
ホールの催し (11月)

★

★

★

★

★★

★ ★

⃞時…日時　⃞場…場所　⃞対…対象　⃞内…内容　⃞出…出演　⃞定…定員　⃞料…料金　⃞申…申し込み　⃞問…問合せ　⃞他…その他　

Ｂ�放課後かがくクラブ
⃞時  �11 月１日㈪、８日㈪　午後３時 30 分～５時　＊時間内自
由参加　⃞場日立シビックセンターオリエンテーションルーム　
⃞内ペーパークロマトグラフィーの実験、光の実験と工作

Ｅ�ザ・ニュースペーパー 2022�in�日立市
⃞時  �来年２月５日㈯　午後３時～　⃞場日立市民会館　⃞料一
般 4,500 円　⃞申 10 月 30 日㈯の午前９時から電話で申し込
みを。

Ａ�天球劇場ドーム映像番組
　「プラネタリウム　はなかっぱ　花さけ！パッカ～ん�宇宙旅行」
　「ポラリス２―ルシアと流れ星の秘密―」
⃞時上映中　⃞場天球劇場　⃞料大人 500 円、子ども 200 円、
幼児無料　⃞申事前予約制。上映時間の確認や事前予約の申
し込みは、ホームページか電話で。

日立シビックセンター、日立市民会館の催し

問��合せ　
A ～Ｃ日立シビックセンター科学館 　TEL 24-7731　
Ｄ日立シビックセンター　 TEL 24-7711
Ｅ日立市民会館 　TEL 22-6481

＊�新型コロナウイルス感染症の影響により、延期・中止と
なる場合があります。

多賀市民会館　TEL�34-1727

21 日㈰ 10:00 ジ ョ イ ン ト
コンサート

㈱ヤマハミュー
ジックリテイリ
ング水戸店

無料

28 日㈰ 10:00
ヤ マ ハ ピ ア
ノ・エレクトー
ン教室発表会

㈱ ク シ ダ ピ
アノ社 無料

臨時休館のお知らせ
　科学館　：11 月 11 日㈭・12 日㈮
　天球劇場：11 月 10 日㈬～ 12 日㈮
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日立市民会館　TEL�22-6481
とき 催し 主催 入場料

７日㈰
11:45
14:15
16:45

ベネッセの英
語コンサート
冬公演 2021

ベネッセコー
ポレーション 3,580 円

23 日㈷ 14:00
サーカス
～心をつなぐ
ハーモニー～

民主音楽協会 5,100 円他

＊�駐車場が満車の場合は、日立市役所駐車場または近くの有料
駐車場をご利用ください。周辺の店舗への駐車は大変ご迷惑
となりますので、おやめください。

日立シビックセンター音楽ホール　TEL�24-7755

３日㈷ 13:00
ロ ー ゼ の 会　
受 賞 記 念 コ
ンサート

戸来和子 1,000 円

21 日㈰ 13:15 Pace Music 
Festival

ペ ー ス・ メ
ゾッド　ひた
ちなか研究会

無料
( 要事前申し

込み )

日立シビックセンター多用途ホール

３日㈷ 13:00
16:00

母心独演会
～浮世離れ～

㈱ オ フ ィ ス
まめかな 3,000 円

11 日㈭ 13:30 元気いばらき
就職面接会

茨 城 県、 日
立市 無料

27 日㈯ 10:20 リ ト ル コ ン
サート

タ カ ワ 音 楽
教室 無料

Ｃ�夜の科学館工作「ゆきだるまキャンドル作り」
⃞時  �11 月 27 日㈯　午後５時 30 分～
６時、午後６時 30 分～７時　⃞場科
学館　⃞対小学生以上　⃞内夜の科学
館でゆきだるま型のキャンドルを
作ります。　⃞定 各 10 人　⃞料 500
円　⃞申 11 月５日㈮の午前 10 時か
ら電話で申し込みを。

とき　来年１月 23 日㈰　午後１時 30 分～５時
ところ　日立シビックセンター音楽ホール
対�象　アコースティック演奏者　第１部：高校生以

上及び 30 歳未満の社会人のソロ演奏または弾き
語り（先着 10 人）、第２部：小学生以上の団体（先

着 20 組。1 組当たり原則
20 人以内）

料�金　一人 500 円、団体（６人以上）3,000 円
申�し込み　11 月６日㈯の午前 10 時から電話で、日

立シビックセンター　TEL 24-7755 へ

「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～」の
出演者を募集

＊�その他イベント情報は、右記ＱＲからご確
認ください。

＊�新型コロナウイルス感染症の影響により、
延期・中止となる場合があります。

D�ひたち国際文化まつり
⃞時  �11 月７日㈰　午前 10 時～午後４時　展示期間：11 月３
日㈷～７日㈰　午前 10 時～午後５時（７日は午後４時まで）
⃞場日立シビックセンター
アトリウム、ギャラリー、
多用途ホール、新都市広
場他　⃞内国際交流や異文
化への理解を深めるさま
ざまな企画　⃞料無料（一
部コーナー有料）
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11 月の市民相談 ＊�日常生活の困りごとなどについて「どこに相談したらいいか
分からない」ときは、市民相談室にお気軽にご相談ください。

