２０１9年９月～１１月

いばらきイベントカレンダー
一般社団法人

開催日
7/6～9/23

催事名
概要
「狩 －ハンターたちの研ぎ澄まされた 「狩」を成功に導くための15の「技」に注目
技と姿－」
し，臨場感のある剥製や，美しい写真・映像をも
とに紹介します。
7/16～9/23
第46回企画展「大正時代の取手-明治と 大正時代の取手を振り返ることで、郷土の発展に
昭和をつなぐ時代」
力を尽くした先人たちの歩みを感じ取ってくださ
い。
7/20～9/1
企画展「入江明日香－心より心に伝ふる 若手アーティストの中でもトップランナーのひと
花なれば－」
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、水彩・墨・箔・胡粉などで彩色する
独自の技法によって、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。
7/31～9/1,
石の街を描く 大崎宥一展
郷土作家展シリーズ第261回として、「石の街を
9/4～9/29
描く 大崎宥一展」を開催。
7/20～9/8
第44回企画展「恐竜百科展 神栖にアマ 全長9メートル、日本唯一のアマルガサウルスの
ルガサウルスがやってきた」
全身骨格が神栖にやってきます！この恐竜は、長
いくびにふたまたの突起がある植物食恐竜です。
ほかにもティラノサウルスの頭骨や恐竜の羽毛入
りコハクなどの珍しい資料を展示します。
7/20～11/5
日立シビックセンター天球劇場作成オリ 宇宙から日立に届いた謎のメッセージ。発信源を
ジナル番組 「ヒタチタビダチ～緊急！ 確かめるため、日立シビックセンター天球劇場の
天球！未知の宇宙へ～」
球体が宇宙船になり、想像と冒険の旅へ出発しま
す。未知の惑星を巡りながら、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！？
7/21～9/1
夏の特別展 「スポーツ・ラボ～運動を スポーツ研究所にようこそ！友達同士・家族と一
※7/29，8/26は 科学しよう！～」
緒に「近未来アスレチック」や「NEWスポーツ
お休み
体験コーナー」など、誰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！
7/21～9/1
天球劇場ドーム映像番組 「名探偵コナ JAXAが宇宙探査の成果を発表する展示会が開催
※7/29，8/26は ン 星影の魔術師」
されることになりました。
お休み
その目玉である、全て宝石で出来た太陽系儀「輝
きの天球」に、怪盗キッドから予告状が届きま
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 観光帆引き船（土浦市）
見学船にのり、霞ヶ浦に浮かぶ真っ白い帆を広げ
での毎週土・日・
た帆引き船をいろいろな角度から見て、写真撮影
祝
などをすることが出来ます。
※天候により欠航
の場合あり
7/21～11/24ま 観光帆引き船（かすみがうら市）
見学船にのり、霞ヶ浦に浮かぶ真っ白い帆を広げ
での毎週日曜日※
た帆引き船をいろいろな角度から見て、写真撮影
天候により欠航の
などをすることが出来ます。
場合あり
8/24～9/1
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100万本の花畑。八重ひまわ
りの「切り花園」や「ラッピングコーナー」も同
時開設します（有料）。
8/23～9/1
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は音と光の幻想的
な演出で特別な夜を演出します。
9/1
どすこいペア2019
「どすこい」は相撲の掛け声、「ペア(ＰＥＡ
Ｒ)」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」にちなん
だお祭りです。ちびっこ相撲大会や腕相撲大会な
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。
9/1
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。
9/1,9/2
鹿嶋のご神幸・提灯まち
神幸祭のお祝いとして、１日・２日の２日間は、
５台の山車が祭り囃子とともに、１０時から鹿島
神宮周辺を練り歩きます。１日の夕方から行われ
るのが、「提灯まち」です。
無数の提灯を付けた大きな青竹を天高く推し立て
ながら、祭頭囃とともに鹿島神宮へ向かって進み
ます。たくさんの提灯が付いた背の高い青竹が振
り回される様は迫力満点。
9/1～9/23
第５２回 水戸の萩まつり
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。まつり期間
中は週末を中心に、野点茶会やキャンドルによる
ライトアップ、ナイトウォーク等のイベントが偕
楽園内を予定。
9/1～10/31
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、
※土・日・祝日
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、人気の高いスポットの一つ。秋に産
卵のために川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。）
9/1～12/1までの 観光帆引き船（行方市）
見学船にのり、霞ヶ浦に浮かぶ真っ白い帆を広げ
毎週土日
た帆引き船をいろいろな角度から見て、写真撮影
※麻生地区につい
などをすることが出来ます。
ては、9月は日曜
のみの操業

