２０２０年 8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。
一般社団法人 茨城県観光物産協会 〈2020/7/30現在〉

実施状況

開催日

催事名

概要

場所

問合せ先(TEL)

7/7～8/30

日本の地名から初めて地質時代の名前に認
められた『チバニアン』。この地層で発見され
地質標本館 特別展
地質標本館 1階ホール
た地磁気の逆転が大きなきっかけとなりまし
「祝チバニアン誕生！―国際境界
茨城県つくば市東１丁目１−１
た。チバニアンってなに？地磁気？そして逆
模式層と地磁気の逆転とは？―」
転？そんな疑問の答えやこれまでの研究の
成果などをまとめて紹介します。

029-861-3750

7/11～9/22

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。
【住所】茨城県筑西市丙372
最新キャラクター「ハロルドコミックス危機一
（アルテリオ3階）
髪」を中心にした新作絵画と立体作品、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

7/18～9/22

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

7/18～9/4

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 ミュージアムパーク茨城県自然
がみる世界－
に生息するさまざまな生きもの，深海に関わ 博物館（坂東市大崎700）
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。

7/18～9/27

企画展「青か、白か、－青磁×白
磁×青白磁」

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
ています。本展覧会では、それぞれの素材 茨城県陶芸美術館
の特性を活かし独自の道を切り拓いてきた近 （笠間市笠間2345）
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。

茨城県陶芸美術館
0296-70-0011

7/22～8/2

茨城のきりえ展

国と県の無形文化財に指定されている常陸
大宮市の「西ノ内和紙」を使った切り絵作品 茨城県植物園 展示室
の展示をします。即売コーナーもあります。 茨城県那珂市戸4589
冨山明峰ときりえの仲間たちの作品展です。

茨城県植物園
029-295-2150

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）

7/11～9/22

7/23～9/22

7/23～10/18

7/26～11/29

ミュージアムパーク茨城県自然博物館
0297-38-2000

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

7/27～8/31

中止

中止

8/1

8/1

関東最古の八幡様である大宝八幡宮で、下
妻市観光協会補助事業により『風鈴まつり
～千古の社に涼を求めて～』を開催いたしま
す。神社において清らかな鈴の音色は、邪
気を祓い清浄をもたらすとされております。新
型コロナウイルスの影響で日常を失い落ち込
大宝八幡宮 ｢風鈴まつり～千古の んだ気運を少しずつでも高め、風鈴の音色 大宝八幡宮参道
社に涼を求めて～｣
で人々の心を癒し楽しんでもらいたいという 茨城県下妻市大宝６６７
想いから、開催の運びとなりました。大宝八
幡宮参道石畳に1,000個の風鈴を飾ります。
風鈴は、大宝八幡宮にて1個100円で販売。
希望者にはまつり後に本人に返却します。風
鈴の販売は先着1,000個となります。自前の
風鈴は展示できません。

ひたち河原子花火大会

茨城県日立市の河原子港で開催される花火
大会。見どころは尺玉とスターマインの連発。
約1000発の花火が夜空を彩る。砂浜から見 河原子漁港
上げれば、光のシャワーが降り注ぐような光
景を見ることができる。

日立市観光物産課
0294-22-3111

長倉七夕まつり

城下町宿場として栄えた（長倉宿）の50年以
上の歴史を持つ伝統行事で、子供神輿や各
種イベントが開催されます。毎年趣向を凝ら
長倉宿通り
した 七夕飾りを競うコンクールの他に、 大抽
選会・撒き菓子・短冊願い事発表・カラオケ
大会などが行われます。

長倉七夕まつり協賛会
0295-55-2314

中止

8/1～8/16

第63回日立あんどんまつり

中止

8/1～８/2

土浦キララまつり2020

約1000個のあんどんが夏の園内を照らし出
す。人気のキャラクターショー、遊園地・レ
ジャーランドのナイター営業も行われる。色 かみね公園
彩豊かなあんどんが美しい、夏のかみね公
園を楽しもう。
祭り1日目、土浦港で、「水上安全祈願式典」
が行われ、午後から駅前通りで、「音楽隊パ
レード」、「七夕おどり」などが行われる.祭り2
日目駅前通りで、「市民山車巡行」、うらら広
JR土浦駅前ほか
場で、「七夕おどりの表彰式」が行われた後、
「舞動の祭典」や、「土浦新郷土民謡おどり」
など、モール505で「土浦ライブフェス」が行
われる。

