します。  

 

日立駅前文化芸術交流事業 

ひたち秋祭り  

（10 月 日立シビックセンター 新都市広場ほか）  

これまで続けてきた全国の郷土芸能公演や中学生による演舞のほか、新しい秋

祭りを創り出す第一歩として、二日目にジャズバンドによるコンサートを実施し

ます。市民ニーズの多様化への取組として、ひたちの新たな秋のイベントとして

歩み始めます。 

 

   天文啓発普及事業 

【新】近代プラネタリウム誕生 100 年関連事業 シンポジウム ほか  

（９月～10 月 日立シビックセンター科学館サクリエ、天球劇場）  

ひたち発信「プラネタリウムにときめく人たち」として、プラネタリウムのエン

ジニアや番組映像クリエーターなどを招いたシンポジウムを実施します。  

あわせて、令和４年度に上映を予定している番組との連動企画として、番組出演

者のトーク企画なども実施します。  

 

   管理施設運営事業 

アンバサダー（宣伝大使）制度の導入計画  

（通年 全施設）  

      独自のネットワークを持ち、インターネット等で情報拡散力のある方にアン

バサダーとして協力を仰ぎ、魅力的な施設の情報を拡散することにより、施設

の利用率向上などを目指します。また、アンバサダーとの交流から最新の情報

も共有し、新たな施設運営と事業推進に役立てます。  

     

施設の利便性向上  

（通年 全施設）  

      市民のニーズに合わせ、各施設の機能に多様性を持たせ、利用率の向上につ

なげるため、設備や備品などを充実させ、施設の利便性を向上させます。   
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 （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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   音楽鑑賞事業 

BRASS EXCEED TOKYO 「GAME MUSIC on BRASS」日立公演 

（７月 日立シビックセンター 音楽ホール） 

      日本のゲーム音楽シーンでパイオニア的存在であるプロ吹奏楽団「BRASS 

EXCEED TOKYO」による日立公演をお楽しみいただきます。 

 

   文化芸術鑑賞事業 

声優朗読劇「フォアレーゼン」 

（５月 日立市民会館 ホール） 

      人気声優が日立公演書き下ろしの台本で聴かせる朗読劇「フォアレーゼン」。

声優の声とともに、音楽の生演奏で贈る日立オリジナルの物語をお届けします。 

 

文化芸術体験事業 

大人向け体験事業  

（通年 日立シビックセンター 会議室ほか）  

食文化やクラフトなど、好評な企画の継続に加え、在宅時間の充実につながる

ワークショップや講座等の企画を実施します。 

 

   文化芸術協働制作事業 

NEW WIND THEATER 

（７月～12 月 日立シビックセンター 新都市広場ほか） 

近隣中学校及び高等学校吹奏楽部による演奏会を新都市広場で開催し、青少年

世代が音楽をとおした感動や体験を味わうことができる場を提供します。  

 

 

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。  

施策：ライフスタイルに合わせたイベントの企画立案 

主な事業 
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    ひたち街角小劇場 

（通年 多賀市民会館 ホール） 

加盟団体による演劇公演シリーズのほか、ワークショップや中学生支援プログ

ラムなどを実施し、演劇人口の裾野を広げる企画をプロジェクトチームとの協働

制作で実施します。  

 

    Civic Dance Fes. 

（１月 日立市民会館 ホール）  

      ダンスを愛好する市民に発表する場を提供する企画を、市民と協働制作し実施

します。  

 

   文化芸術活動支援事業 

【新】地元アーティスト展示会  

（実施時期調整中 日立シビックセンター ギャラリー）  

      日立市及び周辺地域で活動、又はその地域出身アーティストの作品を展示し、

活動を支援します。  

 

   天文啓発普及事業 

アロマで愉しむプラネタリウム  

（４月～１月 日立シビックセンター天球劇場）  

癒しをテーマに、満天の星を、春夏秋冬それぞれの季節をイメージするアロマ

の香りと心安らぐ音楽と共に体験できるプログラムです。  

 