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
イベントなどの写真 を展示。

場所
ミュージアムパーク茨城県自然博
物館
【住所】坂東市大崎700
取手市埋蔵文化財センター
【住所】取手市吉田383

茨城県観光物産協会
問合せ先
0297-38-2000

0297-73-2010

茨城県天心記念五浦美術館

0293-46-5311

常陽藝文センター
【住所】水戸市三の丸1-5-18
歴史民俗資料館
【住所】神栖市大野原4-8-5

029-231-6611

日立シビックセンター 科学館
【住所】日立市幸町1-21-1

0294-24-7731

日立シビックセンター 科学館
【住所】日立市幸町1-21-1

0294-24-7731

日立シビックセンター 天球劇場
【住所】日立市幸町1-21-1

0294-24-7731

土浦港内乗船場所
【住所】土浦市川口

土浦市観光協会
029-824-2810

かすみがうら市交流センター
【住所】かすみがうら市坂4784

かすみがうら市観光協会
029-897-1111
※操業当日は029-896-1226
（かすみがうら市交流センター）
筑西市観光協会
0296-20-1160

筑西市宮山地区
（宮山ふるさとふれあい公園周
辺）

0299-90-1234

国営ひたち海浜公園 みはらしの
丘

ひたち公園管理センター
029-265-9001

筑西市役所関城支所（旧関城町役
場）敷地内
【住所】筑西市舟生1040

筑西市 観光振興課
0296-20-1160

鹿嶋市・鹿島神宮周辺

鹿島神宮社務所
0299-82-1209

鹿島神宮 ・鹿島神宮周辺

鹿嶋市観光協会
0299-82-7730

偕楽園
【住所】水戸市常磐町1丁目

水戸観光コンベンション協会
029-224-0441

奥久慈だいご観光やな
【住所】久慈郡大子町大字大子
1899

0295-72-3487

【麻生地区】天王崎観光交流セン （一財）行方市開発公社
ター コテラス内(乗船場所:古宿船 0299-55-3927
溜)
【玉造地区】行方市観光物産館
「こいこい」裏 帆引き船事務所(乗
船場所:霞ヶ浦ふれあいランド地先
玉造桟橋)
の花や風景、 茨城県植物園
029-295-2150
【住所】茨城県那珂市戸4589

9/7～11/4

茨城県フラワーパーク ダリアまつり

9/7～11/5，
11/9～12/27

天球劇場ドーム映像番組 「えんとつ町 舞台はえんとつだらけの町。ゴミがくっついて生 日立シビックセンター 天球劇場
のプペル」
まれた「ゴミ人間」のプペルは、えんとつ掃除屋
の少年ルビッチに出会い「ホシ」の話を聞きま
す。お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣さ
んの絵本が原作の作品です。

日立シビックセンター 科学館
0294-24-7731

9/10～9/15

暮らしに活きる「はな・花・華」展
2019
～奏～
タバンカ祭（松明祭）

9/12,9/14

9/14～9/16

9/15

9/16

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楽しいイ 【住所】石岡市下青柳200
ベントが目白押しです。

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
全国でもここでしか見ることのできない火の粉を
浴びて災いを退ける奇祭「タバンカ祭」。
その起源は、応安3年（西暦1370年）に大宝寺
別当坊の賢了院が出火した際に、「畳」と「鍋ぶ
た」を使い火を消したという故事を戯曲化したも
のといわれています。
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。
観光帆引き船【３市合同操業（７艘）】 土浦市・かすみがうら市・行方市の観光帆引き船
7艘が霞ケ浦に一堂に会する貴重な一日。

