２０１9年10月～１２月
開催日
9/7～10/27
※土日祝のみ

催事名
たのしくつくろう!工作コーナー
「消える貯金箱」

いばらきイベントカレンダー
概要

月替わりの科学工作が楽しめます。
箱の中に斜めに鏡を入れ、中に入れたお金が消
えたように見える貯金箱を作ります。
係員が一緒に、作り方をご説明しますので、ど
なたでもお気軽にご参加ください。

一般社団法人 茨城県観光物産協会
場所
問合せ先
日立シビックセンター 科学館（日 日立シビックセンター 科学
立市幸町1-21-1）
館 0294-24-7731

9月中旬～10月下 コキアカーニバル
旬【予定】

9/7～11/5
※土日祝のみ
10月以降は月曜も上
映（10/7を除く）

7/20～11/5

秋の深まりとともにコキアが色付き、国営ひ 国営ひたち海浜公園（ひたちな市馬 国営ひたち海浜公園
たち海浜公園の「みはらしの丘」を真っ赤に 渡字大沼605-4）
029-265-9001
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。
天球劇場ドーム映像番組 「たいようくんと 昼しか知らないたいようくんに、おつきちゃんが 日立シビックセンター 天球劇場
日立シビックセンター 科学
おつきちゃん」
夜空の面白さを教えてあげます。さあ、たいよう （日立市幸町1-21-1）
館 0294-24-7731
くんは自分の目で夜空に輝くお星さまを見ること
ができるのでしょうか。絵本タッチのやさしい内
容です。

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 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！ 源を確かめるため、日立シビックセンター天 【住所】日立市幸町1-21-1
天球！未知の宇宙へ～」
球劇場の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！？

7/21～10/14ま 観光帆引き船（土浦市）
での毎週土・日・
祝
※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）
での毎週日曜日
※天候により欠航
の場合あり
9/1～10/31
※土・日・祝日

9/1～10/31

029-824-2810
土浦市観光協会

029-897-1111
かすみがうら市観光協会
※操業当日は029-8961226（かすみがうら市
交流センター）
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 奥久慈だいご観光やな（久慈郡大子 0295-72-3487
め、魚を捕らえる仕掛けです。県内唯一の、 町大字大子1899）
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。）
〈日立市市政施行８０周年記念〉一部公共施 令和元年9月1日に市政施行８０周年を迎える日 日立市内
日立シビックセンター科学
設の無料開放のお知らせ

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

9/7～10/27

見学船にのり、霞ヶ浦に浮かぶ真っ白い帆を 土浦港内乗船場所
広げた帆引き船をいろいろな角度から見て、 【住所】土浦市川口
写真撮影などをすることが出来ます。

0294-24-7731

〈企画展〉憧れの欧米への旅 竹久夢二展

見学船にのり、霞ヶ浦に浮かぶ真っ白い帆を かすみがうら市交流センター
広げた帆引き船をいろいろな角度から見て、 【住所】かすみがうら市坂4784
写真撮影などをすることが出来ます。

立市では、公共施設の一部を無料開放します。
(1)日立シビックセンター科学館、(2)日立シビッ
クセンター天球劇場、(3)奥日立きららの里、
(4)かみね動物園、(5)かみね市民プール
※無料の範囲：各施設の入場料
※休館日等については各施設へご確認ください。

館（0294-24-7731）
日立シビックセンター天球
劇場（0294-24-7731）
奥日立きららの里
（0294-24-2424）
かみね動物園
（0294-22-5586）
かみね市民プール
（0294-23-3045）

見学船にのり、霞ヶ浦に浮かぶ真っ白い帆を 【麻生地区】天王崎観光交流セン
広げた帆引き船をいろいろな角度から見て、 ター コテラス内(乗船場所:古宿船
写真撮影などをすることが出来ます。
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)
大正時代に一世を風靡し、現在も高い人気を誇る 茨城県近代美術館（水戸市千波町東
竹久夢二。本展では、貴重な肉筆画を多数展示し 久保666-1）

（一財）行方市開発公社
0299-55-3927

茨城県近代美術館
029-243-5111

て“夢二式美人”をご堪能いただくほか、実際に
販売されていた封筒など当時の人々の暮らしを
彩ったデザインの数々、書籍や楽譜の装幀などに
より、幅広い画業の全貌をご紹介します。

