２０１９年８月～１０月 いばらきイベントカレンダー
一般社団法人

開催日

催事名

概要

場所

問合せ先

生誕90周年記記念手塚治虫展

「鉄腕アトム」「火の鳥」「ブラック･
ジャック」「ジャングル大帝」「リボン
茨城県近代美術館
の騎士」をはじめ、手塚が生涯に手がけ
【住所】水戸市千波町東久保
たおよそ15万枚に及ぶ原稿から厳選した
666-1
約300枚と、映像・資料、さらには愛用
の品などをあわせて展示。

029-243-5111

6月中旬～8月中旬

ブルーベリー狩り

ブルーベリーには視力回復効果があるア
ントシアニンが含まれているだけでな
石岡市八郷地区
く、食物繊維が豊富に含まれていて、お
なかの調子も整えてくれます。

0299-23-1111
やさと観光果樹組合

7/6～9/23

「狩」を成功に導くための15の「技」に ミュージアムパーク茨城県自然
「狩 －ハンターたちの研ぎ澄まされた
注目し，臨場感のある剥製や，美しい写 博物館
0297-38-2000
技と姿－」
真・映像をもとに紹介します。
【住所】坂東市大崎700

6/15～8/25

7/13～8/25

【体験企画】わくわく歴史体験！！

「古代服体験」に「体験用絵巻」「拵パ
ズル」「蚊帳体験」など、「みて」「ふ
茨城県立歴史館
れて」「学べる」体験用資料をたくさん
【住所】水戸市緑町2-1-15
用意しました。みなさんもわくわくどき
どきの歴史体験をしてみませんか。
２０１９年度夏期特別企画「もっと知り
たい！ペンギンのこと」ペンギンのから
だやアクアワールドでの暮らしを知る
チャンス！
絵画を中心に、印刷・音・写真や映像な
どの多彩な表現を展開し、現代美術の世
界だけでなく、文字やデザインなどの幅
広いジャンルに影響を与えてきた大竹伸
朗。本展では「ビル景」という絵画シ
リーズの全貌が明らかに。

茨城県観光物産協会

029-225-4425

アクアワールド茨城県大洗水族
029-267-5151
館

7/13～9/1

ピングーサマーフェス

7/13～10/6

大竹伸朗

7/20～11/5

宇宙から日立に届いた謎のメッセージ。
発信源を確かめるため、日立シビックセ
日立シビックセンター天球劇場作成オリ ンター天球劇場の球体が宇宙船になり、
日立シビックセンター 科学館
ジナル番組 「ヒタチタビダチ～緊急！ 想像と冒険の旅へ出発します。未知の惑
【住所】日立市幸町1-21-1
天球！未知の宇宙へ～」
星を巡りながら、目的地に到着した宇宙
船。発信源の先に待っていたものと
は！？

0294-24-7731

7/20～9/1

若手アーティストの中でもトップラン
ナーのひとりとして活躍中の銅版画家・
入江明日香(1980-)。手漉き和紙に刷っ
た銅版画を切り取ってコラージュし、水
企画展「入江明日香－心より心に伝ふる
茨城県天心記念五浦美術館
彩・墨・箔・胡粉などで彩色する独自の
花なれば－」
技法によって、東洋と西洋、現在と過去
というように相対する空間や時代を一つ
の画面に融合させた個性溢れる入江芸術
を展開。

0293465311

7/21～9/1
※7/29，8/26はお休
み

スポーツ研究所にようこそ！友達同士・
家族と一緒に「近未来アスレチック」や
夏の特別展 「スポーツ・ラボ～運動を
日立シビックセンター 科学館
「NEWスポーツ体験コーナー」など、誰
科学しよう！～」
【住所】日立市幸町1-21-1
でも楽しめる新感覚スポーツを体験しよ
う！レッツ・プレイ・スポーツ！

