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令和５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 

令和２年からの新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、当財団においても、

各種事業の中止や延期、管理施設の休止や利用制限等を余儀なくされましたが、令和４

年度は、コロナ禍における事業や施設運営の在り方を模索し、感染防止対策を講じた上

で、多くの事業を再開することができました。 

令和５年度は、引き続き、国・県・市におけるウィズコロナの取組等を注視しながら、

第２次基本計画の３年目として、計画に掲げた重点事項の着実な推進に努め、コロナ禍

により科学、文化、芸術に直接触れる機会から遠のいてしまった市民をはじめ、より多く

の方に、楽しさや感動を共有し、心の豊かさを育む機会を提供します。 

また、令和５年度は、日立駅前地区において、まちの賑わいの核となる日立駅前大型商

業施設のリニューアルオープンが予定されています。当財団においても、地区周辺の人

流の再活性化に資するよう、市や関係各所とも連携しつつ、日立シビックセンターや新

都市広場において、年間をとおして恒常的な賑わいづくりにつながる事業を展開します。 

科学館「サクリエ」においては、多くの人が楽しみながら学べる体験及び交流を提供す

ることを重視し、施設運営を行います。また、「近代プラネタリウム誕生１００年」や「冬

の特別イベント」では、これまでの主なターゲットであった子どもだけではなく、大人も

楽しめる事業として実施し、入館者の拡大を図ります。 

施設管理運営事業においては、日立シビックセンター及び日立・多賀市民会館の指定

管理期間の３年目を迎え、コロナ禍で減少した施設利用の回復と、利用者の更なる利便

性向上を念頭に、各種サービスを充実させるとともに、安全で安心して利用できる環境

の整備を進め、市民にとってより親しみやすい施設となることをめざした運営を行いま

す。 

組織運営においては、人材育成計画に基づき、長期的視点に立った職員の育成に努め

るとともに、グループウェアの導入をはじめとする、デジタル化への対応を重点として

取り組みます。 

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、

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）における重点事項及び施策】 

 

 （１）子どもたちの創造力を育む取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群馬交響楽団オーケストラ公演 

（８月、日立シビックセンター 音楽ホール） 

夏休みの小学生とその保護者を主な対象としたオーケストラ公演です。 

事前に市内中学校を対象にアウトリーチのアンサンブル鑑賞会や、コンサート

前日のリハーサル見学など、子どもたちがオーケストラをより身近に感じること

ができる機会を提供します。 

 

打楽器アンサンブルコンサート 

（３月、日立シビックセンター 多用途ホール） 

令和３・４年度に行われた打楽器ワークショップの講師を務めた新野将之氏が

中心となって構成された、打楽器トリオグループ「とことんトン！」による親子

向けコンサートを開催します。 

 

Civic Gallery 企画展① 

（８月、日立シビックセンター ギャラリー） 

日立市にゆかりのある若手絵本作家による、親子で楽しめる展覧会を開催しま

す。若さ溢れる感性で表現された作品を身近に感じることができる機会を創出し

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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夏の科学実験「空飛ぶ力」 

（８月、日立シビックセンター 新都市広場ほか） 

「空飛ぶ力」をテーマに、紙飛行機と竹とんぼの工作や実験をとおして「揚

力」について学びます。作製後は、新都市広場で飛行実演を行います。 

 

初めての劇場体験 本物の観劇会 

（１１月、多賀市民会館 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る機会と、公

共の場所でのマナーの大切さを学ぶ機会を提供します。 

現在、NHK・E テレにて放送中の子どもたちに大人気の番組「ふしぎ駄菓子屋 

銭天堂」を、人形劇団ひとみ座の人形劇によって上演します。 

 

アウトリーチ 

（通年、市内小学校） 

子どもたちに文化芸術・科学の楽しさや、素晴らしさを感じてもらい、豊かな

心を育む一助として、市内の小学校に出向き、音楽や伝統芸能を体験する機会を

提供します。１６校での実施を予定しています。 

 