9/7～11/4

ダリアまつり

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

茨城県フラワーパーク
0299-42-4111

9/7～11/24

〈企画展〉いきもの狂騒曲-陶芸フィギュア 現代の陶芸作品の中には、生き物をモチーフに選 茨城県陶芸美術館（笠間市笠間
の現在び創作を加え、生物に新たな存在感を与える新し 2345）
いタイプの陶芸フィギュアが注目されています。
本展では、陶芸フィギュアの魅力を拡げている注
目すべき現代作家の作品を紹介します。

茨城県陶芸美術館
0296-70-0011

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 日立シビックセンター 天球劇場
のプペル」
て生まれた「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

9/20～11/4

秋バラまつり

約800品種、約3万株のバラが園内を彩る秋 茨城県フラワーパーク
バラまつりが開催されます！期間中にはバラ 茨城県石岡市下青柳200
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。

9/28～10/27

茨城国体開催記念

10/5

月まつり

月の満ち欠けを基軸にした時の流れの中、自 潮来市前川水門前【あやめ園】
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。

水郷潮来観光協会
0299-63-3154

10/5

筑波宇宙センター特別公開

2019年度宇宙の日 筑波宇宙センター特別公開 筑波宇宙センター（つくば市千現
を10月5日（土）に開催いたします。
2-1-1）
（雨天決行・入場の予約は必要ありません）※当
日の混雑緩和の為、一部イベントは事前申込制と
させていただきます。

筑波宇宙センター広報部
050-3362-6265

10/5，10/6

かさま新栗まつり

ゆで栗・栗加工品の試食・販売、茶席、栗に 笠間芸術の森公園
関連したハンドメイド商品の販売。陶芸体
(笠間市笠間2345)
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〉

茨城県笠間市農政課
0296-77-1101(内線
527)

10/5,10/6

第8回北茨城市ノルディックウォーキング

５日(土)は潮騒ルートとして、磯原・平潟の2
北茨城市内
コースをご用意しており、漁業歴史資料館よう・
そろーを起点として爽やかな海風を感じながら、
二ツ島や五浦岬公園から見る六角堂といった北茨
城の自然・文化を満喫できるコースとなっていま
す。
6日(日)には森林ルートとして、関本ののどか
な風景を楽しみながら、2018年に北茨城市出身
のアーティストである石井竜也氏により命名され
たアートギャラリー「期待場」を目指す、山の自
然・アートを感じられるコースとなっています。

北茨城市観光協会
（商工観光課事務局）
0293-43-1111（内線
361）

10/5,10/6

〈展示・体験〉ハロウィーンda植物園

ハロウィンの時期にあわせて,園内を装飾し，夜
はライトアップを実施（キャンドル点火17:00
～）ハロウィーンライブや仮装コンテストも予
定。

10/6

第9回常陸大宮グルメフェア

常陸大宮市商工会では、例年、地元食材を
常陸大宮ショッピングセンターピ
使った新たな「食」の創造により、地域の話 サーロ駐車場（常陸大宮市下村田
題づくりと賑わいの創出、地域産業活性化を 2387）
目的に『常陸大宮グルメフェア』を開催して
おります。

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

今年で第8回目の開催となる、日本百景にも 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
選ばれる美しい湖“霞ヶ浦“を舞台に行う5
029-897-1111
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。

10/12～10/14

笠間浪漫

笠間を代表する地場産品である笠間焼や稲田 笠間芸術の森公園
みかげ石、笠間産農産物やB級グルメなど
(笠間市笠間2345)
150にもおよぶお店が会場内に所狭しと軒
をつらねます。

10/12～10/14

つくばラーメンフェスタ2019

県内外から人気のラーメン店が出店。ラーメン好 研究学園駅前公園（つくば市学園南 つくば市商工会青年部
きには嬉しいイベントです。
2丁目1）
029-879-8200

10/13

ひぬまdeマルシェ

ラムサール条約に登録された涸沼のほとりに 涸沼自然公園キャンプ場 （東茨城
おいて「ひぬまdeマルシェ」が開催されま 郡茨城町中石崎2263）
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。

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
城里町役場【本庁舎】（東茨城郡城 城里町商工会
創造します～
シェ」。見て・食べて・体験して、参加者も 里町大字石塚1428-25）
029-289-2132
出展者も楽しめるイベント作りを目指しま
す。

10/13

第28回 奥久慈大子まつり2019

奥久慈大子の味力(魅力)の発信をテーマに、地元 大子町文化福祉会館「まいん」（大 奥久慈大子まつり実行委員
グルメやクラフト雑貨のショップやフリマ、Live 子町大字大子７２２−１），常陸大 会事務局(NPO法人まちの
イベントを開催。食（Food）×音楽（Music） 子駅前商店街
研究室) 0295-76-8025
×雑貨（Craft）がテーマのイベント。