   管理施設運営事業 

貸館コーディネーター育成  

（通年 全施設）  

創作活動やイベントの実施などを活性化させるために、施設の魅力的な利用方

法をコーディネートできる職員を育成します。特に、青少年や働き盛り世代に対

しては、文化、芸術、科学に関する活動の拠点となることを目指します。  

 

新都市広場の遊休時間の活用  

（通年 新都市広場）  

新都市広場の遊休時間を有効活用し、青少年や働き盛りの若者世代に対して、

音楽、ダンス、演劇などの表現や活動の場の提供を目指します。  
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 （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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   科学創造発見事業 

日立サイエンスショーフェスティバル 

（１月 日立シビックセンター科学館サクリエ） 

全国の科学館で人気のサイエンスパフォーマーが日立に集まります。市内の中

高生によるサイエンスショーも楽しめます。  

 

   アウトリーチ事業 

科学館アウトリーチ  

（通年 市内小学校ほか）  

      子どもたちに科学や天文の楽しさ、学びを啓発する企画として、サイエンス

ショーや工作教室、天体望遠鏡を使ったスターウォッチングを学校などで開催し

ます。  

 

科学館運営事業  

春のイベント「恐竜・化石コーナー」 

（４月～５月 日立シビックセンター科学館サクリエ） 

      恐竜の実寸大のフィギュアや化石などが楽しめるイベントです。プラネタリウ

ムでは連動企画として迫力あるドーム映像番組「新・恐竜大進撃」を上映します。  

 

    夏の特別イベント「からくりコロコロ展」 

（７月～８月 日立シビックセンター科学館サクリエ） 

      触って楽しめる“からくり”や“転がる”をテーマにした展示を体験できるイ

ベントです。アート要素を盛り込んだ展示により、科学の面白さを直感的に伝え

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。  

施策：遊びながら学ぶ科学館 

主な事業 
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    冬の特別イベント 鉄道開業 150 周年「鉄道を科学する！」 

（11 月～１月 日立シビックセンター科学館サクリエ） 

      鉄道のしくみを科学的に解明するコーナーや､鉄道に関する展示を体験できる

イベントです。ＮゲージやＨＯゲージなどの鉄道模型、子どもたちに人気のプラ

レールの大型ジオラマを展示します。  

 

ボランティア活動事業  

（通年 日立シビックセンター科学館サクリエ ほか）  

      科学館、天球劇場の運営や来館者との交流などに興味のある市民を対象に、施

設運営やイベントなどで活動する場を提供します。  

 

企業・教育機関との連携  

（通年 日立シビックセンター科学館サクリエ ほか）  

      施設の有効活用と来館者への新たなプログラムの提供を目的として、地域の企

業や大学などの教育機関とのさらなる連携強化を目指します。  

 

科学館・天球事業入館促進  

（通年 日立シビックセンター科学館サクリエ ほか）  

      科学館・天球劇場の魅力を発信して入館を促進させるほか、リピーターとして

来訪してもらうために、広報活動を充実させます。  

  



10 

３ 事業概要  

 

 

  

基

本

計

画

公益目的事業１

文化芸術事業

①鑑賞事業

文化芸術を鑑賞する機会の提供

②普及事業

文化芸術を様々な形、場所で体験し、表現する機会の提供

③活動支援事業

文化芸術活動に取り組む団体等への支援

④交流事業

文化芸術を通しての市民の交流促進

⑤情報発信収集事業

様々な文化芸術の情報発信と収集

公益目的事業２

科学事業

①思想啓発・普及事業

市民が科学に触れる機会の提供と環境の整備
科学的思考を様々な形、場所で体験し、表現する機会の提供

②活動支援事業

科学活動に取り組む市民の支援

管理施設

運営事業

①文化施設管理運営事業

安全・安心で、気軽に快適な利用ができる施設環境と運営体制の整備

収益事業
①収益事業

施設利用者にとっての利便性向上と独自財源の確保

第 2 次基本計画で定めた事業の体系 
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地域の文化活動の拠点施設である日立シビックセンター、日立市民会館及び多

賀市民会館を中心に、広く市民を対象とする文化事業を展開することにより、市

民の豊かな人間性を涵養し、地域の文化芸術の振興、交流人口の拡大等、地域の

健全な発展に寄与すべく事業を実施します。 

 