ひたち街角小劇場 演劇ワークショップ 

（７～８月、多賀市民会館 ホール） 

夏休みに小中学生を対象とした、公演を含む全６回の演劇ワークショップを開

催します。総合芸術である演劇を体験し、興味関心を喚起する機会を提供しま

す。 

 

【新】公共ホール現代ダンス活性化事業 

（７月、日立シビックセンター 多用途ホール、市内小学校） 

新たなジャンルへの挑戦と、ダンス文化普及拡充の一歩として、一般財団法人

地域創造との共催により、コンテンポラリーダンス（※）を題材とした事業を３

か年かけて実施します。初年度となる令和５年度は、若年層を対象としたアウト

リーチやワークショップを実施します。 

※…テクニック、表現形態に共通の形式を持たない自由な身体表現  

 

 

 

子どもたちが夏休みに多様な体験をとおして交流する場として定着してきた「夏

のひみつ基地」を、７～８月にシビックセンターにおいて実施します。記念図書館

等の関係各所と連携し、複合施設の特色を活かすことで、市民だけでなく、市外・

県外からの帰省客や観光客が楽しめる空間を、施設全体を使って創出します。  

また、日立シビックセンターアトリウムの休憩場所や授乳室などの運用を継続す

るとともに、夏季において新都市広場での噴水の稼働やテントの設置を行い、子ど

もたちや子育て世代がより快適に利用できる環境を整備・維持します。  

施設利用率・利便性の向上に関する取組 
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 （２）市民ニーズの多様化への取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新日本フィルハーモニー交響楽団 日立公演 

（１２月、日立シビックセンター 音楽ホール） 

昨年、創立５０周年を迎えた日本を代表するオーケストラによるコンサートで

す。クリスマスの定番曲や映画音楽も交え、若い世代やファミリー層も楽しめる

プログラムの演奏会をイルミネーションの時期にあわせて開催します。 

 

宮田大×大萩康司デュオリサイタル 

（９月、日立シビックセンター 音楽ホール） 

全国でツアーを行っている人気、実力ともに高い２人によるチェロとギターの

デュオリサイタルです。誰でも知っている映画で使用されたクラシックの名曲を

演奏するなど、幅広い世代が楽しめるコンサートです。 

 

森高千里ツアー２０２３ 

（１０月、日立市民会館 ホール） 

人気アーティスト森高千里が、「渡良瀬橋」、「私がオバさんになっても」など数

多くのヒット曲を伸びやかなボーカルで響かせるとともに、キレのあるダンスに

よって日立のファンを魅了します。 

 

かどや寄席 

（７月、多賀市民会館 ホール） 

漫才協会に所属するベテランから若手までの芸人が出演する、笑いあり歌あり

の寄席を常陸多賀かどや寄席実行委員会との共催で開催します。 

  

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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ひたち国際大道芸２０２３ 

（５月、JR 日立駅前及び常陸多賀駅前） 

日立と多賀の駅前地区を会場として、世界で活躍する大道芸パフォーマーたち

が超一流の技を披露する２日間のイベントです。ひたちのまちなかでは４年ぶり

の実施となります。 

 

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） 

日立市の秋の風物詩となったひたち秋祭りは、昨年に引き続き、これまで主と

していた郷土芸能の公演に加え、現代の芸能文化と郷土芸能との共存・融合を体

感できる機会を創出し、文化をとおした市民の交流を図ります。 

 

ヒタチスターライトイルミネーション２０２３ 

新都市広場冬季活用事業 

（１１～１月、日立シビックセンター 新都市広場ほか） 

約１５万球の LED 電球とそのプログラム演出により、日立の冬の風物詩として

日立駅前地区周辺の彩りと賑わいを創出します。会場内の装飾の一部を市民参加

企画とするなど、市民とつくり上げるイルミネーションをめざします。 

 

多賀市民プラザ広場活性化事業 

（７～８月、多賀市民プラザ 広場） 

色とりどりの傘を使用したアートイベントを実施します。日中は、頭上に浮か

び風に揺れるたくさんのカラフルな傘たちが、暑い夏に涼しげな空間を演出しま

す。日没後は、イルミネーションでライトアップされ、日中とは異なる幻想的な

風景を創出します。 

 