10/13

第47回神栖花火大会

今年も秋の神之池の夜空を打上総数約６,０００
発の花火が彩ります。

企画展示

茨城県フラワーパーク
0299-42-4111

〈横山大観〉 今回の企画展示は大観の代表作品約45点を展示 茨城県近代美術館（水戸市千波町東 茨城県近代美術館
し、大観芸術の流れを辿ることで、国内の各地か 久保666-1）
029-243-5111
ら来県された方々に、茨城が生んだ横山大観につ
いてより理解を深めていただく機会とします。

なお、各日日帰り参加可能。

※雨天・強風時は翌日
に順延

茨城県植物園（那珂市戸4589）

神之池緑地 陸上競技場（神栖市溝
口4991 ）

茨城県植物園
029-295-2150

常陸大宮市商工会
0295-53-3100

笠間観光協会
0296-72-9222

茨城町観光協会 (茨城町
役場 地域産業課内）
029-240-7124

神栖市観光協会
0479-26-3021

10/13，10/14

結い市

結城の歴史的な街並みや地場産業を中心とす 結城市・健田須賀神社ほか市内各所 (株)ＴＭＯ結城 結いプロ
る営みや暮らしといった街の魅力と、様々な
ジェクト事務局
人・モノの縁の結びつきをみんなでつくるお
0296-33-0073
祭りです。

10/18，10/19

アロマで愉しむプラネタリウム～秋の香り～ 豊かな香りの中で星空を見てみませんか。秋をイ 日立シビックセンター 天球劇場
メージした香りの中で、秋の夜空に描かれる星座 （日立市幸町1-21-1）
たちをご紹介します。

日立シビックセンター 科学
館 0294-24-7731

10/19，10/20

しもつま砂沼フェスティバル

下妻のおいしい農産物、特産品、工芸品など 砂沼サンビーチ（下妻市長塚乙4を会場内にて販売。子どもが遊べるちびっこ 1）
広場や、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。

下妻市商工観光課
TEL：0296-43-2111
（代）

10/19～10/21

大麻神社祭礼

毎年10月の第3日曜日を中心に土曜日、日曜
麻生地区麻生
日、月曜日の3日間で行われます。玄通、蒲縄、
下渕、田町、本城（宿）の5地区による5台の山
車の曳き回しが行われ、土曜日の夜には5台の山
車がすべて集まり踊りの競演が行われます。

行方市商工観光課
0291-35-2111

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 笠間稲荷神社
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。

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 空の駅「そ・ら・ら」（小美玉市山 小美玉市役所 産業経済部
鮮な農産物の展示即売や商工業者による模擬 野1628-44 ）
商工観光課0299-48店が多数出店するほか、模擬上棟式（もちま
1111（代表）
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 那珂湊漁港
どのイベント盛りだくさんです。

10/20

ひたちなかフェスタ2019

ひたちなか地区のPRコーナーや見学バスツ
国営ひたち海浜公園（ひたちなか市 国営ひたち海浜公園
アー、地元特産品の販売や各種体験コーナーな
馬渡字大沼605-4）水のステージ 029-265-9001
ど、近隣地域の魅力を見て触れて、味わって体験 周辺
いただくブースを出展します。

10/20～11/24

〈展覧会〉「大正の漫画家・山田みのる」

水戸出身の大正時代の漫画家・山田みのる
水戸市立博物館（水戸市大町3-3（1889～１９２５）の活動を紹介する展覧会で 20）
す。山田みのるが描いた明るく楽しい漫画や絵画
をお楽しみいただけます。

10/23～11/2

「工房えむ」ボタニカルアートフラワー（押 アクリル絵の具で描いた器や鉛で作った器に押し 水戸市植物公園
花）展～うつわの中の植物図鑑～
花やプリザーブドフラワー、アーティフィシャル （水戸市小吹町504）
フラワーをデザインした作品を葯120点を展
示。美しい世界をお楽しみください。

10/25，10/27
（予定）

水戸室内管弦楽団
第104回定期演奏会

1990年の開館と同時に、初代館長・吉田秀和の 水戸芸術館 コンサートホール
提唱により誕生。日本を代表する音楽家である小 ATM（水戸市五軒町 1-6-8 ）
澤征爾が、総監督、指揮者としてその運営にあた
る水戸室内管弦楽団の定期演奏会。