中止

8/1～８/2

まい・あみ・まつり2020

メイン会場のまい・あみ特設ステージでは、
初日に、個性あふれる子どもたちの歌や踊り
をはじめ、町内の達人たちがとっておきの芸
を披露する「マイアミフェス」が、2日目には、
町の観光事業PRなどをするアンバサダー
茨城県阿見町 まい・あみ特
（大使）を選ぶ「まい・あみアンバサダーオー 設ステージ、まい・あみスト
ディション」や芸能ショーなどが催されます。 リート（通称）
ストリートでは、初日に、はんてん姿の老若男
女が町内自慢の神輿を担ぎ、威勢のよい掛
け声を響かせるほか、2日目には、よさこい
ソーランや盆踊りなどもあります。

中止

8/2

鮎のつかみどり大会

奥久慈の夏の風物詩「鮎のつかみ取り大会」
は、久慈川と押川の合流点に特設会場をつ
くり、鮎約10,000尾を放流。花火を合図に一 久慈川・押川合流点
斉にスタートすると子供だけでなく大人も夢
中になって楽しめるイベント。

中止

8/2

第25回阿字ヶ浦海岸花火大会

尺玉 10 連発、超特大スターマイン、砂浜で
夜風と波音を感じながら夏の風物詩が楽し 阿字ヶ浦海岸
めます。

中止

8/8～8/10

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2020

言わずと知れた毎年恒例の真夏の野外音楽
国営ひたち海浜公園
フェスティバルです。数多くのアーティストが
（茨城県ひたちなか市）
繰り広げる熱いステージをお楽しめます。

8/8、22、29

8月8日、22日、29日の3日間のみの開催で
す。夏の特別企画「宴夜（エンヤ）～大人の
ためのナイトアクアリウム～」を開催いたしま
す。大洗町の蔵元である「月の井酒造店」様
及び海鮮系フードで有名な「カジマ」様にご
協力いただき、夜の水族館の幻想的な雰囲
気の中で日本酒フードが味わえる特別な夜
をお楽しみいただける、3日間限定のスペ
宴夜（えんや）～大人のための
アクアワールド茨城県
シャルプランです。宴夜でしか見ることのでき
ナイトアクアリウム～
大洗水族館
ない特別版オーシャンライブも実施いたしま
すので、ぜひご参加ください。皆様のご来館
をお待ちしております。チケットは「アソ
ビュー」WEBチケットでの販売となります。
※チケットの購入は大人の方（20歳以上）と
なります。お子様のご入場はできません。※
年間パスポート、前売り券、招待券でのご入
場はできません。

8/9

第31回

中止

中止

8/9

大宝八幡宮社務所
0296-44-3756

美和ふるさと祭り

第42回 東海まつり花火大会

約300発

常陸大宮市
美和運動公園

夏の東海村の風物詩であるイベント。メインと
なる花火は全国花火大会等で数々の受賞経
験をもつ「野村花火工業株式会社」が打ち上
げを務め、各種創作花火やスターマインな 阿漕ヶ浦公園
ど、趣向を凝らした迫力の花火を披露する。
次々と放たれる火花のショーに目が離せな
い。

日立市公園協会
0294- 22-4737

土浦キララまつり実行委員会
（事務局：土浦市観光協会）
029－824－2810

まい・あみ・まつり実行委員会事務
局
029-888-1111

大子町観光協会
0295-72-0285

阿字ヶ浦海岸花火大会実行委員会

ROCK IN JAPAN FESTIVAL事務局
0180-993-611

アクアワールド茨城県大洗水族館
029-267-5151

美和ふるさと祭り実行委員会
0295-58-2111

東海まつり実行委員会
029-283-2141

中止

8/10

子ども体験プログラム
もののけワークショップ
ｰオリジナル妖怪をつくろうｰ

8/10

第35回利根川大花火大会

もののけワークショップｰオリジナル妖怪をつ
くろうｰ対象 小学３年生以上 定員 親子50
組
茨城県立歴史館
※ 希望者は，７月28日（火）までに往復はが 【住所】水戸市緑町2-1-15
きか県立歴史館ＨＰの専用フォームから申し
込んでください。
さかいリバーサイドパーク
（境町利根川河川敷）