【新】新都市広場賑わい創出事業 

（通年、日立シビックセンター 新都市広場） 

日立駅前地区において、日立駅前大型商業施設のリニューアルオープンが予定

されており、財団に蓄積されたノウハウや人脈を活かした各種イベントを、日立

市が事務局を務める日立駅前地区活性化委員会と連携し、実施します。 

また、既存事業への更なる魅力付加や新都市広場への会場変更、他団体による

マルシェイベント等の積極的な誘致を行い、新都市広場を中心とした日立駅前地

区に、恒常的な賑わいを創出します。 

 

 

 

日立シビックセンターの一部施設を対象とした利用率向上の取組において、企

業、検定団体や学校等への施設利用案内の配布や、各施設の特性に合致した団体へ

の宣伝活動など、一定の効果が認められた取組を、シビックセンターの全施設や日

立・多賀市民会館においても同様に行い、施設利用率の更なる向上を図ります。 

また、市民のニーズに合わせ、設備や備品などの改善を進めるとともに、時代に

合わせたサービスを提供し、利用者の利便性や施設の魅力向上につなげます。  

施設利用率・利便性の向上に関する取組 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福間洸太朗バレンタイン企画～ショパンとショコラ～ 

（２月、日立シビックセンター 音楽ホール） 

ショパンとショコラ（チョコレート）を掛け合わせたバレンタインならではの

ピアノコンサートです。ショパンの名曲だけでなく、食と音楽とのつながりにつ

いてのトークも楽しめる公演です。 

 

マーチングバンドの世界 

（実施時期調整中、日立市民会館 ホール） 

見ても聴いても楽しめる、マーチングバンドの魅力が伝わるコンサートを、大

洗高校マーチングバンドを含む２校を迎え、開催します。子どもから大人までの

幅広い世代が楽しめるよう、ミュージカルや映画音楽を中心としたプログラムを

お届けします。 

 

お笑いライブ 

（実施時期調整中、日立市民会館 ホール） 

全国の舞台やテレビで活躍する人気お笑い芸人たちが日立に大集合し、お笑い

ライブを開催。笑いの花を日立の街に咲かせます。人気芸人によるネタやトーク

など楽しいひとときを提供します。 

 

湘南乃風コンサート 

（５月、日立市民会館 ホール） 

人気レゲエグループによるデビュー２０周年記念全国ツアーのコンサートを開

催します。  

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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ハラミちゃんピアノツアー 

（１２月、日立シビックセンター 音楽ホール） 

人気ポップスピアニストで YouTube チャンネル登録者数２００万人以上を誇る

YouTuber ハラミちゃんによるコンサートを開催します。子どもから大人に人気の

往年の名曲から最新の人気曲をお届けします。 

 

スマホで作曲ワークショップⅡ 

（実施時期調整中、日立シビックセンター 多用途ホール） 

昨年開催し好評を得た音楽ワークショップを実施します。講師に、引き続きマ

シコタツロウ氏を迎え、スマホを使って簡単にオリジナルソングの制作を行いま

す。初級編に加え、参加者からの要望が多かった中級編も実施します。 

 

大人向けシビックサロン 

（通年、日立シビックセンター 会議室ほか） 

日常への文化的な彩りの提供と感性豊かな生活の一助となるよう、働き盛り世

代を中心に、料理やクラフトを題材としたワークショップ等を実施します。 

 

冬の特別イベント「新世界透明標本展」 

（１１～１月、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） 

アート作品としても評価の高い「透明標本」(※)を多数展示し、生物の多様性

や不思議を学ぶことができる特別展を開催します。 

※…生物の体内構造を薬品によって透過させた後に、着色した標本  

 

【新】バンドライブ企画 

（８月、日立シビックセンター 多用途ホール） 

若年層の愛好家も多い、軽音楽のイベントを開催します。幅広い世代のアマ

チュアバンドやシンガーソングライターに加え、プロのゲストも出演するステー

ジにより、新たなライブ空間を創出します。 

 