ア 文化芸術事業 

（ア） 鑑賞事業 
  

 

 

 

 

 

 
 

【主な事業】 

◆文化芸術鑑賞事業 

声優朗読劇「フォアレーゼン」、ひたち納涼寄席 ほか 

◆音楽鑑賞事業 

チェンバロマチネコンサート、トリコロールライブ、2022 年純烈ラ 

イブ ほか 

◆子どものための文化芸術、音楽鑑賞事業 

初めての劇場体験☆本物の音楽会、中川賢一ファミリーコンサート 

ほか 

 

  

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  

(１) 公益目的事業１  

施策：文化芸術を鑑賞する機会の充実 

目指す方向性 

文化施設の使命として、音楽、演劇、舞踊、伝統芸能等様々な分野で

世代ごとのニーズに合わせた鑑賞会と、知名度にとらわれない優れた

芸術性のあるアーティストによる鑑賞会をバランスよく開催します。  
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（イ） 普及事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業】 

◆文化芸術体験事業 

茶会、華道、ヨガ、料理講座 ほか 

◆音楽体験事業 

スマホで作曲ワークショップ、ギャラリーコンサート ほか 

◆子どものための体験事業 

バギーコンサート、ダンスワークショップ、楽器体験会、コンサー

トをつくろう！、作詞・作曲体験ワークショップ、各種アウトリーチ 

ほか 

 

（ウ） 活動支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業】 

◆文化芸術活動支援事業 

市民音楽企画支援、ミュージックトレイン、アウトリーチ・ラ

ボ、ミニピッピコンサート、ひたち童謡のつどい ほか 

◆文化芸術協働制作事業 

市民オペラ 25 周年記念公演「トゥーランドットハイライト」、ワ

ンコインコンサート、NEW WIND THEATER、ひたち街角小劇場 ほか 

◆文化芸術活動運営支援事業 

日立市文化協会事務局運営、日立市文化少年団事務局運営 

◆子どものための文化芸術活動支援事業 

ひたちジュニア弦楽合奏団、日立市少年少女合唱団 

  

施策：文化芸術を様々な形、場所で体験し、表現する機会の提供 

目指す方向性 

管理施設のみならず、地域や学校等市民の身近な場所に出向き、質

の高い鑑賞会やワークショップ等を実施します。 

また、多様なワークショップや講座・教室等が実施できるよう、情

報の収集と調査に努めます。 

 

施策：文化芸術活動に取り組む団体等への支援 

目指す方向性 

市民の文化芸術分野での活動を活発化させることを目的に、経験や

知識が豊富な人材の活躍の場や、若手アーティストや学生の活動の場、

発表の場を提供します。 
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（エ） 交流事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業】 

◆文化芸術交流事業 

ニコ・カーニバル ほか 

◆日立駅前文化芸術交流事業 

ひたち秋祭り、ヒタチスターライトイルミネーション 2022 

◆大規模文化芸術交流事業 

ひたち国際大道芸 2022 

◆国際文化芸術交流事業 

ひたち国際文化まつり ほか 

◆市民連携交流事業 

音のまち音楽祭準備 

 

（オ） 情報発信収集事業 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業】 

◆広報・宣伝事業 

有料広告、メディア広告、チケット販促 ほか 

◆Web サイト運用事業 

ホームページリニューアル、Web サイト運用 ほか 

◆企画調査事業 

企画調査 

◆友の会運営事業 

新たな会員制度の設置 

 

  

施策：文化芸術をとおしての市民の交流促進 

目指す方向性 

人々の交流の拠点施設として、新都市広場等を活用し、市内外から多

くの人々が継続的に集うことのできる魅力的で特徴的なイベントを開

催します。 

施策：様々な文化芸術の情報発信と収集 

目指す方向性 

SNS を活用した情報発信手法の拡充と、ターゲットに合わせた発信媒

体の選択により、幅広く財団の事業や、科学、文化、芸術に関する情報

を発信し、財団の認知度を高めます。 
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科学館は、サイエンス（科学）、クリエイション（創造）、アトリエ（工房）な

