２０２０年 9月 いばらきイベントカレンダー
※開催内容・日程につきましては変更・中止になる場合もございますので事前にご確認ください。
実施状況

開催日
7/11～9/22

7/11～9/22

7/18～9/22

7/18～9/4

7/18～9/27

7/23～9/22

7/23～10/18

7/26～11/29

中止

催事名

概要

場所

問合せ先(TEL)

I蔵品展 名作のつくりかた

横山大観、菱田春草、中村彝など当館イチ
茨城県近代美術館
オシの所蔵作品を中心に、技法や材料、構
【住所】水戸市千波町東久保
図などに注目して細部をよみとき、その魅力
666-1
に迫る展覧会です。

029-243-5111

企画展「安齋肇えとえのえほん展
～ハロルドコミックス危機一髪～」

のんきな王様のキャラクターが印象的な絵本
『LOVE! LOVE! LOVE!』や、NHK Eテレで
放送中のアニメ「わしも」の原作絵本のイラス
トレーター安齋肇が贈るポップでキュートな しもだて美術館
展覧会。最新キャラクター「ハロルドコミックス 【住所】茨城県筑西市丙372
危機一髪」を中心にした新作絵画と立体作 （アルテリオ3階）
品、そして今回のためにコラボレーションし
た、みうらじゅん、宮藤官九郎、スチャダラ
パーとの絵本や創作童話も公開します。

0296-23-1601

企画展 戦争と茨城
体験プログラム 昔のくらし

戦後の半世紀以上、史料の収集・保管に努
めてきた茨城郷土部隊史料保存会の貴重な
史料を中心に、近代戦争と向き合った約70
年の歴史を紹介します。体験プログラムで
茨城県立歴史館
は、古い道具や絵から、昔のくらし＋カル
【住所】水戸市緑町2-1-15
チャー（生活文化）を体感しよう。また、夏休
み特別企画としてちょっと“ヒヤッ”とする絵等
も厳選公開します。

029-225-4425

水深200mより深い海域を深海といいます。深
海は，暗黒，高圧，低温という特殊な環境で
すが，そのような環境にも多種多様な生きも
のがくらしています。本企画展では，茨城県
深海ミステリー2020 －ダイオウイカ 沖をはじめ，駿河湾や富山湾などの深海域
がみる世界－
に生息するさまざまな生きもの，深海に関わ
る食や文化について紹介します。また，海底
の地下資源から深海ゴミの問題に至るまで，
幅広く深海の現在と未来について取り上げま
す。
どちらも千年以上の歴史を持つ青磁と白磁
は、現在、全く異なるユニークな展開を見せ
企画展「青か、白か、－青磁×白 ています。本展覧会では、それぞれの素材
磁×青白磁」
の特性を活かし独自の道を切り拓いてきた近
現代の青磁と白磁・青白磁の足どりをたどり、
その現在地を探ります。

ミュージアムパーク茨城県自然
博物館（坂東市大崎700）

茨城県陶芸美術館
（笠間市笠間2345）

ミュージアムパーク茨城県自然博物館
0297-38-2000

茨城県陶芸美術館
0296-70-0011

さかなクンのギョ苦楽展

お魚の情報や海の問題について発信してい
るお魚博士のさかなクンが、美術館 で初とな
るさかなクンの展覧会を開催します。 出品さ
れるのは、水性や油性のカラーペンや筆ペ
ンなど身近な画材で描かれた およそ 80 点
笠間日動美術館
の作品。 可愛いハコフグから、実物大で描
（笠間市笠間978-4）
かれたメガマウスザメまで、色んな海の仲間
が登場します。さかなクンが描くさまざまな海
の仲間たちを通して、海の豊かさ をはじめと
するよりよい社会をつくるためにどんなことが
できるのか、ギョ一緒 に考えてみましょう。

笠間日動美術館
0296-72-2160

観光帆曳船

湖面を渡る風を受け真っ白な帆をいっぱい
に張って進む「帆曳船」は息をのむほど美し
く、その勇壮な姿は大変の好評で霞ヶ浦の 茨城県土浦市川口二丁目
風物詩です。観光帆曳船が運行する際に
(土浦市川口グランド付近)
は、見学遊覧船が出航し、湖上で眺めること
ができます。