【新】ひたち街角小劇場 リージョナルシアター 

（通年、多賀市民会館 小ホール、市内小中学校） 

一般財団法人地域創造からアーティストの派遣を受け、演劇のワークショップ

を実施します。地域オリジナルのプログラムをアーティストと市民の協働で企画

するほか、演劇の手法を用いたワークショップを市内小中学校で実施し、子ども

たちが演劇に触れる機会を提供するとともに、地域の魅力向上を図ります。 

 

 

 

青少年や働き盛り世代による施設利用の活発化、イベント実施などの科学、文

化、芸術活動の拡充を図るため、施設利用コーディネーター(※)を増員し、利用者

からの様々な相談に応じながら、より上質なサービス提供に努めます。 

また、その世代が、施設を活動拠点として積極的に利用できるよう、施設や設備

の改善に努めるとともに、施設の新たな活用法を検討します。  

※…施設利用において、ある一定以上の知識と技術を習得し、組織内で認定を受けた職員   

施設利用率・利便性の向上に関する取組 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日立サイエンスショーフェスティバル 

（２月、日立シビックセンター 科学館） 

全国の科学館のサイエンスショー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や工作・実験体験ブースも楽しめます。 

 

近代プラネタリウム誕生１００年 

（９月～１月、日立シビックセンター 天球劇場ほか） 

「プラネタリウム大解剖！」として、プラネタリウムクリエーターやベテラン

のプラネタリウム解説員などを迎えて講演会を実施します。 

      あわせて、プラネタリウムの歴史に関する展示や、人気声優によるトーク

ショーなども実施します。 

 

夏の特別イベント「マグネット展」 

（７～８月、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） 

身近に使われている「磁石」を題材に、様々な展示による特別展を開催しま

す。展示・体験を通じて磁石の不思議な性質を遊びながら学ぶことができます。 

 

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 マーブルホールほか） 

科学やモノづくりに興味関心を持つ子どもの育成のため、青少年のための科学

の祭典・日立大会実行委員会を支援します。ブース出展者と連携協力し、科学館

内にもブース出展を行い、入館促進を図ります。 

  

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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科学体験事業 

（通年、日立シビックセンター 科学館ほか） 

プログラミング体験、水の中の生き物の観察、プラネタリウム機器操作などの

様々な分野の教室を開催し、子どもから大人まで幅広い世代が科学や天文をより

身近に感じられる体験を提供します。 

 

宇宙少年団 

（通年、日立シビックセンター 会議室ほか） 

日本宇宙少年団日立シビックセンター分団の運営を、市民スタッフと共に行い

ます。年間の活動をとおして、実験工作、プログラミング体験、プラネタリウム

解説体験や天体観察などを行います。 

 

サイエンスショー 

（通年、日立シビックセンター 科学館） 

大気圧や音など様々な要素を題材にした、楽しみながら学べる実験ショーを、

毎日実施します。入館者の科学に対する興味関心を喚起するとともに、館内の雰

囲気を盛り上げます。 

 

天球劇場星空解説・番組上映 

（通年、日立シビックセンター 科学館） 

天の川まで鮮明に映し出す光学式プラネタリウム「MEGASTAR」を使い、その日

にあわせた、星空と宇宙の解説を行うとともに、子どもから大人までの幅広い世

代の入館者が楽しめる、様々な天球劇場番組を上映します。 

 

 

 

教育機関・企業等との連携 

日立市内を中心とした中学・高校・大学などの教育機関や企業等と連携し、地

域に根差した活動発表やイベントを実施することで、来館者への新たなプログラ

ムの提供や施設の有効活用法の開拓を図ります。  

 

入館促進 

日立市を含む県北地区に加え、県央地区や鹿行地区の小学校を対象とした、来

館誘致に取り組みます。 

また、コミュニティや PTA 等の団体に対する施設 PR を行うことで来館のきっ

かけ作りに努めるとともに、各種スタンプラリー企画や、入館者目線に立った施

設案内の作成を行うことで、施設の魅力を向上させ、入館者の増加を図ります。 

       

施設入館者の増加に関する取組 
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３ 事業概要  

 

 

  