どに加え、市の花であるサクラを想起させる造語「サクリエ」を愛称に、新たな

科学館として生まれ変わりました。  

「遊びながら学ぶ施設」をテーマに、来館者が遊びや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する施設をめ

ざすとともに、科学体験をとおして学ぶことのできる企画を提供します。 

 

ア 科学事業 

（ア） 思想啓発・普及事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業】 

◆科学創造発見事業 

日立サイエンスショーフェスティバル、夏の大実験「超巨大空気

砲」 ほか 

◆天文啓発普及事業 

アロマで愉しむプラネタリウム、近代プラネタリウム誕生 100 年 

ひたち発信「プラネタリウムにときめく人たち」シンポジウム ほか 

◆科学体験事業 

サクリエ☆チャレンジ ほか 

◆科学天文育成事業 

宇宙少年団活動、宇宙教育指導者育成 

 

 

 

 

 

 

  

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  

 

(２) 公益目的事業２  

施策：市民が科学に触れる機会の提供と環境の整備   

科学的思考を様々な形、場所で体験し、表現する機会の提供 

目指す方向性 

様々な環境で科学に触れる機会を創出するために、科学館・天球劇場

で多種多様な事業を展開するほか、科学、天文に関する活動を行う団体

や個人と協力し、地域や学校に出向いて各種体験プログラムを実施し

ます。 
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（イ） 活動支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業】 

◆科学天文活動支援事業 

青少年のための科学の祭典・日立大会 ほか 

 

（ウ） 施設管理運営事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業】 

◆科学館運営事業 

サイエンスショー、春のイベント「恐竜・化石コーナー」、夏の

特別イベント「からくりコロコロ展」、冬の特別イベント 鉄道開

業 150 周年「鉄道を科学する！」 ほか 

◆天球劇場運営事業 

天球劇場の運営、番組上映、特別上映、ボランティア活動事業  

ほか 

◆科学館・天球劇場利用促進事業 

夏休みスタンプラリー、夏休みこどもフリーパスチケット、広報

キャラバン ほか 

  

施策：科学活動に取り組む市民の支援 

目指す方向性 

科学、天文分野で活動する人材と、それらに興味のある青少年や中高

生の科学部員の活動や発表の場を提供します。 

施策：安全・安心で、気軽に快適な利用ができる施設環境と運営体制の  

整備 

目指す方向性 

科学館・天球劇場へ来館した方に、安全に楽しめる空間を提供する

ため、施設の維持管理や安全確保、サービス向上のためのスタッフの

研修などを実施します。また、利用者の増加を目指し、様々なイベン

トを実施します。 
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管理施設運営事業では、市民の要望に沿ったサービスの提供と、安全・安心で快

適な環境づくりを行います。 

 

ア 文化施設管理運営事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業】 

◆日立シビックセンター管理運営事業 

◆日立市民会館管理運営事業 

◆多賀市民会館管理運営事業 

◆科学館運営事業 

◆天球劇場運営事業 

※施設利用率向上に関する取組 

 

 

 

 

 

来館者の思い出に残るグッズの販売等をとおして、施設利用のみにとどまらな

い楽しみを提供します。  

インフォメーションカウンターにおいては、管理する施設で行われる事業のチ

ケットだけではなく、近隣施設で行われる事業のチケットを販売することで、利

便性を向上させます。採算性を向上することで得た収益を、自主企画事業に充当

します。  

 

ア 館内売店運営事業 

ミュージアムショップにおいては来館者にとっての利便性を高め、かつ安

定的な経営に努めます。 

今年度も引き続き、新規仕入業者の開拓を進め、品揃えを強化し、リピー

ターの確保に努めるとともに、新規顧客の獲得も目指します。 

公共施設の管理運営事業  

(３) 管理施設運営事業  

施策：安全・安心で、気軽に快適な利用ができる施設環境と運営体制の整備 

目指す方向性 

施設の指定管理者の視点にとどまらず、利用者の視点にも立ち返り、良

質なサービスを提供します。また、利用者のニーズに合わせ、施設の魅力

向上につながる環境整備を行います。  

利用者が安心して施設を利用できるよう、清掃や消毒を徹底し感染症等

への対策を行います。また、地震のような自然災害に対しても、防災訓練

等を定期的に行うことで非常時に備えます。 

公共施設に付帯する売店・レストラン等の管理運営事業  

(４) 収益事業  
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イ レストラン管理事業 

レストランの運営においては、株式会社喜聞屋との業務委託を更新し、

引き続きカフェハルモニアとして営業を行います。 

来店者への飲食品類の提供を主な業務として、弁当販売、館内施設利用者

へのケータリングなど、食の面での利便性向上に努めます。 

 