029-225-4425

0280-81-1319
境町観光協会

中止

8/12～8/15

竜神峡灯篭祭り

お盆を迎える8月中旬、竜神大吊橋を中心と
した竜神峡一帯では「竜神峡灯ろうまつり」が
開催されています。竜神大吊橋周辺に設置
した、およそ500基の灯ろうと100本の竹灯り
（竹筒にろうそくを入れたもの）に火が灯され
ると、辺りは昼間のにぎやかな雰囲気とは一
転して、幻想的でロマンチックな世界に包ま 竜神大吊橋
れます。また、橋の両側には、全国各地から 常陸太田市天下野町2133-6
集められた風鈴が並び、夏の夜空に涼しい
音色が響き渡ります。
ほかにも多彩なイベントが行われ、水府地区
の真夏の夜は大いに盛り上がります期間中
は午後5時以降の竜神大吊橋の渡橋料が無
料になります。

中止

8/14

納涼大会

桜川市の盆踊り本来の姿を継承した愛着の
桜川市総合運動公園（ラス
ある夏の風物詩です。団体踊りコンテストも壮
カ）
観です。

中止

8/14

大子町花火大会と灯籠流し

約3,300発

御前山納涼花火大会

毎年8月14日に那珂川河畔で開催されてい
る花火大会。那珂川大橋や那珂川に映り込
常陸大宮市・野口地内「那珂
む打上花火は見事の一言。「関東の嵐山」と
川大橋付近」
も呼ばれる御前山とともに約1000発の花火を
堪能しよう。

常陸大宮市商工観光課
0295-55-8073

前夜祭では、天神ばやしや市民みこしをはじ
めとする郷土芸能が行われ、次第に高まりつ
つある市民の気持ちを大いに盛り上げます。
夜が近づいてくると、みこしを担ぐ人々の迫
力ある掛け声が響き渡ります。2日目の目玉
は納涼盆踊り大会。市民が心を一つにして
山吹公園ほか
踊る姿からは、まちの元気さや市民同士の連
帯感が伝わってきます。ほかにも、子ども盆
踊りや久自楽舞など、夏の暑さを忘れさせて
くれるような楽しい踊りが行われます。また、
まつりの最後には盛大に花火が打ちあげら
れ、夜空を鮮やかに彩ってくれます。

太田まつり運営委員会事務局
（一社）常陸太田市観光物産協会内
0294-72-8194

中止

8/14

中止

8/14～8/15

太田まつり

中止

8/15

第42回水郷潮来花火大会

中止

8/15

大子町・久慈川と
押川の合流点中州

水郷北斎公園特設会場

からかさ万灯

江戸時代から続く伝統ある祭りで、五穀豊穣
や天下泰平、家内安全を祈願して奉納され
る仕掛け花火です。高さ6ｍ、直径5ｍのから
かさ（傘）の形をした仕掛けから花火が滝のよ 鷲神社：土浦市大畑1890
うに流れ落ちる様はとても華やかで、土浦を
代表する夏の風物詩です。国選択、県指定
無形民俗文化財です。

中止

8/15

常総将門まつり

グルメやショップ，ダンスステージや子ども舞
踊，よさこいソーラン，花火ショーなどたくさん
常総市地域交流センター
のイベントをご用意しております。「将門踊り」
(豊田城) 駐車場
や「常総音頭いやどうも」をみんなで踊って
会場を盛り上げてください！

中止

8/16

第12回

約700発(予定)

中止

8/17

北茨城市民夏まつり

北茨城市
ＪＲ磯原駅周辺

0296-55-1159
桜川市役所商工観光課
大子町観光協会
0295-72-0285

0299-63-3154
水郷潮来観光協会

土浦市観光商工課
029-826-1111

0297-23-9088
常総市観光物産協会

北茨城市民まつり実行委員会
0293-43-1111

笠間のまつり

笠間稲荷神社周辺～笠間ショッピングセン
ターポレポレをコースに、「ねぶた & 光のオ
ブジェ & 神輿パレード」を行います。市民手
作りのねぶたや、跳ね人による市内中心街 笠間稲荷神社周辺
での盛り上がりは圧巻です。響くかけ声と輝く
ねぶたの明かりで、辺りは活気に満ち溢れま
す。

笠間市観光課
0296-77-1101

あゆの里まつり実行委員会
TEL：0295-55-8073

常陸太田市駅前夏物語実行委員会事
務局 / 常陸太田市観光物協会
0294-72-8194

中止

8/22

第37回あゆの里まつり

毎年8月下旬に開催される夏祭り。バーベ
キュー大会（有料、前売り券あり、常陸大宮
市HPにてご確認ください）やあゆのつかみど
清流公園
り大会などが予定されています。花火大会は
全国花火競技会で活躍する野村花火工業
（株）の打上が行われます。