土浦市観光協会
TEL 029-824-2810

かすみがうら市観光帆引き船

随伴船（見学船）１艘の乗船人数を５名までと
し、最大２艘での実施
※通常操業の乗船には予約が必要です。
【通常操業日程】（毎週日曜日）
7月26日、8月2日・9日・23日・30日
9月6日・13日・27日
かすみがうら市交流センター
10月4日・11日・18日・25日
（かすみがうら市坂4784）
※8月16日・11月3日は運休
【受付場所】歩崎桟橋
【夕景操業】
11月8日・15日・22日
【特別操業日程】3市合同操業（仮）
9月20日（日）
【帆引き船ライトアップ操業（仮）】
11月29日（日）

8/24～9/30

イルカと泳ごう2020

2020年度下記限定イベント「イルカと泳ごう」
を開催します。イルカを間近で見て、触れ
て、サインを出したり、一緒に泳ぐこともできる
スペシャルな内容になっています。応募制で
す。たくさんおご応募お待ちしております。

8/29～9/6

ひまわりフェスティバル

名峰・筑波山をバックにした約4ha超える田
筑西市宮山地区
畑に、八重ひまわり約100万本の花畑。八重
（宮山ふるさとふれあい公園周
ひまわりの「切り花園」や「ラッピングコー
辺）
ナー」も同時開設します（有料）。

平日：かすみがうら市観光協会事務局
（かすみがうら市都市産業部観光課
内）
TEL：029-897-1111
FAX：029-897-1243
休日：かすみがうら市交流センター
TEL：029-896-1226

アクアワールド茨城県大洗水族
館
アクアワールド茨城県大洗水族館
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町８ 海獣展示課・イベント係
２５２−３

筑西市観光協会
0296-20-1160

8/29～11/8

中止

中止

9/1

9/4～9/6

9/5～9/6

9/5～12/6

道草展：未知とともに歩む

異常気象や環境汚染など、今日、人間の営
みが環境に与える影響はその在り方を問わ
れる重大な局面を迎え、政治や経済に対し
て積極的な対策を求める声が世界各地で上
がっています。本展は、このような社会的意
識の高まりを背景に、植物への関心やフィー
ルドワークから生まれた現代美術作品を通し
水戸芸術館
水戸芸術館 現代美術ギャラリー
て、人間がその環境とともに歩んできた道の
029-227-8111
りを考察する展覧会です。植物にまつわる歴
史や人ならざるものの存在に目を向けてきた
6組のアーティストによる、ドローイングや写
真、映像、インスタレーションなどのさまざま
な表現から、人間と環境のつながりを考えま
す。

鹿島神宮神幸祭・提灯まち

神幸祭は、鹿島神宮の神輿が本殿から行宮
（あんぐう）に出御する祭りで、提灯まちは、
神幸祭出御の明かりとして行われ、氏子たち
鹿嶋市・鹿島神宮周辺
が無数の提灯を付けた大きな青竹（約８ｍ）
を２０人程で推し立てながら参道を練り歩く勇
壮な祭りです。

鹿島神宮社務所
0299-82-1209

ISU茨城サーフィンクラシック

国内トッププロサーファーによる競演が楽し
める本大会は，今年で23回目を迎えます。大
洗海岸は、波のクオリティーが高く、日本の
サーフィン史に名を刻む素晴らしいサーフス
ポットとなっています。名場面を繰り広げてき
たこの大会は、国内最高峰の大会として位置
づけられており、今年もプロ選手のハイレベ 大洗町海岸
ルな熱い戦いが期待されます。ぜひ、ご観戦
ください。また、一般の方がご参加いただけ
るビーチヨガのイベントや表彰式の後には大
洗町の名産品やグッズが当たる抽選会も行
われます。皆さんお誘い合せのうえ、ご参加
ください。

サーフショップ ウエッジ
029-267-7088

シルバニアファミリー 森のおとまり
キャンプ2020

シルバニアファミリーをテーマにした１泊２日
のお泊りキャンプを開催！楽しい工作体験
や貸切のシルバニアパークで遊べちゃう！
朝食には特別メニューをご提供いたします。
こもれび森のイバライド
キャンプの途中にシルバニアファミリーのお
茨城県稲敷市上君山2060-1
友達が遊びに来てくれるかも？！もちろん2
日目もシルバニアパークでお楽しみいただ
けます。この機会にぜひご参加お待ちしてお
ります！

029-892-3911

行方市観光帆引き船

【操業期間】
毎週土・日曜日操業
麻生地区については、9月は日曜日のみ操
業
【運行時刻】
1回目13：30～、2回目15：30～
受付［麻生地区］11：00～、［玉造地区］10：
00～

［麻生地区］
天王崎観光交流センターコテラ
ス内（乗船場所：古宿船溜）
［玉造地区］
（一財）行方市開発公社
行方市観光物産課「こいこい」裏 0299‐55‐3927
帆引き船事務所
（乗船場所：霞ケ浦ふれあいラン
ド地先玉造桟橋）