基

本

計

画

(１)
公益目的事業１

ア 文化芸術事業

(ア) 鑑賞事業

文化芸術を鑑賞する機会の充実

(イ) 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

(ウ) 活動支援事業

文化芸術活動に取り組む団体等への支援

(エ) 交流事業

文化芸術をとおしての市民の交流促進

(オ) 情報発信収集事業

様々な文化芸術の情報発信と収集

(２)
公益目的事業２

ア 科学事業

(ア) 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

(イ) 活動支援事業

科学活動に取り組む市民の支援

(３)
管理施設
運営事業

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

(４) 収益事業
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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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 

 

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、文化芸術を鑑賞、体験する機会の提供、文化芸術をとおし

た市民との協働、交流促進を図ることにより、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 
  

 

〔令和５年度の取組〕 

管理施設の特性を活かし、幅広い年齢層を対象とした多様なジャンルの鑑賞機会を

提供します。 

【主な事業】 

〈音楽芸術鑑賞〉 

◆群馬交響楽団オーケストラ公演 

◆新日本フィルハーモニー交響楽団 日立公演 

◆宮田大×大萩康司デュオリサイタル 

◆福間洸太朗バレンタイン企画～ショパンとショコラ～ 

◆山下伶クロマチックハーモニカコンサート ほか 

〈人気アーティスト鑑賞〉 

◆湘南乃風コンサート 

◆森高千里ツアー２０２３ 

◆世良公則コンサート 

◆ハラミちゃんピアノツアー ほか 

〈多様なジャンル鑑賞〉 

◆ひたち納涼寄席 

◆Civic Gallery 企画展 

◆お笑いライブ ほか 

〈子ども・親子向け鑑賞〉 

◆打楽器アンサンブルコンサート 

◆仮面ライダースーパーライブ 

◆初めての劇場体験 本物の観劇会 ほか 

 

  

(１) 公益目的事業１  

施策：文化芸術を鑑賞する機会の充実 

11



 

（イ） 普及事業 
  

 

〔令和５年度の取組〕 

気軽に参加できる環境で、様々な体験ができる機会を提供します。 

【主な事業】 

〈日立シビックセンター〉 

◆ギター弾き語り体験 

◆シビックサロン（大人向け、子ども向け） 

◆バギーコンサート ほか 

〈日立市民会館〉 

◆文化サロン 

〈多賀市民会館〉 

◆ギャラリーコンサート 

〈市内各所〉 

◆アウトリーチ（オーケストラ鑑賞会、能楽体験教室など） 

◆公共ホール現代ダンス活性化事業 

◆郷土芸能育成事業（市内中学校、市内保育園） 

◆出前寄席 ほか 

 

（ウ） 活動支援事業 

  

 

〔令和５年度の取組〕 

市民による多様な文化芸術活動に対し、財団のノウハウを活かして発表の場の

提供や愛好者育成、団体運営など、様々な形で支援します。 

【主な事業】 

〈協働制作〉 

◆レッツ・ブラス in パティオ 

◆NEW WIND THEATER 

◆ひたち童謡のつどい ほか 

〈活動支援〉 

◆ひたち市民オペラによるまちづくりの会 

◆市民のための能を知る会実行委員会 

◆ひたちとアジアの文化交流をすすめる会 

◆ひたち街角小劇場 ほか 

〈運営支援〉 

◆日立市文化協会 

◆日立市文化少年団 ほか 

〈青少年育成〉 

◆ひたちジュニア弦楽合奏団 

◆日立市少年少女合唱団 ほか 

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 

施策：文化芸術活動に取り組む団体等への支援 
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（エ） 交流事業 

  

 

〔令和５年度の取組〕 

広場（新都市広場、多賀市民プラザ広場）や日立シビックセンターアトリウム

など、オープンスペースで多くの人々が場を共有し、交流できる機会を創出しま

す。また、日立駅前地区活性化のため、賑わい創出につながる事業を展開します。 

【主な事業】 

〈大規模交流〉 

◆ひたち国際大道芸２０２３ 

◆ひたち秋祭り 

◆ヒタチスターライトイルミネーション２０２３ 

◆新都市広場賑わい創出事業 

◆多賀市民プラザ広場活用事業 ほか 

〈市民協働〉 

◆ひたち国際文化まつり 

◆ニコ・カーニバル ほか 

 