【市民相談室（市役所２階山側）】　
内線 511　直通　TEL�22-4286

相談内容 とき
一般相談（市民相談室相談員が受けます）
悩みごとや困りごとなどの相談、市の
仕事に対する陳情や苦情など　
＊土曜日は事前に電話で予約を

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後５時
土曜日（事前予約制）
午前９時～午後４時

人権相談（人権擁護委員が受けます）
セクハラ、いじめ、高齢者虐待、ＤＶ問
題など　＊午後は事前に電話で予約を

９日㈫　
午前 10 時～午後３時

税務相談（税理士が受けます）
＊事前に電話で予約を

11 日㈭　
午前 10 時～午後３時

行政相談（行政相談委員が受けます）
＊午後は事前に電話で予約を

17 日㈬
午前 10 時～午後３時

行政書士相談（行政書士が受けます）
相続や遺言について他、各種行政手続
きに関する相談　＊事前に電話で予約を

（10 月 20 日㈬の午前９時から受付）

10 日㈬
午後１時～４時

法律相談（弁護士が受けます）
＊市民相談室か多賀市民相談コーナーで相
談希望日の前日までに話をお伺いして予約
となります。電話予約は受付していません。

２日㈫・16 日㈫
午後１時～４時

（１日７人まで。
１人 25 分程度）

巡回暴力相談（茨城県暴力追放推進セ
ンターの相談員が受けます）　
＊事前に電話で予約を

18 日㈭　
午前 10 時～午後４時

総合労働相談（社会保険労務士が受けます）
解雇、賃金、労働契約、年金に関すること
など　＊事前に電話で、茨城県社会保険
労務士会（TEL 029-350-4864）に申し込み
を（定員に空きがある場合は当日の対応可）

25 日㈭
午 後 １ 時 30 分 ～
４時 30 分

【多賀市民相談コーナー（多賀支所内）】TEL�36-6221
相談内容 とき

一般相談（市民相談室相談員が
受けます）　＊悩みごとや困りご
となどの相談

月～金曜日（祝日を除く）　
午前９時～午後５時

【女性生活相談コーナー（女性センター内）】TEL�35-2215
相談内容 とき

女性の生活全般にわたる悩みごと
や離婚問題、家庭内暴力（ＤＶ）・
デートＤＶなどの困りごとの相談

（女性生活相談員が受けます）

月～金曜日（祝日を除く）
13 日㈯・27 日㈯
午前 10 時～午後４時

【ボランティア情報相談コーナー（コミュニティ推進課内）】内線488
相談内容 とき

ボランティア団体や活動に関す
る情報提供や相談

月～金曜日（祝日を除く）　
午前８時 30 分～午後５
時 15 分

【消費生活センター（日立シビックセンター６階）】TEL�26-0069
相談内容 とき

悪質商法などによるトラブルや
消費生活知識、借金問題などの相
談（消費生活相談員が受けます）

月～土曜日（祝日を除く）
午前９時～午後５時

（土曜日は午後４時まで）
＊毎月最終月曜日は休所
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　高齢運転者のブレーキとアクセルの踏み間違いに
よる交通事故を防止するため、後付けの急発進制御
装置を取り付けるための費用の一部を補助します。
対�象　市に住民登録がある 65 歳以上の方で、運転

免許証を保有し、自らが所有するか使用している
自動車に後付けの「急発進制御装置」を取り付け
るかた

補�助額　費用の２分の１（上限 10,000 円）　
　　　　＊１回限り
申��し込み　急発進制御装置を購入する前に、申請書

（交通防犯課、各支所にあるほか、市のホームペー
ジからダウンロードできます）に以下の書類を添
付して直接か郵送で、交通防犯課へ

【申請に必要な書類】
　▪運転免許証の写し
　▪車検証の写し
　▪市税の滞納がないことが分かる書類
　▪購入・取付の費用が分かる見積書
　▪急発進制御装置の機能が確認できる書類
問合せ　交通防犯課　内線 515

アクセルとブレーキの
踏み間違いによる急発進を防ぐ！

急発進制御装置取付を
補助します