日立シビックセンター
0294-24-7731

科学館

日立シビックセンター 天球劇
場
【住所】日立市幸町1-21-1

日立シビックセンター
0294-24-7731

科学館

土浦港内乗船場所
【住所】土浦市川口

029-824-2810
土浦市観光協会

かすみがうら市交流センター
【住所】かすみがうら市坂
4784

029-897-1111
かすみがうら市観光協会
※操業当日は029-896-1226（かす
みがうら市交流センター）

筑西市・小貝川河畔
成田橋下流300ｍ

筑西市観光協会
0296-20-1160

日立市・川尻海岸、
川尻港

日立市豊浦交流センター
0294-43-5755

古河市
古河ゴルフリンクス

古河花火大会実行委員会
0280-22-5111

日立市・河原子海岸

日立市観光物産協会
0294-24-7978

ビル景 1978-2019

JAXAが宇宙探査の成果を発表する展示
会が開催されることになりました。
7/21～9/1
その目玉である、全て宝石で出来た太陽
天球劇場ドーム映像番組 「名探偵コナ
※7/29，8/26はお休
系儀「輝きの天球」に、怪盗キッドから
ン 星影の魔術師」
み
予告状が届きます。コナンと怪盗キッド
の対決が、満天の星空の下で繰り広げら
れます。
7/21～10/14までの毎
見学船にのり、霞ヶ浦に浮かぶ真っ白い
週土・日・祝
帆を広げた帆引き船をいろいろな角度か
観光帆引き船
※天候により欠航の場合
ら見て、写真撮影などをすることが出来
あり
ます。
7/21～11/24までの毎
見学船にのり、霞ヶ浦に浮かぶ真っ白い
週日曜日
帆を広げた帆引き船をいろいろな角度か
観光帆引き船
※天候により欠航の場合
ら見て、写真撮影などをすることが出来
あり
ます。
8/3(土）
19:00～21:00
第15回小貝川花火大会
約2,000発
荒天時翌日に順延
8/3(土)
19:15～20:00
豊浦学区夏まつり花火大会
約1,000発
荒天時翌日に順延
8/3(土)
19:20～20:30
第１4回 古河花火大会
約 20,000発
荒天時翌日に順延
8/3(土)
19:30～20:00
ひたち河原子花火大会
約1,000発
荒天時翌日に順延

水戸芸術館現代美術ギャラリー
029-227-8120
（水戸市五軒町1-6-8）

8/3(土)
19:40～21:00
雨天決行、荒天中止

下妻まつり
第53回しもつま砂沼の花火大会

約3,000発

下妻市・砂沼湖上

下妻市商工会
0296-43-3412

開催日

催事名

概要

場所

問合せ先

昭和36（1961）年に始まり、今や水戸
の夏の風物詩として愛されているまつ
水戸市・千波湖および国道50
水戸黄門まつり実行委員会
り。
号（水戸駅北口～大工町交差点
029-224-0441
令和元年、水戸市市制施行130周年とな 間）
る今年、大きくリニューアルします。

8/3～8/4

第59回水戸黄門まつり

8/3，8/4予定
（※7/27，7/28より
延期）

《農業体験イベント》
イバライドがある茨城県稲敷市はかぼ
かぼちゃの収穫体験
こもれび森のイバライド
ちゃが名産品！今年は８月にイバライド
029-892-3911
※かぼちゃの生育状況により日程変更の
【住所】稲敷市上君山2060-1
初のかぼちゃの収穫体験を開催します！
可能性あり。

8/3～8/12

もりやしんいち写真展～植物のこころを 植物をメインに撮影した、もりや
想う【２】～
いち氏の写真展。

8/3～8/25

食虫植物展

8/8

夜の水族館

8/8(木）
19:00～20:30
荒天時翌日に順延

第32回 那珂湊海上花火大会

約1,600発

潮音寺 万燈会

潮音寺にて毎年8月のお盆期間に行われ
る夏の風物詩。先祖への感謝や世界平和
潮音寺
を祈念して、宗派・宗教の枠にとらわれ
ず誰でも参加することができる。

8/9～8/11

8/10(土）
19:30～21:00予定
雨天時翌日に順延
8/10(土）
20:00～20:30
荒天時翌日に順延
8/10(土）
19:00～20:15
荒天時翌日に順延

8/10～8/25

8/11(日）
19:00～20：40
荒天時翌日に順延
8/11(日）
20:00～
荒天時翌日に順延
8/11(日）
19:00～20:30
荒天時翌日に順延

8/11～8/31

8/14(水）
19:30～20:30
荒天時翌日に順延
8/14（水）
19:15～21:00予定
荒天時は8/20に順延
8/15（木）
20:30～21:00
荒天時翌日に順延