（オ） 情報発信収集事業 

  

 

〔令和５年度の取組〕 

従来の紙媒体広報に加え、SNS 等をはじめとする電子媒体による広報の強化を

図り、施設や財団の取組みを広範囲に発信します。また、シビックメンバーズ会

員特典の充実に努め、会員増を図ります。 

【主な事業】 

〈情報発信〉 

◆広報・宣伝 

◆WEB サイト運用（SNS 運用含む） ほか 

〈発行物〉 

◆「イベントインフォメーション」、「ひたちの文化」発行 

◆カレンダー「ふるさと日立」発行 

〈会員制度〉 

◆シビックメンバーズ 

〈魅力発信〉 

◆茨城デスティネーションキャンペーン企画 

｢ひたちのまち 星にまつわるパワースポットめぐり｣ 

 

  

施策：文化芸術をとおしての市民の交流促進 

施策：様々な文化芸術の情報発信と収集 

13



 

 

 

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・天球劇場の管理運営にあわせ、科学・天文に関する各種事業を展開す

ることにより、科学的な思想の啓発・普及や活動支援を図ります。 

特に、科学館サクリエにおいては、「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 

  

 

 

〔令和５年度の取組〕 

科学・天文を身近に感じてもらえるように、多様な事業を展開するほか、子ど

もだけではなく、大人も楽しめるイベントを実施します。 

【主な事業】 

〈科学創造〉 

◆日立サイエンスショーフェスティバル 

◆夏の科学実験「空飛ぶ力」 ほか 

〈科学普及〉 

◆アウトリーチ（出張サイエンスショー） 

〈天文普及〉 

◆近代プラネタリウム誕生１００年 

◆アウトリーチ（出張スターウォッチング） 

〈青少年育成〉 

◆宇宙少年団 

 

（イ） 活動支援事業 

  

 

〔令和５年度の取組〕 

科学に興味のある青少年と市民グループとの協力連携を強化します。 

【主な事業】 

〈活動支援〉 

◆青少年のための科学の祭典・日立大会 

  

(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 

施策：科学活動に取り組む市民の支援 
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（ウ） 施設管理運営事業 

  

 

 

〔令和５年度の取組〕 

幅広い世代を対象としたイベントを実施するとともに、教育機関や企業等と連

携した新たなプログラムを提供することで、施設の魅力向上をめざします。 

また、県北地域に加え、県央地域等の小学校への広報を強化し、入館者増を図

ります。 

【主な事業】 

〈科学館運営〉 

◆夏の特別イベント「マグネット展」 

◆冬の特別イベント「新世界透明標本展」 

◆サイエンスショー 

◆ミニ企画展示 ほか 

〈天球劇場運営〉 

◆天球劇場星空解説・番組上映 ほか 

〈利用促進〉 

◆入館促進 

◆教育機関・企業等連携 

  

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 
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公共施設の管理運営事業 

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。 

 

文化施設管理運営事業 

  

 

 

〔令和５年度の取組〕 

利用者が安心して施設を利用できるよう、施設内外において危険箇所を常に注

視するとともに、設備等の改修を行い、安全維持に努めます。また、コロナの感

染防止対策については、引き続き状況に合わせて適切な対応を心掛けます。 

【主な事業】 

〈日立シビックセンター〉 

◆日立シビックセンター管理運営事業（新都市広場、マーブルホール含む） 

◆科学館運営事業 

◆天球劇場運営事業 

〈日立市民会館〉 

◆日立市民会館管理運営事業 

〈多賀市民会館〉 

◆多賀市民会館管理運営事業 

 

 

 

公共施設に付帯する売店・レストラン等の管理運営事業 

 

来館者の思い出に残る商品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、自主企画事業のチケットだけでは

なく、受託チケットを販売することで、他館のイベントチケットを購入できるな

ど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、来館者が興味を持つ商品構成を基本と

して安定的な経営に努めます。 

新規仕入業者の開拓を進め、品揃えの強化や、リピーターの確保に努める

とともに、販売商品に関するイベントなども実施し、新規顧客の獲得もめざ

します。 

  