水戸市植物公園
【住所】水戸市小吹町504

029-243-9311

大宝八幡宮
【住所】下妻市大宝667

下妻市観光協会
0296-44-8098

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合
わせ先へ

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。
秋の深まりとともにコキアが色付き、国営ひたち
海浜公園の「みはらしの丘」を真っ赤に染め上げ
ます。丘のふもとでは、コスモスをはじめとする
秋の花が公園を彩ります。
約800品種、約3万株のバラが園内を彩る秋バラ
まつりが開催されます！期間中にはバラに関する
様々な教室が開催されるほか、コンサートや各種
展示会など楽しいイベントが目白押し。

水戸市中心市街地

かすみがうら市都市産業部観光商
工課
029-897-1111
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月中旬～10月下 コキアカーニバル
旬【予定】

国営ひたち海浜公園
【住所】ひたちな市馬渡字大沼
605-4

国営ひたち海浜公園
029-265-9001

茨城県フラワーパーク
【住所】石岡市下青柳200

茨城県フラワーパーク
0299-42-4111

植物の葉･種･茎を使って作るプラント・ドールの
作品約50点を展示。
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鉢を展示予定（天候
により種類の変更あり）
ステージではよさこい、キャラクターショー、ダ
ンスなど様々な演技が行われます。会場内には地
元商店、企業、市民団体によるブースが出展され
ます。
奥久慈大子の秋の味覚、りんごにちなんだ催し物
が盛りだくさんの楽しいイベントです。りんご祭
りに参加して、奥久慈大子のりんごを満喫してく
ださい！
月の満ち欠けを基軸にした時の流れの中、自然や
文化、郷土を見つめ直す「ふれあいの場」として
始まったお祭りです。水郷潮来の秋の風情と、川
沿いに灯された２０００燈の灯りの情景をお楽し
みください。
詳細は9月中旬公開予定。予約は不要。

水戸市植物公園
【住所】水戸市小吹504
水戸市植物公園
【住所】水戸市小吹504

029-243-9311

守谷駅西口駅前広場及び土塔口周
辺

守谷市商工会
0297-48-0339

ゆで栗・栗加工品の試食・販売、茶席、栗に関連
したハンドメイド商品の販売。陶芸体験、栗で
ゲーム(栗ダーツ・栗ゴルフ・重さ当てなど)。
〈内容は変更になる可能性あり〉
常陸大宮市商工会では、例年、地元食材を使った
新たな「食」の創造により、地域の話題づくりと
賑わいの創出、地域産業活性化を目的に『常陸大
宮グルメフェア』を開催しております。
今年で第8回目の開催となる、日本百景にも選ば
れる美しい湖“霞ヶ浦“を舞台に行う5時間の自
転車耐久レースイベント。コースは1周4.8kmの
起伏あるコースで、霞ヶ浦湖畔の長い1.8kmのス
トレートが最大の特徴。
笠間を代表する地場産品である笠間焼や稲田みか
げ石、笠間産農産物やB級グルメなど150にもお
よぶお店が会場内に所狭しと軒をつらねます。
ラムサール条約に登録された涸沼のほとりにおい
て「ひぬまdeマルシェ」が開催されます。豊かな
自然の中で爽やかな初秋の1日をのんびり満喫し
てみませんか。

笠間芸術の森公園
【住所】笠間市笠間2345

9/20～11/4

秋バラまつり

9/18～9/23

プラントドール展

9/28～9/29

第45回秋の山草展

9/28，9/29

第36回守谷市商工まつり～きらめき守
谷夢彩都フェスタ～

9/29

奥久慈大子りんご祭

10/5

月まつり

10/5

筑波宇宙センター特別公開

10/5，10/6

かさま新栗まつり

10/6

第9回常陸大宮グルメフェア

10/12，10/13

~レイクサイドサイクルフェスタ~ かす
みがうらエンデューロ

10/12～10/14

笠間浪漫

10/13

ひぬまdeマルシェ

10/13

しろさとマルシェ～あなたと共に地域を 城里町のふれあいイベント「しろさとマル
創造します～
シェ」。見て・食べて・体験して、参加者も出展
者も楽しめるイベント作りを目指します。
結い市
結城の歴史的な街並みや地場産業を中心とする営
みや暮らしといった街の魅力と、様々な人・モノ
の縁の結びつきをみんなでつくるお祭りです。