ウ チケット販売事業 

日立シビックセンターチケットカウンター、日立市民会館及び多賀市民会

館において、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います。 

 

 

 

 

 

 

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、企業の展示販売会等の公益目的以外の利用に

ついても、積極的に施設の貸与を行い、利用率の向上を図ります。 

 

イ 他の併設施設の専用部分、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 
併設施設に係る維持管理経費（光熱水費を除く）について、当財団が業者

と一括して契約し、面積及び設備按分により応分の費用負担とします。 

 

 

 

 

 

 

新しい財団基本計画に基づき、各種事業を展開します。 

また、適正な労働環境の整備に取り組むとともに、業務効率化と費用対効果

を意識した業務改善を推進します。 

 さらに、職員のスケジュール管理・共有や、資料のデジタルアーカイブ化等、

業務のデジタル化を進めることと、広報を紙媒体からデジタルコンテンツへ一

部シフトするなど、カーボンニュートラルの意識も高めます。 

 

 

 

令和４年度の事業の詳細については、別表「事業予定一覧」のとおりです。 

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  

(５) その他の事業  

法人の運営に関する事業  

(６) 法人運営  

(７)その他  



〔別表〕

令和4年1月31日現在

企画名 期日 主な会場

声優朗読劇「フォアレーゼン」 5月 日立市民会館

チェンバロマチネコンサート 5月 日立シビックセンター

ひたち市民会館友の会　特別落語会 5月 日立市民会館

BRASS EXCEED TOKYO「GAME MUSIC on BRASS」日立公演 7月 日立シビックセンター

夏休み親子映画会 with ひたちシネマスペシャル 8月 多賀市民会館

ひたち納涼寄席 8月 日立シビックセンター

MYSTERY NIGHT TOUR 2022 稲川淳二怪談ナイト 10月 日立市民会館

初めての劇場体験☆本物の音楽会 11月 日立市民会館

ひたち能と狂言 12月 日立シビックセンター

劇団飛行船　マスクプレイミュージカル「ジャックと豆の木」（仮） 12月 日立市民会館

劇団飛行船　マスクプレイミュージカル「ノンタン」（仮） 2月 日立市民会館

東京フィルハーモニー交響楽団～氷上のオーケストラコンサート～ 2月 日立シビックセンター

しまじろうの英語コンサート 3月 日立市民会館

映画上映会➀、② 6～7月 日立市民会館

Carnival by Cana Feat. Tanny and Gomes. 12月 日立シビックセンター

中川賢一ファミリーコンサート 3月 日立シビックセンター

トリコロールライブ 1月 日立シビックセンター

主催①2022年純烈ライブ 調整中 日立市民会館

主催②大洗高校マーチングバンドコンサート 調整中 日立市民会館

共催①コンサート 調整中 日立市民会館

共催②コンサート 調整中 日立市民会館

共催③コンサート 調整中 日立市民会館

子供向け映画上映会①、② 調整中 日立市民会館

（新）の付いた事業は新規制作企画

企画名 期日 主な会場

春の楽器体験会 4月 日立シビックセンター

ホールのウラがわノゾキ見ツアー 7月 日立シビックセンター

打楽器ワークショップ 8月 日立シビックセンター

出前寄席 10月 市内交流センター

ギャラリーコンサートVol.５クリスマスVer. 11月 多賀市民会館

（新）作詞・作曲体験ワークショップ 1月 日立シビックセンター

ギャラリーコンサートVol.６ 2月 多賀市民会館

アウトリーチアート体験授業 4～9月 市内小学校

アウトリーチ伝統文化体験教室 4～9月 市内小学校

ひたち伝統芸能育成 4～10月 市内中学校

日立荒馬踊り 4～10月 市内保育園