(４) 収益事業  

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 

(３) 管理施設運営事業  
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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、株式会社喜聞屋への業務委託により、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。 

 

 

 

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。 

 

 

 

法人の運営に関する事業 

第２次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。 

 更に、人材育成計画に基づき、長期的視点に立った職員の育成を行うととも

に、グループウェアの導入をはじめとする、デジタル化への対応に重点的に取

り組み、職員と組織のレベルアップにつなげます。 

 

 

 

令和５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。 

 

(５) その他の事業  

(６) 法人運営  

(７)その他  
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〔別表〕

令和5年1月31日現在

期日 備考

群馬交響楽団オーケストラ公演 8月

ひたち納涼寄席 8月

Civic Gallery 企画展①② 8月ほか

宮田大×大萩康司デュオリサイタル 9月

ハラミちゃんピアノツアー 12月

新日本フィルハーモニー交響楽団　日立公演 12月

ニューイヤーコンサート2024 1月

福間洸太朗バレンタイン企画～ショパンとショコラ～ 2月

打楽器アンサンブルコンサート 3月

ワンコイン・コンサート 通年

多用途音楽企画 調整中

茨城のプロ・プレーヤーたちと共演！ 調整中

湘南乃風コンサート 5月

仮面ライダースーパーライブ 6月

大人向け映画上映会① 6月

子ども向け映画上映会① 7月

世良公則コンサート 9月

森高千里ツアー2023 10月

山下伶クロマチックハーモニカコンサート 10月

劇団飛行船マスクプレイミュージカル 12月

マーチングバンドの世界 調整中

お笑いライブ 調整中

歌まねライブ 調整中

かどや寄席 7月

夏休み親子映画会 with ひたちシネマスペシャル 8月

初めての劇場体験　本物の観劇会 11月

大人向け映画上映会② 調整中

子ども向け映画上映会② 調整中

期日 備考

郷土芸能育成事業 4月～10月 市内中学校・市内保育園

出前寄席 6月～7月 市内交流センター

公共ホール現代ダンス活性化事業 7月 市内小学校 ほか

ホールのウラがわノゾキ見ツアー 8月

ギター弾き語り体験 2月

はじめてみよう弦楽器 通年

大人向けシビックサロン 通年

(１)　公益目的事業１（文化芸術事業）

令和５年度　公益財団法人日立市民科学文化財団　事業予定一覧

事　業　名

日立シビックセンター

日立市民会館

　　(イ)　普及事業

　　ア　文化芸術事業

　　(ア)　鑑賞事業

多賀市民会館

事　業　名

日立シビックセンター
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期日 備考

子ども向けシビックサロン 通年

バギーコンサート①②③ 通年

アウトリーチ 音楽室コンサート 通年 市内小学校 ほか

アウトリーチ オーケストラ鑑賞会 通年 市内小学校 ほか

アウトリーチ 能楽体験教室 通年 市内小学校 ほか

スマホで作曲ワークショップⅡ 調整中

親子で打楽器体験 調整中

おとなのボイトレ 調整中

文化サロン①② 調整中

ギャラリーコンサート①② 11月、2月

期日 備考

Civic Dance Fes. 4月

レッツ・ブラスinパティオ 5月

バンドライブ企画 8月

ミュージックトレイン2024 1月

NEW WIND THEATER①②③、イルミネーションコンサート 通年

音のまちアーティスト推進事業 通年

ひたち市民オペラによるまちづくりの会 通年

市民のための能を知る会実行委員会 通年

ひたちジュニア弦楽合奏団 通年

ひたちとアジアの文化交流をすすめる会 通年

日立市文化協会事務局 通年

日立市文化少年団事務局 通年

ストリートダンスワークショップ 調整中

ひたちBigBandフェスティバル 5月