水戸芸術館
029-227-8111

10/26

第88回土浦全国花火競技大会

打上数およそ2万発。

土浦全国花火競技大会実
行委員会
029-826-1111（内線
2705）

10/26，10/27

祭りゆうき2019

市内外から様々なジャンルの踊りの団体が結城市 市民文化センターアクロス 及び け 結城市観光協会
に集結。会場では多彩な催しを楽しむことができ やき公園周辺
0296-34-0421
る。

10/26，10/27

第29回 鹿嶋まつり

昨年に引き続き「 ハロウィンイベント 」を開
県立カシマサッカースタジアム 周
催。その他、 お仕事体験 「 かしまちワーク
辺（鹿嶋市神向寺後山26-2 周辺）
」、恒例の かしまフェア （模擬店・物産展）、
屋外メインステージでの ダンスフェスタ 、 キャ
ラクターショー 、 アントラーズトークショー な
どが行われます。

桜川畔（学園大橋付近）

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

水戸市立博物館
029-226-6521

水戸市植物公園
029-243-9311

第２９ 回鹿嶋まつり実行委
員会事務局（ 鹿嶋市商工観光
課 内）

0299-82-2911

10/26，10/27

常陸太田SAKEフェス
～秋の陣～

常陸太田市内の全４蔵が集結。それぞれのブース 里美ふれあい館イベント広場（常陸 常陸太田市観光物産協会
を設け自社のお酒をＰＲ。各蔵が解禁したばかり 太田市大中町3417-1）
0294-72-8194
の「秋あがり」を中心に地酒の即売を行います。

10/26，10/27

第4回 里美案山子音楽祭

１日9組のアーティストが素敵なライブを行いま 里美ふれあい館イベント広場（常陸 常陸太田市観光物産協会
す！また、「常陸太田ＳＡＫＥフェス～秋の陣
太田市大中町3417-1）
0294-72-8194
～」と「第32回 里美かかし祭」も同時開催。

10/26～11/30

第32回 里美かかし祭

農家のシンボルであり、田んぼの守り神とし 里美ふれあい館 イベント広場（常
て古来より親しまれているかかし。毎回、市 陸太田市大中町3417-1）
内外よりオリジナリティ豊かで、面白い表情
のかかしが数多く寄せられます。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。

常陸太田市観光物産協会
里美支部
（常陸太田市役所・里美
支所内）
0294-82-2111（代
表）

10/27

第４回 水戸黄門漫遊マラソン

歴史を感じさせるメイン会場と風光明媚な
水戸市内
コース設定が魅力。沿道からの途切れること
のない応援は、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。

水戸黄門漫遊マラソン実
行委員会事務局
029−303−7808

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競演 日立シビックセンター新都市広場
を堪能できる、日立市の秋の一大風物詩。

日立シビックセンター 交
流事業課
0294-24-7711

10/27

第５回 那珂市産業祭

那珂市では、市における産業を広く市民に紹 ・那珂市中央公民館駐車場
介し、事業者や生産者・消費者との交流機会 ・一の関ため池親水公園
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。

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)

10/27

豊作村収穫祭

植物・野菜の販売、物産品の販売、フリーマー
龍ケ崎市農業公園 豊作村（龍ケ崎
ケットやキャラクターショー、ロードトレイン、 市板橋町440）
バルーンスライダー、ふわふわバルーンなど、ご
家族で楽しめる催しがいっぱいです。

龍ケ崎市農業公園 豊作村
0297-60-1720

10/27

十二単試着体験

雅な十二単（体験用）を試着し、平安時代に想い 茨城県立歴史館（水戸市緑町2-1を馳せます。【要予約 ※申込締切10/9㈬】
※申込締切10/9㈬
15）

茨城県立歴史館
029-225-4425

10/27～11/23

第14回 古河菊まつり

市内外の愛好者たちが一年かけて丹精込めて 古河市ネーブルパーク ふれあい広 古河市観光協会
育てた、菊が約1800鉢展示します。
場（古河市駒羽根620）
0280-23-1266

10月下旬

つくばみらい市

会場内では、特設ステージで芸能人による歌 谷和原公民館（つくばみらい市古川 つくばみらい市商工会
謡ショーなどが賑やかに行われます。 新米 1025番地）
０２９７－５８－１７０
コシヒカリが当たる抽選会が行われたり、上
０
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。

10月下旬～11月
上旬

茨城バラまつり

イベント期間中は、芳醇な香りや深く濃い色 国営ひたち海浜公園・常陸ローズ
合いが魅力の「秋バラ」を堪能できます。世 ガーデン（ひたちな市馬渡字大沼
界初の青いバラ「アプローズ」の展示や「常 605-4）
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。

