
ホールの催し ( ３月)
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⃞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　

Ａ    放課後かがくクラブ
⃞時   ３月７日㈪、11 日㈮、14 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   「紙飛行機をつくろう」
の工作、「プログラミングロボで遊
ぼう」の体験

C  ひたち街角小劇場第 55 弾 県北地区高等学校演劇祭 第
10 回春季フェスティバル

⃞時   ３月 26 日㈯、27 日㈰　午前 10 時開
演　⃞場   多賀市民会館ホール　⃞出   県北地
区高等学校演劇部ほか　⃞申   電話で申し
込みを。

日立シビックセンター、日立・多賀市民会館の催し

問  合せ　
A 日立シビックセンター科学館 　TEL 24-7731
B 日立シビックセンター音楽ホール　 TEL 24-7755　
C 多賀市民会館　TEL 34-1727
D  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。

日立シビックセンター音楽ホール　TEL�24-7755
とき 催し 主催 入場料

20 日㈰ 14:00 吹 奏 楽 部 定
期演奏会

県 立 日 立 北
高等学校 無料

21 日㈷ 12:30
全日本おかあ
さんコーラス
茨城県大会

茨 城 県 合 唱
連盟 無料

27 日㈰ 14:00 吹 奏 楽 部 定
期演奏会

県立日立第二
高等学校 無料

日立シビックセンターギャラリー　TEL�24-7711
とき 催し 主催 入場料

22 日㈫～
27 日㈰

ち い さ な 文
化展

日 立 演 劇 連
盟・日立会演
劇部

無料

活動日　原則、毎月第４日曜日
　　　＊活動内容によって変更になる場合があります。
ところ　日立シビックセンター科学館ほか
対 象　新年度の小学３年生～中学３年生
内容　実験・工作、天体観察など
定 員　13 人　＊多いときは抽選。結果は３月下旬

にお知らせします。

料 金　年会費 9,400 円 
　＊日本宇宙少年団登 
　　録料、保険料含む
申 し込み　２月 26 日㈯から３月 15 日㈫までに、日

立シビックセンタのホームページから申し込みを。
問合せ　日立シビックセンター科学館 　
　TEL 24-7731　

「日本宇宙少年団　シビックセンター分団」の団員募集

＊�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。

Ｂ  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」

⃞時   ３月 27 日㈰　午前 10 時～午後４時
のうち１人 20 分　⃞場   日立シビックセン
ター音楽室、スタジオ　⃞対   新年度の小
学１年生～高校２年生　⃞内   講師＝山崎
響子さん、上野裕佳里さん、土肥　敬
さん、岡田悠紀さん　⃞定   各楽器 20 人　
⃞料   １人 200 円　＊兄弟同枠での参加は
２人で 300 円　⃞申   ２月 26 日㈯の午前 10 時からホームペー
ジで申し込みを。　

日立シビックセンターHP▶
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D  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

⃞時   ５月１日㈰　午後３時開演　⃞場   日立市民会館ホール　
⃞内   人気声優によるオリジナル朗読劇　⃞出   山下誠一郎、鈴
木崚汰、小林千晃ほか　⃞料   前売 4,500 円、高校生以下 2,000
円ほか　⃞申   電話で申し込みを。



３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。

＊�新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となる場合があります。

【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

８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

16 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

（２月 21 日㈪の午前９時から受付）

９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。

１日㈫、15 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

17 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）

24 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）
12 日㈯、26 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

問合せ　広報戦略課　内線 717

日立市の新鮮な情報をお届け ‼

ケーブルテレビＪＷＡＹ行政情報番組
地上デジタル

11ch
ケーブルテレビ JWAYでは、日立市のイベント情報をはじめ、
くらしや健康、子育てなどに役立つ情報をお届けしています。

＊�番組の内容・タイトル・放送時期は変更になる場合があります。

まるごとひたち情報ネット
【30 分番組】（毎週土曜日更新）　＊随時放送

▪がん検診を受けましょう（19 日～）
▪市政の今シリーズ②中里小中一貫教育の取り組み（19 日～）
▪市政の今シリーズ③さくらのまちづくり（26 日～）

３月の新規番組をご紹介♪
ピックアップ情報

【10 分番組】（毎週土曜日更新）
【放送時間】「ひたちほっとニュース」の後半
月～金曜日：6：40～、11：40～、15：40～、19：40～、22：40～
土・日曜日�：6：40～、11：40～、15：40～、19：50～、22：50～

▪  ひたちこれから。プロジェクト（５日～）
▪ 日立さくらまつりのご案内（12 日～）
▪日立市職業探検少年団 団員募集中！（19 日～）
▪日立市環境教育活動支援事業補助金の団体募集中！（26 日～）
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市公式ユーチューブチャンネル
でも動画を配信中！
チャンネルをチェック！

＊�番組情報は
　QRから