千波川湖床2020

千波湖アート＆ヨガは雨上がりの虹をテーマ
に、希望と活力がもどる日を願い、透明アクリ
ルパネルへのLIVEペイントや子どもたちが千 千波湖親水デッキ、湖面側
波湖をイメージして描いたアート作品の展示 ウォーキングコース
などを行います。また、自然の中でのヨガも
体験できます。

水戸商工会議所
029-224-3315

9/5～9 /27

第53回水戸の萩まつり

偕楽園の萩は、水戸藩第９代藩主徳川斉昭
公（第15代将軍徳川慶喜公の父）が仙台藩
から譲り受け、偕楽園創設とともに園内に植
えたものと言われています。園内には宮城野
萩を中心に白萩・山萩・丸葉萩など、総株数
約750株が咲き競います。イベント初日には、
偕楽園
水府提灯づくりや黄門様ご一行・梅大使・み
とちゃんによる来園者のお出迎え、偕楽園ナ
イトウォーク、提灯貸出し、キャンドルアート、
キャンドルステージ、疫病退散祈念行事が行
われます、また、祭りの期間中の土・日・祝日
は萩の花と行燈のライトアップが楽しめます。

（一社）水戸観光コンベンション協会
029‐244‐0441

9/5～11/3

シルバニアファミリー
オータムフェスタ2020

シルバニアパークにてクイズラリーやわくわく
撮影会を開催します。パーク内にはフォトス こもれび森のイバライド
ポットやハロウィン赤ちゃんを探してみてくだ 茨城県稲敷市上君山2060-1
さい。

こもれび森のイバライド
029-892-3911

9/4～9 /19

中止

9/6

関城の祭典 どすこいペア2020

「どすこい」は相撲の掛け声、「ペア(ＰＥＡＲ)」
は英語で梨の意味で、特産品である「梨」の
収穫を祝って行われていた「梨相撲」にちな
筑西市役所関城支所（旧関城町 筑西市 観光振興課
んだお祭りです。ちびっこ相撲大会や腕相
役場）敷地内 筑西市舟生1040 0296-20-1160
撲大会などの「相撲」イベントの他、有名力士
と触れ合える「力士に挑戦」イベントがありま
す。

中止

9/12

第33回那珂湊海上花火大会

約1,600発

中止

9/12

2020いなしき夏まつり花火大会

茨城県稲敷市で開催される、県内最大級を
誇る花火大会。スターマインやメッセージ花
江戸崎総合運動公園周辺
火など約1万発が夜空に咲く。なかでも、フィ
ナーレを飾るスターマインは迫力満点だ。

ひたちなか市
那珂湊漁港付近

那珂湊海上花火大会実行委員会
029-263-7811
いなしき夏まつり実行委員会事務局
（稲敷市役所商工観光課内）
３００−０５９５

中止

9/12、13

OARAI CUP-サーフィン＆ボ
ディーボードー

経験に応じたクラス別のトーナメント戦が２日
大洗サンビーチ
間にわたり行われます。

NPO法人大洗海の大学
029-266-3322

9/12

たつのこマルシェ

恒例の新鮮野菜の直売や龍ケ崎物産品・グ
公益財団法人龍ケ崎市まちづくり・
さんさん館前（たつのこやま
ルメ販売、大人気のワークショップ（ハンドメイ
文化財団
隣）龍ケ崎市中里2丁目1番地1
ド商品の販売）を開催します。
0297-62-2227

9月中旬～10月下旬 コキアカーニバル2020

国営ひたち海浜公園内のみはらしの丘で、
夏の暑い日差しの中、コキアが元気に生育し
ます。 秋の涼しい風を感じる頃に、緑色から 国営ひたち海浜公園
真っ赤に変わり始め、丘のふもとでは、秋風
にそよぎ秋を彩るコスモスも楽しめます。

ひたち公園管理センター
029-265-9001

9/15～9/21

石岡のおまつり

「石岡のおまつり」は正式には「常陸國總社
宮例大祭」といい、創建千年を誇る古社・常
陸國總社宮の最も重要なおまつりです。

石岡駅～中心商店街全域

石岡市観光協会
0299-43-1111

9/19

第56回常総きぬ川花火大会

約 10,000発

常総市・橋本運動公園
（鬼怒川河畔）

常総きぬ川花火大会実行委員会事務
局
0297-23-9088

9/19、20

第11回かみす舞っちゃげ祭り2020

市内を含め、県内外からの演舞チームが参
加する踊りの祭典。

茨城県神栖市神栖中央公園内
特設会場
神栖市木崎1203-9

070-4565-8304
かみす舞っちゃげ祭り実行委員会
(事務局:神栖市観光協会)