アウトリーチアンサンブル鑑賞（オーケストラ鑑賞） 10～12月 市内小学校

（新）コンサートをつくろう！ 1～3月 日立シビックセンター

大人向け体験事業 通年 日立シビックセンター

子ども向け体験事業 通年 日立シビックセンター

（新）はじめてみよう弦楽器 通年 日立シビックセンター

アウトリーチ音楽室コンサート 通年 日立シビックセンター

（新）アウトリーチ能楽体験教室 通年 市内小学校

第172回、第173回文化サロン 調整中 日立市民会館

（新）スマホで作曲ワークショップ 11月 日立シビックセンター

（新）楽器の【リピート】プロジェクト 1月 日立シビックセンター

ストリートダンスワークショップ 8月 日立シビックセンター

フラダンスワークショップ 2月 日立シビックセンター

バギーコンサート①、②、③ 6.10.2月 日立シビックセンター

令和４年度　公益財団法人日立市民科学文化財団　事業予定一覧

１　文化芸術事業

（１）鑑賞事業

（２）普及事業
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（新）の付いた事業は新規制作企画

企画名 期日 主な会場

レッツ・ブラスinパティオ 5月 日立シビックセンター

ひたちBigBandフェスティバル 5月 日立市民会館

市民オペラ25周年記念公演 9月 日立シビックセンター

ミニピッピコンサート 10月 多賀市民会館

NEW WIND THEATER　クリスマスコンサート 12月 日立シビックセンター

ミュージックトレイン　2022「みんなでつなぐホールコンサート」 1月 日立シビックセンター

ひたち街角小劇場第59弾　県北地区高等学校演劇部春季フェスティバル 3月 多賀市民会館

ひたち街角小劇場　ワークショップ 7～12月 多賀市民会館

アウトリーチ・ラボ（演奏家育成研修会） 9～3月 日立シビックセンター

（新）市民音楽企画支援 通年 日立シビックセンター

ヒタチマイステージ 通年 日立シビックセンター、日立・多賀市民会館

（新）オトマチアーティスト支援制度（演奏家支援制度） 通年 日立シビックセンター

ひたち市民オペラによるまちづくりの会 通年 日立シビックセンター

市民のための能を知る会実行委員会事務局 通年 日立シビックセンター

ひたち街角小劇場　中学生支援プログラム 通年 多賀市民会館

日立市文化協会事務局 通年 日立シビックセンター

日立市文化少年団事務局運営 通年 日立シビックセンター

ひたちジュニア弦楽合奏団 通年 日立シビックセンター

日立市少年少女合唱団運営 通年 日立シビックセンター

（新）地元出身アーティスト展示会 調整中 日立シビックセンター

（新）若手グループ作家展 調整中 日立シビックセンター

第33回ひたち童謡のつどい 調整中 日立市民会館

NEW WIND THEATER①、②、③ 調整中 日立シビックセンター

ワンコインコンサートシリーズ「アウトリーチガラコンサートvol.1　声の饗宴」 調整中 日立シビックセンター

Civic Dance Fes. 調整中 日立シビックセンター

ひたち街角小劇場劇団公演第56弾、第57弾、第58弾 調整中 多賀市民会館

企画名 期日 主な会場

ひたち国際大道芸2022 5月 日立シビックセンター

ひたち秋祭り 10月 日立シビックセンター

ニコ・カーニバル 12月 日立シビックセンター

サンスカイ常陸多賀 7～8月 日立シビックセンター

夏のひみつ基地 7～8月 多賀市民会館

ヒタチスターライトイルミネーション2022 11～1月 日立シビックセンター

新都市広場冬季活用事業 11～1月 日立シビックセンター

ひたち国際大道芸2023準備 2～3月 日立シビックセンター

シビック・エントランスピアノ 通年 日立シビックセンター

ひたちとアジアの文化交流をすすめる会事務局 通年 日立シビックセンター

音のまち音楽祭準備 通年 日立シビックセンター

（４）交流事業

（３）活動支援事業
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（新）の付いた事業は新規制作企画

企画名 期日 主な会場