10/13，10/14

0299-42-4111

10/19，10/20

しもつま砂沼フェスティバル

10/19～11/24

笠間の菊まつり

029-243-9311

ファミリーマート JA常陸奥久慈店 大子町観光協会
【住所】大子町大字頃藤3853
0295-72-0285

潮来市前川水門前【あやめ園】

水郷潮来観光協会
0299-63-3154

筑波宇宙センター
【住所】つくば市千現2-1-1

筑波宇宙センター広報部
050-3362-6265（平日9:30
～ 12:00、13:00 ～ 17:00）
茨城県笠間市農政課
0296-77-1101(内線527)

常陸大宮ショッピングセンターピ
サーロ駐車場
【住所】常陸大宮市下村田2387

常陸大宮市商工会
0295-53-3100

歩崎公園（茨城県かすみがうら
市）

かすみがうら市観光協会
029-897-1111

笠間芸術の森公園
【住所】笠間市笠間2345

笠間観光協会
0296-72-9222

涸沼自然公園キャンプ場
【住所】東茨城郡茨城町中石崎
2263

茨城町観光協会 (茨城町役場 地
域産業課内）029-240-7124

城里町役場【本庁舎】
【住所】東茨城郡城里町大字石塚
1428-25
結城市・健田須賀神社ほか市内各
所

城里町商工会
029-289-2132

下妻のおいしい農産物、特産品、工芸品などを会 砂沼サンビーチ
場内にて販売。子どもが遊べるちびっこ広場や、 【住所】下妻市長塚乙4-1
参加型イベントもあり、家族で楽しめます。ま
た、ステージイベントでは、市民による芸能披露
も。
日本で最も古い菊の祭典で、今年で第112回とな 笠間稲荷神社
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。

(株)ＴＭＯ結城 結いプロジェクト
事務局
0296-33-0073
下妻市商工観光課
TEL：0296-43-2111（代）

笠間市観光課
0296-77-1101

10/20

おみたま産業まつり

収穫の秋・食欲の秋にふさわしく、地元の新鮮な 空の駅「そ・ら・ら」
農産物の展示即売や商工業者による模擬店が多数 【住所】小美玉市山野1628-44
出店するほか、模擬上棟式（もちまき）やどなた
でも楽しめるコーナが多数あります。

10/20

第35回みなと産業祭

水産物、農産物、商工業品の卸売り、飲食などの 那珂湊漁港
イベント盛りだくさんです。

10/26

第88回土浦全国花火競技大会

10/26～11/30

第32回 里美かかし祭

10/27

第４回 水戸黄門漫遊マラソン

10/27

第29回ひたち秋祭り～郷土芸能大祭～

10/27

第５回 那珂市産業祭

10/27～11/23

第14回 古河菊まつり

10月下旬

つくばみらい市

10月下旬～11月
上旬

茨城バラまつり

10月下旬～12月

桜川市・酒寄みかん狩り

商工感謝祭

みなと産業祭実行委員会 (ひたち
なか商工会議所那珂湊支所)
029-263-7811
打上数およそ2万発。
桜川畔（学園大橋付近）
土浦全国花火競技大会実行委員会
029-826-1111（内線2705）
農家のシンボルであり、田んぼの守り神として古 里美ふれあい館 イベント広場
常陸太田市観光物産協会里美支部
来より親しまれているかかし。毎回、市内外より 【住所】常陸太田市大中町3417- （常陸太田市役所・里美支所内）
オリジナリティ豊かで、面白い表情のかかしが数 1
0294-82-2111（代表）
多く寄せられます。豊かな自然を誇る里美地区ら
しさが感じられる、どこか温かくて懐かしいイベ
ントです。
歴史を感じさせるメイン会場と風光明媚なコース 水戸市内
水戸黄門漫遊マラソン実行委員会
設定が魅力。沿道からの途切れることのない応援
事務局TEL：029−303−7808
は、参加ランナーのエネルギーに。完走記念メダ
ルは印籠をイメージしたデザイン。
全国各地の郷土芸能や市内中学生の芸能競演を堪
能できる、日立市の秋の一大風物詩。
那珂市では、市における産業を広く市民に紹介
し、事業者や生産者・消費者との交流機会を創出
するとともに、地域産業の振興と市民生活の向上
に資することを目的とした「那珂市産業祭」を開
催しています。
那珂市を支える農業・商業・工業が大集結し様々
な体験コーナーやステージイベントを行いますの
で、ぜひご来場ください。
市内外の愛好者たちが一年かけて丹精込めて育て
た、菊が約1800鉢展示します。
会場内では、特設ステージで芸能人による歌謡
ショーなどが賑やかに行われます。 新米コシヒ
カリが当たる抽選会が行われたり、上棟式を再現
して紅白のお餅やお菓子が撒かれます。 郷土の
偉人「間宮林蔵」の名前をとった、大鍋で料理す
る「林蔵鍋」など各種イベントのほか、約30の
模擬店が出店するなど、楽しい催しがたくさんあ
ります。
イベント期間中は、芳醇な香りや深く濃い色合い
が魅力の「秋バラ」を堪能できます。世界初の青
いバラ「アプローズ」の展示や「常陸ローズガー
デン」をご案内するガイドツアー、バラにまつわ
る様々なイベントも予定。