国営ひたち海浜公園
029-265-9001

10月下旬～12月

桜川市・酒寄みかん狩り

桜川市真壁町は温州みかんの北限地。霜が降 桜川市真壁町酒寄地区
りる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。

桜川市観光協会
0296-55-1159

商工感謝祭

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
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 笠間稲荷神社
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。
11/1～11/10

うしく菊まつり

美浦村産業文化祭実行委
員会
笠間市観光課
0296-77-1101

うしく菊まつりは１１月上旬から中旬にかけて牛 牛久市中央生涯学習センター駐車場 牛久市観光協会
久市中央生涯学習センター駐車場で開催されま
（牛久市柏田町1606-1）
029-874-5554
す。愛好家たちが丹精込めて育て上げた約８００
鉢のさまざまな菊花が趣向を凝らして展示されま
す。

11/1～12/1【予 花貫渓谷紅葉まつり
定】

花貫ダムから名馬里ヶ淵(なめりがふち)、そ 茨城県高萩市大能地内
して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。

高萩市観光協会
0293-23-2121

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
ひたちなか市総合運動公園
業、農業、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。

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

11/3【予定】

雨情の里港まつり

地元農産物の即売、市内の企業の製品紹介や 大津漁港（北茨城市大津町）
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。

北茨城市商工会
0293-42-2511

11/3

第14回五霞ふれあい祭り

五霞町産食材を使った八つ頭コロッケをはじ 五霞町中央公民館（猿島郡五霞町大 五霞町政策財務課
め会場でしか味わえない多くの「飲食品・物 字小福田148-1）
0280-84-1111(代
販品の提供・販売」、お子様から大人まで
表）
「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。

11/3

11/3

第29回 うしくWaiワイまつり

ヤブサメ

神事流鏑馬

うしくＷａｉワイまつりは平成３年から始
牛久市中央生涯学習センター駐車場 牛久市観光協会
まった祭りで、毎年１１月３日の文化の日に
029-874-5554
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 笠間稲荷神社
馬は、昭和25年に始まりました。小笠原流 （笠間市笠間1番地 ）
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。

笠間市商工観光課
0296-77-1101

常陸太田市観光物産協会
0294-72-8194

11/9，11/10

常陸秋そばフェスティバル里山フェア

常陸秋そば食べ歩きコーナーや常陸太田市観 山吹運動公園駐車場
光物産協会会員等による飲食・物販コー
（常陸太田市新宿町1）
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。

11/9,11/10

市制施行80周年記念事業
第43回日立市産業祭

市内の地場産品の販売、茨城県や友好親善都 日立市池の川さくらアリーナ（日立 日立市産業経済部 商工振
市の特産品の紹介、ステージイベント等を予 市東成沢町2-15-1）
興課
定。
0294-22-3111(代表)

11/9，11/10

きものday結城

「きものを着て結城の街並み散策」をテーマ 結城市北部市街地
に、参加者が結城紬や各自用意した着物を着 （結城市大字結城1447）
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。

結城市観光協会事務局
（市商工観光課内）
0296-34-0421

11/9,11/10

第6回行方ふれあいまつり

本年度の行方ふれあいまつりのテーマは
『食』です！

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

将門まつりは、郷土の英雄「平将門公」の勇 國王神社、岩井商店街歩行者天国区 坂東市観光協会
姿を現代によみがえらせようと、 昭和47年 域
0297-20-8666
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、 水郷潮来あやめ園周辺
潮来市商工会
市内の飲食店の出店など盛りだくさんです。
0299-80-3831