ひたち童謡のつどい 1月

日立市少年少女合唱団 通年

日立市民混声合唱団事務局 通年

ひたち街角小劇場 演劇ワークショップ 7月～8月

ひたち街角小劇場 通常公演 通年

ひたち街角小劇場 リージョナルシアター 通年

ミニピッピコンサート 調整中

　　(イ)　普及事業（つづき）

　　(ウ)　活動支援事業

事　業　名

事　業　名

多賀市民会館

日立シビックセンター

日立シビックセンター（つづき）

日立市民会館

多賀市民会館

日立市民会館
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期日 備考

ひたち国際大道芸2023プレイベント 4月 新都市広場

ひたち国際大道芸2023 5月 JR日立駅前、常陸多賀駅前

夏のひみつ基地 7月～8月

ひたち秋祭り 10月

ひたち国際文化まつり 10月～11月

ヒタチスターライトイルミネーション2023 11月～1月

新都市広場冬季活用事業 11月～1月

ニコ・カーニバル 12月

シビック・エントランス・ピアノ 通年

新都市広場賑わい創出事業 通年

多賀市民プラザ広場活用事業 7月～8月

期日 備考

カレンダー｢ふるさと日立｣ 11月

茨城デスティネーションキャンペーン企画
　｢ひたちのまち 星にまつわるパワースポットめぐり｣

10月～12月 天球劇場 ほか

広報・宣伝 通年

定期発行物｢イベントインフォメーション｣ 通年

定期発行物｢ひたちの文化｣ 通年

Webサイト運用 通年

シビックメンバーズ 通年

企画調査 通年

書籍頒布 通年

県北地区文化会館交流事業 調整中

　　(オ)　情報発信収集事業（文化芸術・科学共通）

　　(エ)　交流事業

事　業　名

事　業　名

多賀市民会館

日立シビックセンター
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期日 備考

夏の科学実験｢空飛ぶ力｣ 8月

日立サイエンスショーフェスティバル 2月

宇宙少年団 通年

科学体験事業 通年

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

近代プラネタリウム誕生100年

　プラネタリウムの歴史パネル展

　全国★プラネタリアンライブ解説

　プラネタリウム大解剖！

　爆笑プラネタリウム解説員が語る!?　プラネタリウムの魅力★

　「星になるまで～music by ACIDMAN～」投映記念大木伸夫トーク&ライブ

　プラネ★トーク～声優が語るプラネタリウム～

アウトリーチ（出張スターウォッチング） 通年 市内交流センター　ほか

期日 備考

青少年のための科学の祭典・日立大会 11月

期日 備考

夏の特別イベント｢マグネット展｣ 7月～9月

冬の特別イベント｢新世界透明標本展｣ 11月～1月

正月イベント 1月

ボランティア活動事業 通年

ひらめき工作 通年

ミニ企画展示 通年

サイエンスショー 通年

入館促進 通年

教育機関・企業等連携 通年

ボランティア室等活用促進事業 通年

天球劇場星空解説・番組上映 通年

事　業　名

9月～1月

　　(ウ)　施設管理運営事業

事　業　名

事　業　名

　　(イ)　活動支援事業

(２)　公益目的事業２（科学事業）

　　ア　科学事業

　　(ア)　思想啓発・普及事業

科学館

天球劇場

科学館

科学館

天球劇場
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期日 備考

日立シビックセンター管理運営事業（新都市広場、ﾏｰﾌﾞﾙﾎｰﾙを含む） 通年

アトリウム装飾 7,10,1,3月

夏期親水 7～8月

科学館運営 通年

天球劇場運営 通年

日立市民会館管理運営事業 通年

多賀市民会館管理運営事業 通年

期日 備考

館内売店運営事業 通年 ミュージアムショップ

レストラン管理事業 通年 カフェ ハルモニア

受託チケット販売事業 通年

期日 備考

公益目的外貸与 -

併設施設管理運営負担金に関する事業 -

期日 備考

法人運営 -

(５)　その他の事業

(６)　法人運営

(３)　公益目的事業１･２（管理施設運営事業）

　　　文化施設管理運営事業

事　業　名

事　業　名

事　業　名

事　業　名

日立シビックセンター

日立市民会館

多賀市民会館

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

(４)　収益事業
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