日立シビックセンター新都市広場
・那珂市中央公民館駐車場
・一の関ため池親水公園

雨情の里港まつり

11/3

第14回五霞ふれあい祭り

11/3

第29回 うしくWaiワイまつり

11/3

ヤブサメ

神事流鏑馬

11/9，11/10

常陸秋そばフェスティバル里山フェア

11/9,11/10

市制施行80周年記念事業
第43回日立市産業祭

11/9，11/10

きものday結城

11/9,11/10

第6回行方ふれあいまつり

日立シビックセンター 交流事業課
0294-24-7711
那珂市産業祭実行委員会事務局(那
珂市商工観光課内)
029-298-1111(代表)

古河市ネーブルパーク ふれあい
広場【住所】古河市駒羽根620
谷和原公民館
【住所】つくばみらい市古川
1025番地

古河市観光協会
0280-23-1266
つくばみらい市商工会
０２９７－５８－１７００

国営ひたち海浜公園・常陸ローズ
ガーデン
【住所】ひたちな市馬渡字大沼
605-4

国営ひたち海浜公園
029-265-9001

桜川市真壁町は温州みかんの北限地。霜が降りる 桜川市真壁町酒寄地区
ことが少ないといわれる温暖な筑波山の斜面を利
用して、10月下旬から12月に真壁町酒寄地区で
みかん園がオープンします。
11月第1土曜日～ みほ産業文化・スポーツフェスティバル
美浦村中央公民館他
第3日曜日
11/1～12/1【予 花貫渓谷紅葉まつり
花貫ダムから名馬里ヶ淵(なめりがふち)、そして 茨城県高萩市大能地内
定】
小滝沢キャンプ場にかけて美しい景観が続いてい
ます。遊歩道が整備され、ハイキングコースとし
ても最適です。
11/2，11/3
ひたちなか市産業交流フェア
ひたちなか市の元気な産業が大集合!!水産業、農 ひたちなか市総合運動公園
業、商工業などの産業が一堂に会して開催され
る、ひたちなか市の秋の一大イベント。
11/3【予定】

小美玉市役所 産業経済部 商工観
光課0299-48-1111（代表）

地元農産物の即売、市内の企業の製品紹介や販売
コーナー、フリーマーケット等のテントが所狭し
と並びます。地元特産品の一つである「あんこう
の吊し切り」実演とあんこう鍋の販売も人気。
五霞町産食材を使った八つ頭コロッケをはじめ会
場でしか味わえない多くの「飲食品・物販品の提
供・販売」、お子様から大人まで「楽しく学べる
参加体験型プログラム」、祭りに華をそえる「観
て楽しいステージなどでのショー」など、住民手
作りの食べて・楽しめるイベントです。
うしくＷａｉワイまつりは平成３年から始まった
祭りで、毎年１１月３日の文化の日に開催される
「街のにぎＷａｉ・土のあじワイ」をメインテー
マとした産業祭です。
毎年11月3日の文化の日に開催される流鏑馬は、
昭和25年に始まりました。小笠原流一門の射手
や古武道振興会の人々など総勢40名が、拝殿前
で安全祈願を行った後、笠間小学校前の特設馬場
まで参進します。馬場では、3箇所に設けられた
的を鏑矢で射て、その命中度で来年の農業の豊凶
を占います。
常陸秋そば食べ歩きコーナーや常陸太田市観光物
産協会会員等による飲食・物販コーナー、農産物
等特産品直売コーナーなど、秋の味覚を満喫する
ことができます。
市内の地場産品の販売、茨城県や友好親善都市の
特産品の紹介、ステージイベント等を予定。