（新）夏の大実験「超巨大空気砲」 7月 日立シビックセンター科学館

日立サイエンスショーフェスティバル 1月 日立シビックセンター科学館

全国科学館研修会 1月 日立シビックセンター科学館　ほか

アロマで愉しむプラネタリウム 春・夏・秋・冬 4～1月 日立シビックセンター天球劇場

（新）近代プラネタリウム誕生100年 ひたち発信「プラネタリウムにときめく人たち」シンポジウム 日立シビックセンター天球劇場

（新）近代プラネタリウム誕生100年プラネ★トーク 日立シビックセンター天球劇場

（新）近代プラネタリウム誕生100年 全国★プラネタリアン生解説 日立シビックセンター天球劇場

（新）近代プラネタリウム誕生100年 KAGAYA作品展示会 日立シビックセンター天球劇場

（新）サクリエ☆チャレンジ 通年 日立シビックセンター科学館

サクリエ☆スクール 通年 日立シビックセンター科学館

サクリエ☆カレッジ 通年 日立シビックセンター科学館

宇宙少年団活動 通年 日立シビックセンター科学館　ほか

宇宙教育指導者育成 通年 日立シビックセンター科学館

科学館アウトリーチ　出張サイエンスショー 通年 市内小学校　ほか

科学館アウトリーチ　出張スターウォッチング 通年 市内小学校　ほか

企画名 期日 主な会場

青少年のための科学の祭典・日立大会 10月 日立シビックセンターマーブルホール

イベント協力　学校連携 通年 日立シビックセンター科学館

イベント協力　企業・団体連携 通年 日立シビックセンター科学館

企画名 期日 主な会場

新友の会運営（仮） 通年 -

有料広告(紙媒体) 通年 -

メディア広告 通年 -

無料掲載 通年 -

チケット等プレゼント 通年 -

チケット販促 通年 -

広告物掲示管理 通年 -

月間催事案内 通年 -

定期発行物 通年 -

DM発送 通年 -

Webサイト運用 通年 -

SNS運用 通年 -

企画調査 通年 -

9～10月

２　科学事業

（１）思想啓発・普及事業

（２）活動支援事業

（３）情報収集発信事業　※芸術文化・科学共通
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企画名 期日 主な会場

「ひたちの文化」制作 通年 日立シビックセンター

カレンダー「ふるさと日立カレンダー」の発行 11月 日立シビックセンター

春のイベント「恐竜・化石コーナー」 4～5月 日立シビックセンター科学館

夏の特別イベント「からくりコロコロ展」 7～8月 日立シビックセンター科学館

冬の特別イベント　鉄道開業150周年「鉄道を科学する！」 11～1月 日立シビックセンター科学館

正月イベント 1月 日立シビックセンター科学館

ひらめき工作 通年 日立シビックセンター科学館

ボランティア活動事業 通年 日立シビックセンター科学館　ほか

科学館の運営 通年 日立シビックセンター科学館

サイエンスショー 通年 日立シビックセンター科学館

学習プログラム 通年 日立シビックセンター科学館

放課後かがくクラブ 通年 日立シビックセンター科学館

天球劇場の運営 通年 日立シビックセンター天球劇場

番組上映 通年 日立シビックセンター天球劇場

特別上映 通年 日立シビックセンター天球劇場

観望会 通年 日立シビックセンター天球劇場

夏休みスタンプラリー 8月 日立シビックセンター科学館　ほか

夏休みこどもフリーパスチケット 7～8月 日立シビックセンター科学館

団体利用ガイドの発行 通年 -

広報キャラバン 通年 -

学校団体向けキャラバン 通年 -

アトリウム装飾(夏)(迎春)(春) 通年 日立シビックセンター

事業名 期日 主な会場

館内売店運営事業 通年 日立シビックセンターミュージアムショップ

レストラン管理事業 通年 -

受託チケット販売事業 通年 -

事業名 期日 主な会場

公益目的外貸与 - -

併設施設管理運営負担金に関する事業 - -

事業名 期日 主な会場

法人運営 - -

４　収益事業

３　管理施設運営事業

５　その他の事業

６　法人運営
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