11/10

秋のらん展

秋咲きのカトレア、デンドロビウムなど、春とは 水戸市植物公園
違った洋ランを約80点展示します。
（水戸市小吹町504）

水戸市植物公園
029-243-9311

11/13

秋まつり

県民の日につき入園料無料。森のコンサートや草 茨城県植物園（那珂市戸4589）
花プレゼント、コースター作りなどを開催。

茨城県植物園
029-295-2150

11/13

歴史館いちょうまつり

歴史観のいちょう並木が黄葉の見頃をむかえる県 茨城県立歴史館（水戸市緑町2-1民の日（11/13）を中心に各種イベント・ライ 15）
トアップなどを実施予定。

茨城県立歴史館
029-225-4425

11/16
第２２回やまがた宿芋煮会
※予備日：11/17

秋の紅葉を楽しみながら、地元食品をふんだ 清流公園（常陸大宮市山方）
んに使った芋煮を味わってはいかがでしょう
か。

常陸大宮市役所 産業観光
部 商工観光課
0295-52-1111（代
表）

11/16，11/17

第40回高萩市産業祭

市内事業者による農産物や商工業、工芸品・食料 高萩市役所周辺
品の展示即売会の他、特設ステージでのイベント
も開催。

高萩市役所観光商工課
0293-23-7316

11/17

弦楽で奏でる秋の景色をお楽しみください。

11/17

秋の弦楽コンサート
～落羽松の色づく季節に
大洗あんこう祭

水戸市植物公園
（水戸市小吹町504）
迫力満点の「あんこう吊るし切り 実演」や、あ 大洗マリンタワー前芝生広場
んこう鍋、あんこう汁の販売など、毎年多くの来 （大洗町港中央10）

水戸市植物公園
029-243-9311
大洗町商工観光課
029-267-5111

11/23

上戸の獅子舞

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。

11/23

東海I～MOのまつり

平成7年から始まった東海I～MOのまつり
東海文化センター(東海村大字船場
は、東海村の特産品であるさつまいもをテー 768-1）
マにした、県内で唯一のイモのおまつりで
す。

東海村観光協会
029-287-0855

11/23 【予定】

商業まつり 「いがっぺ市」

毎年11月23日の「勤労感謝の日」に龍ケ崎 商店街大通り及びにぎわい広場
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。

龍ケ崎市役所 産業経済部
商工観光課
0297-64-1111（代
表）

11/23

どぶろく祭り

毎年11月23日に行われ、4つの地区が順番で当 青沼春日神社（行方市青沼492番地区となりどぶろくづくりを行います。できあ 1）
がったどぶろくは訪れた参拝客にふるまわれま
す。どぶろくがふるまわれる珍しいお祭とあって
市内、市外から多くの皆さんが参拝に訪れます。
毎年どぶろくを楽しみにして訪れている人も多い
そうです。

行方市商工観光課
0291-35-2111

商い創造祭

霞ヶ浦ふれあいランド（行方市甲
1234）

場者でにぎわいます。

国神神社（潮来市上戸1551）

潮来市産業観光課
0299-63-1111（代
表）

11/23，11/24

土浦カレーフェスティバル

ご当地のカレーはもとより、全国各地からカ J:COMフィールド土浦〈川口運動
レー業者が集まり、約40種類のカレー料が 公園陸上競技場〉
堪能できます。 また、「第4回 土浦カレー （土浦市川口2-12-75）
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。

土浦市役所 商工観光課
商工労政係
029-826-1111

11/30～12/7

ハーブ友の会
ハーブ展

今年収穫したハーブを使って、日常生活に活用で 水戸市植物公園
きるハーブの利用法をご紹介
（水戸市小吹町504）

水戸市植物公園
029-243-9311

12/7

Xmasキャンドルナイトin植物園

クリスマスの時期にあわせて園内 を装飾し、夜 茨城県植物園（那珂市戸4589）
はキャンドルなどで ライトアップ。
○キャンドル点火 16時30分すぎ
○Xmasミニ コンサート 会場：熱帯植物館

茨城県植物園
029-295-2150

12/14

歴史館探検ツアー

普段見ることのできない歴史館の裏側を探検しま 茨城県立歴史館（水戸市緑町2-1す。（対象：小学生 ※保護者同伴可）申込締切 15）
12/3

茨城県立歴史館
029-225-4425

12/14～
2020/1/13

野鳥写真展

日本野鳥の会茨城による野鳥写真 の展示。バー 茨城県植物園（那珂市戸4589）
ドウォッチング体験 等も開催。
12月16日(月)、 12月23日(月)、12月29
日(土)～1月3日(金)、1月 6日(月)は休園。

茨城県植物園
029-295-2150

12/22

日産茨城会presentsベジタブルマラソンin
水戸偕楽園2019

昨年ご好評につき水戸で2回目となるベジタブル 水戸市 偕楽園公園四季の原～千波
マラソン！水戸偕楽園公園と千波湖畔をめぐる1 湖
周約5キロ周回特設コース。野菜・果物10種類
以上、1周あたり2ヶ所の給水所♪真剣勝負のラ
ンナーから健康美容志向の方、思い出作りのファ
ミリーまで、老若男女が楽しめる大会。

ベジタブルマラソン事務局
048-501-2993

※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。

2019/9/4更新