9/19～9/21

3夜限定！「ナイトアクアワールド」

この秋、アクアワールド・大洗では3日間限定
のナイト営業を行います。今回はないと限定
ペアチケットを販売し、お得にご入場頂けま
す。カップルで、ご夫婦で、親子で、お友達
と…秋の夜長をアクアワールド・大洗でお過
ごしください。

アクアワールド茨城県
大洗水族館
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町
8252-3

アクアワールド茨城県大洗水族館
029-267-5151

9/19～10/4

奥日立きららの里を散策しながら楽しむ
ウォークラリー。参加料は300円。ヒントを頼り
に、文字に書かれた6つのポイントを探して、
奥日立きららの里 秋のウォークラ
1つの単語に並べ替えるゲームで、景品の他 奥日立きららの里
リー
に正解者には後日抽選にて、プレゼントがも
らえる。秋の風景を楽しみながら参加してみ
ては？

奥日立きららの里
0294-24-2424

9/19～11/23

京都の陶芸展
～こどもたちへのメッセージ～

しもだて美術館
0296-23-1601

中止

9/19～9/22

第9回 笠間浪漫

笠間を代表する地場産品である笠間焼や木
工・クラフト関連・農産物など150にもおよぶ 芸術の森公園駐車場
お店が会場内に所狭しと軒をつらねます。

笠間市観光課
0296-77-1101

中止

9/19

第47回 神栖花火大会

神之池の夜空を打上総数約６,０００発の花火 神之池緑地 陸上競技場
が彩ります。
（神栖市溝口4991 ）

神栖市観光協会
0479-26-3021

1年程度延期

9/21

ひたち能と狂言～ひたち薪能～

能「田村 替装束」観世銕之丞
狂言「成上り」野村万蔵
日立シビックセンター
能「石橋 師資十二段之式」鵜澤久 鵜澤光 新都市広場
他仕舞もあります

日立シビックセンター音楽ホール
0294-24-7755

中止

9/26

水戸まちなかフェスティバル

東日本大震災からの復興への取り組みの原
動力として，まちなかの賑わい創出を目的に
平成24年10月からスタートしたものであり，現 水戸市中心市街地
在では水戸市の一大イベント『秋のストリート
文化祭』として定着。

水戸まちなかフェスティバル実行委
員会事務局（水戸市役所商工課内）
029－232－9185

9/26

第87回ばんどうホコテン

坂東市の『ばんどうホコテン』は、『商店街前
道路を自由な発想で様々な活用を！』 とい
うコンセプトを元に、年４回、毎回第４土曜日
に開催しています。人と人とが触れ合う優しさ
溢れる街並み作りと、音楽・芸術・文化・環境
などをテーマとしたイベントで、近隣の市町
村はもちろん、全国の皆様方のご来場をお
待ちしています。

9/26、27

守谷市商工まつり～きらめき守谷
夢彩都フェスタ～

ステージではよさこいソーラン踊りやキャラク
ターショー、ダンスほか多彩なパフォーマンス
守谷駅西口駅前広場及び土塔
が披露され、地元企業や商店、市民団体な
口周辺
どによるブースも数多く出展される市内最大
級の守谷駅前イベントです。

実行委員会事務局
0297-48-0339

かさま新栗まつり実行委員会
(事務局:茨城県笠間市農政課)
0296-77-1101

日立市観光物産課
0294-22-3111

1年延期

1年程度延期

中止

中止

中止

しもだて美術館

国道354号線沿い岩井商店街内
（坂東市岩井3304番地～4441 坂東市商工観光課
番地・坂東市岩井4443番地～ 0297-35-2121
4616番地）

中止

9/26、27

第14回かさま新栗まつり

笠間の特産である「栗」をテーマに、毎年9月
の最終土曜日・次の日曜日もしくは10月の第
1土曜日・日曜日に開催されています。まつり 笠間芸術の森公園
当日は、栗の試食・販売、お菓子の販売、栗 (茨城県笠間市笠間2345)
でゲームなどが催され、家族連れでも楽しめ
る内容になっています。

中止

9/27

道の駅日立おさかなセンター
日立みなとマルシェ

旬の魚を紹介する地グルメ屋台や地元水揚
げさかなセリ市や地元農家の朝どり野彩直売 道の駅日立おさかなセンター
など盛りだくさんのイベントです。

※開催内容・日程につきましては変更・中止になる場合もございますので事前にご確認ください。

2020/8/27 現在