しん 那珂市・茨城県植物園
029-295-2150
【住所】茨城県那珂市戸4589

昆虫を消化吸収する植物の展示。
8月17日(土)、8月18日(日)はナイト
ガーデン開催のため夜21時まで延長

サマーナイト2019

那珂市・茨城県植物園
029-295-2150
【住所】茨城県那珂市戸4589

那珂湊海上花火大会に合わせて営業時間
アクアワールド茨城県大洗水族
を延長し、花火や夜の水族館などが楽し
029-267-5151
館
める一夜限りの特別なイベント。
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

水郷潮来観光協会
0299-63-3154

サンセットフェスタＩＮ天王崎2019～
約7,000発（予定）
なめがたの湖上花火～

行方市
天王崎公園

行方ふるさと活性化委員会
0299-72-0520

第31回 美和ふるさと祭り

約300発

常陸大宮市
美和運動公園

美和ふるさと祭り実行委員会
0295-58-2111

第66回 とりで利根川大花火

約7,000発

取手市
取手緑地運動公園

取手市観光協会
0297-74-0217

「植物公園のふしぎな住人たち」展

ワークショップに参加した子どもたちが
描いた、植物公園に住んでいそうな不思 水戸市植物公園
議な住人達の原画展。期間中、クイズラ 【住所】水戸市小吹町504
リーも開催予定。

第55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

しろさとふるさとまつり

約1,400発

城里町
大桂大橋河川敷

しろさとふるさとまつり実行委員会
029-289-2076

第41回 東海まつり花火大会

約2,000発

東海村
阿漕ヶ浦公園

東海まつり実行委員会
029-283-2141

みなとミュージアム2019

みなとメディアミュージアムは、茨城県
ひたちなか市ひたちなか海浜鉄道湊線沿
線を舞台に開催する地域アートプロジェ
クト。毎年、全国からアーティストを募 ひたちなか海浜鉄道湊線車両／ 事務局への問合せ
集し、厳正な審査を経て、出展者と作品 駅構内、那珂湊地区商店街
minato.media.museum@gmail.com
を選出。芸術表現と地域との協働による
まちの活性化を目的として活動していま
す。

第45回御前山納涼花火大会

約１,000発

常陸大宮市・野口地内「那珂川 常陸大宮市商工観光課
大橋付近」
0295-55-8073

大子町花火大会と灯籠流し

昨年度約3,300発

大子町・久慈川と
押川の合流点中州

大子町観光協会
0295-72-0285

太田まつりの花火

約400発

常陸太田市
山吹運動公園

（一社）常陸太田市観光物産協会
0294-72-8194

8/15

大助まつり（菅谷まつり）

8月16日

第50回 千波湖灯ろう流し

8/17(土）
19:30～20:30
第25回 ひたちなか祭り花火大会
荒天時8/19(月）に延期
8/17(土)
19:30～20:30
第41回 水郷潮来花火大会
荒天時翌日に順延

029-243-9311

菅谷まつりは那珂市菅谷地区にある神
社、鹿島神社が遷宮された安政4年
(1857年)から行われている祭です。
那珂市観光協会
現在は3年に1度の8月15日に行われ、 鹿島神社（那珂市菅谷2345） 029-298-1111
「菅谷(すがや)のちょうちん祭」や「大
（内線243）
助(おおすけ)まつり」とも呼ばれていま
す。
ご先祖様の供養のため、水戸市の千波湖
湖面に浮かべられる灯篭は今では水戸の 水戸市・千波湖畔
水戸ブロック明るい社会づくりの会
夏の風物詩に。
約3,000発

ひたちなか市
陸上自衛隊勝田駐屯地

ひたちなか祭り実行委員会
029-272-0540

約5,000発（予定）

潮来市
水郷北斎公園特設会場

潮来市産業観光課
0299-63-1111

8/17（土）
20:00～21：00
荒天時翌日に順延
8/17～8/18

8/17，8/18

第42回 利根町民納涼花火大会

約1,000発

利根町
利根川栄橋下河川敷

植物園を夜間開放。キャンドルで園内を
装飾。熱帯植物館のナイトツアー、ナイ
茨城県植物園「ナイトガーデン」
茨城県植物園
トガーデンコンサート、ネイチャーゲー
ムなどを実施。
ナイトガーデン・亜熱帯植物館のナイト 夜開花する植物や香りを強くする植物を 那珂市・茨城県植物園
ツアー
紹介
【住所】那珂市戸4589