中止

8/22

常陸太田駅夏物語2020

親子で楽しめる縁日コーナー、常陸太田市
の特産品販売、地元出身アーティストによる
JR常陸太田駅前
ミニライブなど、楽しいイベントが目白押しで
す。

8/22

下妻まつり
約3,000発
第54回しもつま砂沼の花火大会

中止

0294-85-1116
常陸太田市観光振興課

下妻市・砂沼湖上

0296-44-0732
下妻市商工観光課
0296-43-3142
下妻市商工会

中止

中止

中止

中止

中止

中止

8/22

那珂総合公園を会場に「なかひまわりフェス
ティバル」が開催され、周辺の畑には約25万
本のひまわりが咲き誇ります。 また、ライブな
なかひまわりフェスティバル2020どのステージイベント、模擬店、ひまわり畑の 那珂総合公園
「ひまわり迷路」などが楽しめます。フェスティ
バルの最後には、約2,000発の花火が感動
のフィナーレを飾ります。

なかひまわりフェスティバル2020
実行委員会事務局
029-298-0234

8/22～8/23

まつりつくば2020

まつりつくば」は、茨城県つくば市で毎年８月
下旬に開催されるつくば市最大のイベントで
す。つくばエクスプレス「つくば駅」周辺に複
数の会場があり、つくば自慢の品など様々な つくばセンター広場
グルメが勢ぞろいする出店や、演奏やダンス
が披露されるスタージなど、多彩なイベントが
開催されます。

8/22～8/23

第26回ひたちなか祭り
第26回ひたちなか祭り花火大会

市民参加型のひたちなか一大イベントです。
市民ダンスパレードや市民山車・神輿など、
とにかく市民が熱く、露天も多く、祭りの雰囲 表町商店街、勝田駅前通り
気も抜群です。メロディ付きジャンボスターマ 陸上自衛隊勝田駐屯地
インは圧巻で、日本最高峰の芸術を楽しめま
す。

ひたちなか祭り実行委員会
(ひたちなか商工会議所内)

8/23

第36回きらっせ祭り花火大会

「快水浴場百選」にも選ばれた遠浅で美しい
波崎の砂浜で繰り広げられる祭り。この祭り
のテーマは「コミュニケーションの輪を広げる
こと」。きらっせとは「いらっしゃい」の意味で、 神栖市波崎海水浴場およびサ
祭りは市民と観光客のコミュニケーションの場 ンパーク周辺
となる。日中は超特大スターマインなどが約
8500発（昨年度実績）が打上がり、夏の夜空
が花の光で彩られる。

きらっせ祭り実行委員会
（神栖市観光協会内）
0479-26-3021

8/24～8/25

大洗マリーナを拠点にカジキ類を対象魚種と
して、期間内の対象エリアにおいて釣り上げ
茨城県東茨城郡大洗町港中央
第14回茨城ビルフィッシュトーナメ タグ＆リリースを行い順位を競います。また、
４０
ント＆海の感謝祭
今年度も同時イベントとして、第４埠頭にて
大洗港第４埠頭
「海の感謝祭」を実施し、カジキ料理やス
テージイベントを実施します。

８月下旬

029-883-1111
まつりつくば大会本部事務局
（つくば市経済部観光推進課内）

大洗町商工観光課
029-267-5111

鹿嶋市花火大会

北浦湖畔で開催される鹿嶋市の夏の風物
詩。大迫力の関東一の尺玉108連発や湖上
打上げならではの水中スターマイン、超特大
スターマインなどが見どころ。夜空に打上が
る約1万発の花火と、湖面に映る花火で二重 鹿嶋市・大船津北浦湖上
の美しさだ。会場へは鹿島神宮駅や鹿嶋市
内各所から無料シャトルバスが運行。夏の終
わりを告げる大迫力の尺玉連発を楽しみた
い。

鹿嶋市観光協会
0299-82-7730

小美玉市ふるさとふれあいまつり
実行委員会事務局
小美玉市役所市長公室市民協働課内
内線1251・1252

筑西市観光協会
0296-20-1160

中止

8/29

小美玉市ふるさとふれあいまつり

市内各地域で育まれていた伝統や文化、生
活の知恵を互いに持ち寄り、市全体の一体
感の醸成と市民相互の心のふれあいや地域 小美玉市希望ヶ丘公園
文化の高まりを求めて、開催し、ふるさとを愛 （小美玉市中台418）
する心を養い、心豊かなまちづくりに資する
ことを目的にしています。

中止

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）。

2020/7/30 現在

※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。