大津漁港（北茨城市大津町）

「きものを着て結城の街並み散策」をテーマに、
参加者が結城紬や各自用意した着物を着て街散策
を行います。お茶のサービスや紬の反物が当たる
抽選会などを行います。
本年度の行方ふれあいまつりのテーマは『食』で
す！

桜川市観光協会
0296-55-1159

美浦村産業文化祭実行委員会
高萩市観光協会
0293-23-2121

ひたちなか市産業交流フェア推進
協議会(ひたちなか市商工振興課
内)
029-273-0111
北茨城市商工会
0293-42-2511

五霞町中央公民館
【住所】猿島郡五霞町大字小福田
148-1

五霞町政策財務課
0280-84-1111(代表）

牛久市中央生涯学習センター駐車
場

牛久市観光協会
029-874-5554

笠間稲荷神社
【住所】笠間市笠間1番地

笠間市商工観光課
0296-77-1101

山吹運動公園駐車場
【住所】常陸太田市新宿町1

常陸太田市観光物産協会
0294-72-8194

日立市池の川さくらアリーナ
【住所】日立市東成沢町2-15-1

日立市産業経済部 商工振興課
0294-22-3111(代表)

結城市北部市街地
【住所】結城市大字結城1447

結城市観光協会事務局（市商工観
光課内）
0296-34-0421

霞ヶ浦ふれあいランド
【住所】行方市甲1234

行方市商工観光課
0291-35-2111

11/10

第46回岩井将門まつり

11/10【予定】

第9回

商い創造祭

11/16
第２２回やまがた宿芋煮会
※予備日：11/17
11/23

上戸の獅子舞

11/23

東海I～MOのまつり

11/23 【予定】

商業まつり 「いがっぺ市」

11/23，11/24

土浦カレーフェスティバル

将門まつりは、郷土の英雄「平将門公」の勇姿を
現代によみがえらせようと、 昭和47年4月の旧
岩井市市政施行を記念して始まりました。まつり
は、毎年11月の第2日曜日に開催されます。 坂
東市の秋を彩る風物詩として定着し、市内外のか
たに親しまれています。
特設ステージイベント、物産展、大抽選会、市内
の飲食店の出店など盛りだくさんです。
秋の紅葉を楽しみながら、地元食品をふんだんに
使った芋煮を味わってはいかがでしょうか。

國王神社、岩井商店街歩行者天国
区域

坂東市観光協会
0297-20-8666

水郷潮来あやめ園周辺

上戸の獅子舞(うわどのししまい)は、毎年11月
23日に国神神社の例祭で五穀豊穣を願って奉納
されます。
平成7年から始まった東海I～MOのまつりは、東
海村の特産品であるさつまいもをテーマにした、
県内で唯一のイモのおまつりです。
毎年11月23日の「勤労感謝の日」に龍ケ崎市商
店街をあげて開催しているイベントです。龍ケ崎
市商店街大通り約1.8kmを歩行者天国にして、大
道芸やダンスパフォーマンス、ミニコンサートな
どのさまざまなイベントや物産販売を実施しま
す。
ご当地のカレーはもとより、全国各地からカレー
業者が集まり、約40種類のカレー料が堪能でき
ます。 また、「第4回 土浦カレーフェスティバ
ル」以降、同時にC-1グランプリが開催され、来
場者の投票によりナンバー１を決します。

国神神社
【住所】潮来市上戸1551

潮来市商工会
0299-80-3831
常陸大宮市役所 産業観光部 商工
観光課
0295-52-1111（代表）
潮来市産業観光課
0299-63-1111（代表）

東海文化センター
【住所】東海村大字船場768-1

東海村観光協会
029-287-0855

商店街大通り及びにぎわい広場

龍ケ崎市役所 産業経済部 商工観
光課
0297-64-1111（代表）

※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。

清流公園（常陸大宮市山方）

J:COMフィールド土浦〈川口運動 土浦市役所 商工観光課 商工労政
公園陸上競技場〉
係
【住所】土浦市川口2-12-75
029-826-1111
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