利根町観光協会
0297-68-2211

029-295-2150

029-295-2150

開催日
8/18(日)
20:00～20:30
荒天中止
8/23～9/1
8/24(土）
19:00～19:30
荒天中止
8/24（土）
19:00～20：30
荒天中止
8/24(土)
19:30～20:10
荒天時翌日に順延

8/24～9/1

8/25(日)
19:30～21:00予定
荒天時翌日に順延
8/25(日)
20:00～20:45予定
荒天時翌日に順延
8/27～9/8

8/28

9/1

9/1

9/1～10/31
※土・日・祝日

催事名

概要

場所

問合せ先

北茨城市
ＪＲ磯原駅周辺

北茨城市民まつり実行委員会
0293-43-1111

第12回 北茨城市民夏まつり

約700発(予定)

コキアライトアップ

みはらしの丘にキレイに植えられた約3
万2千本のコキア。ライトアップ期間中 国営ひたち海浜公園
は音と光の幻想的な演出で特別な夜を演 の丘
出します。

なかひまわりフェスティバル2019

約2,000発

那珂市・那珂総合公園

なかひまわりフェスティバル
実行委員会 029-298-0234

2019いなしき夏まつり花火大会

約10,000発

稲敷市
江戸崎総合運動公園

いなしき夏まつり実行委員会事務局
029-892-2000

第36回 あゆの里まつり

約1,000発

常陸大宮市・清流公園

あゆの里まつり実行委員会
0295-55-8073

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
る田畑に、八重ひまわり約100万本の花 筑西市宮山地区
筑西市観光協会
（宮山ふるさとふれあい公園周
畑。八重ひまわりの「切り花園」や
0296-20-1160
「ラッピングコーナー」も同時開設しま 辺）
す（有料）。

第41回 鹿嶋市花火大会

昨年度約 10,000発

鹿嶋市・大船津北浦湖上

鹿嶋市観光協会
0299-82-7730

第35回 きらっせ祭り花火大会

昨年度約8,000発

神栖市
波崎海水浴場周辺

神栖市観光協会
0479-26-3021

心の押し花展
～いやしの押し花～

風景画・動物・山草・ボタニカルなど
様々なスタイルの押し花を150～200
点展示。

水戸市植物公園
【住所】水戸市小吹町504

029-243-9311

みはらし ひたち公園管理センター
029-265-9001

科学館夏の特別展ワークショップ 「ウ
風車の力を利用して風に向かって走る車 日立シビックセンター 科学館
インドカー研究ラボ～風に向かって走る
0294-24-7731
を製作します。
（日立市幸町1-21-1）
車を研究せよ！～」
「どすこい」は相撲の掛け声、「ペア(Ｐ
ＥＡＲ)」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 筑西市役所関城支所（旧関城町
筑西市 観光振興課
どすこいペア2019
「梨相撲」にちなんだお祭りです。ち
役場）敷地内 筑西市舟生
0296-20-1160
びっこ相撲大会や腕相撲大会などの「相 1040
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。

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
鹿嶋市・鹿島神宮周辺
れ、氏子たち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。

大子 観光やな・鮎のつかみどり

「やな」とは、木や竹を並べて水流をせ
き止め、魚を捕らえる仕掛けです。県内
唯一の、久慈川の観光やなは、人気の高
奥久慈だいご観光やな（久慈郡
いスポットの一つ。秋に産卵のために川
0295-72-3487
大子町大字大子1899）
を下るアユなどには効果的な漁法であ
り、ここでは鮎のつかみどりが楽しめま
す。（９月以降がやな漁の時期です。）

鹿島神宮社務所
0299-82-1209

9/1～12/1までの毎週
土日
観光帆引き船（行方市）
※麻生地区については、
9月は日曜のみの操業

【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
見学船にのり、霞ヶ浦に浮かぶ真っ白い
宿船溜)
帆を広げた帆引き船をいろいろな角度か
（一財）行方市開発公社
【玉造地区】行方市観光物産館
ら見て、写真撮影などをすることが出来
0299-55-3927
「こいこい」裏 帆引き船事務
ます。
所(乗船場所:霞ヶ浦ふれあいラ
ンド地先玉造桟橋)

9/7～9/16

植物園の四季～写真展Part９～

植物園や県民の森に咲く四季折々 の花 茨城県植物園
029-295-2150
や風景、イベントなどの写真 を展示。 【住所】茨城県那珂市戸4589

9/7～11/4

茨城県フラワーパーク

色鮮やかなダリアが、大きな花輪を咲か
せます。
茨城県フラワーパーク
期間中にはコンサートや各種展示会など （石岡市下青柳200）
楽しいイベントが目白押しです。

9/10～9/15

暮らしに活きる「はな・花・華」展
2019
～奏～

9/14～9/16

9/15

ダリアまつり

昭和42年度水戸市立第三中学校卒業の
同窓生たちによる展覧会。＜奏＞をテー
マに絵画・書・ﾎﾞﾀﾆｶﾙｱｰﾄ・写真など約
200点を展示
「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
石岡のおまつり
古社・常陸國總社宮の最も重要なおまつ
りです。
土浦市・かすみがうら市・行方市の観光
観光帆引き船【３市合同操業（７艘）】 帆引き船7艘が霞ケ浦に一堂に会する貴
重な一日。

0299-42-4111

水戸市植物公園
【住所】水戸市小吹町504

029-243-9311

石岡駅～中心商店街全域

石岡市観光協会
0299-43-1111

見学船の申し込みは各市の問い かすみがうら市都市産業部観光商工課
合わせ先へ
029-897-1111

9/16

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
水戸市中心市街地
ものであり，現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。

9/20～11/4

茨城県フラワーパーク

約800品種、3万株のバラが園内を彩り 茨城県フラワーパーク
ます。
（石岡市下青柳200）

秋バラまつり

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

0299-42-4111

開催日

催事名

概要

場所

問合せ先

プラントドール展

植物の葉･種･茎を使って作るプラント・ 水戸市植物公園
ドールの作品約50点を展示。
【住所】水戸市小吹504

029-243-9311

第45回秋の山草展

山野草（一部木花，イワシャジン，野
菊，ホトトギス，リンドウなど）約250 水戸市植物公園
鉢を展示予定（天候により種類の変更あ 【住所】水戸市小吹504
り）

029-243-9311

10/12～10/14

笠間浪漫2019

笠間焼の秋の陶器市。笠間を中心とする
地場産業や笠間のおいしい野菜など、今
までの「匠のまつり」を更に進化させ、
笠間芸術の森公園イベント広場 笠間観光協会
「手作り・笠間産・郷土愛・田舎・懐か
（笠間市笠間2345）
0296-72-9222
しい」をテーマに、田舎の良さ・面白さ
を前面に出し、お客様に楽しんでいただ
けるおまつりです。

10/13

城里町のふれあいイベント「しろさとマ
ルシェ」。
しろさとマルシェ～あなたと共に地域を
城里町役場【本庁舎】（東茨城 城里町商工会
見て・食べて・体験して、参加者も出展
創造します～
郡城里町大字石塚1428-25） 029-289-2132
者も楽しめるイベント作りを目指しま
す。

9/18～9/23

9/28～9/29

10/19～11/24

笠間の菊まつり

日本で最も古い菊の祭典で、今年で第
112回となります。
今回も笠間稲荷神社をメイン会場に、
艶やかな菊の花約1万鉢が境内をはじめ
笠間稲荷神社
市内をうめつくします。
また、会期中には、「神事流鏑馬」や
「舞楽祭」などさまざまな催しが盛りだ
くさんです。

10/26

第88回土浦全国花火競技大会

打上数およそ2万発。

10/27

第29回ひたち秋祭り～郷土芸能大祭～

全国各地の郷土芸能や市内中学生の芸能
日立シビックセンター新都市広 日立シビックセンター 交流事業課
競演を堪能できる、日立市の秋の一大風
場
0294-24-7711
物詩。

※日程、場所につきましては変更になる場合もございますので事前にご確認ください。

桜川畔（学園大橋付近）

笠間市観光課
0296-77-1101

土浦全国花火競技大会実行委員会
029-826-1111（内線2705）
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