２０２０年11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 〈2020/10/28 現在〉

実施状況

開催日

7/26～11/29

8/25～11/23

8/29～11/8

催事名

かすみがうら市観光帆引き船

概要

場所

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）

問合せ先(TEL)

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

「ストーングッズ」展

石の産地でお土産品として広く親しまれてい
石の百年館
る石の加工品や装飾品などの「ストーングッ
笠間市稲田2307
ズ」を展示いたします。

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。
【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～

石の百年館
0296-74-5114

［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）

9/5～12/6

行方市観光帆引き船

9/5～11/3

シルバニアファミリー
オータムフェスタ2020

9/5～12/28

本企画は、大分県で航空機のCGイラストを
車椅子のイラストレーター『玉川惣 数多く手掛けるイラストレーター玉川惣章さ
筑波海軍航空隊記念館
章』ー航空機精密CGイラスト画の んの、フルカラーで再現される海軍機等をパ
茨城県笠間市旭町654
世界展ー
ネル展にてご紹介いたします。精密に書き込
まれたCG画の世界をご高覧ください！

9/12～11/1

アクアワールド・ハロウィン2020

9/19～2/28

関東の霊峰、日本百名山の一つに数えられ
ている筑波山の山頂からは、ふもとのつくば
市、土浦市はもとより、遠く関東平野の夜景
筑波山ロープウェイ
を一望することができ、東京都心の夜景や東
サンセット＆スターダストクルージン
筑波山ロープウェイ
京タワー、東京スカイツリーの光もご覧にな
グ
れます。地上にきらめくスターダストと天空に
きらめく星空を満喫できる筑波山で、素敵な
一時を過ごしてみませんか？

9/19～11/23

京都の陶芸展
～こどもたちへのメッセージ～

京都を代表する陶芸家5家に焦点をあて、近
現代17人の作品を通して各家の伝統の技と しもだて美術館
挑戦の軌道を見ていきます。

しもだて美術館
0296-23-1601

弱虫ペダル デジタルスタンプラ
リー ウォーク＆ライド in茨城

ナショナルサイクルルート「つくば霞ヶ浦りん
りんロード」をはじめ、魅力がたくさんの茨城
をスマートフォンをもって周遊すると、オリジ
ナルクリアファイルやARフォトフレームが貰え
るほか、抽選でロードバイクなどサイクリストに プレイアトレ土浦をはじめと
もアツイ豪華景品をプレゼント!プレイアトレ土 した茨城県各スポット
浦にはフォトスポットや等身大パネルなども
登場します。プレイアトレ土浦をご利用いた
だくとオリジナルグッズが貰える企画もござい
ます。

プレイアトレ土浦
TEL.029-835-3000（代表）

9/18～11/30

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。

アクアワールドが期間限定でハロウィンカ
ラーに大変身！ドキドキ、ワクワクの『アクア
ワールド・ハロウィン2020』をみんなで楽しも
う！

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

こもれび森のイバライド
029-892-3911

筑波海軍航空隊記念館
0296-73-5777

アクアワールド茨城県大洗水族館
029-267-5151

筑波観光鉄道株式会社
029-866-0611

10/3～12/13

中止

奔放な筆さばきと壮麗な色彩で知られる梅原
龍三郎と、繊細優美な「乳白色の裸婦」を描
いた藤田嗣治。一見正反対の性質を持つこ
の二人、実はいくつもの共通点が隠れていま
す。日本で洋画教育を受けた二人は20 世紀
初頭に渡仏し、そこで梅原はルノワールやル
オー、藤田はエコール・ド・パリの画家たちと
梅原龍三郎と藤田嗣治 FRANCE
出会います。その後梅原は岩絵具を、藤田 笠間日動美術館
⇔JAPON UMEHARA et
は日本の筆と墨を油彩画に取り入れる技法 笠間市笠間978-4
FOUJITA
を確立しますが、それは逆説的ながら、フラ
ンスにおけるさまざまな体験が誘引したものと
言われています。本展では、梅原と藤田の作
品及び、彼らが傾倒した画家や影響を及ぼ
しあった画家たちの作品を展示。フランスに
渡った二人の画家の軌跡をご覧いただけれ
ば幸いです。

笠間日動美術館
0296-72-2160

第18回奥久慈大子りんご祭り

大子町の誇る特産品「奥久慈りんご」にちな
んだお祭り。りんごの早食い大会や皮むき大
会など、りんごのふるさと・大子ならではの催
しが盛りだくさんです。様々な品種の食べ比
ファミリーマート
べができる試食や、りんごジュースの試飲な
JA常陸奥久慈店
ど、旬のりんごのおいしさを味わうチャンス
も！ 重さ当てクイズやじゃんけん大会、
YOSAKOI演舞など、楽しいイベントも開催さ
れます。

JA常陸 大子町りんご部会
0295-72-1191

10/3～3/20

霞ヶ浦広域サイクルーズ

「サイクルーズ」とは「サイクリング」と「クルー
ジング」を組み合わせた新しいサイクリングの
楽しみ方です。遊覧船に自転車を載せ、お
つくば霞ケ浦りんりんロード
好きな寄港先から様々なコースで霞ヶ浦を満
（土浦市、行方市、かすみが
喫いただけます。運航スケジュールは令和２
うら市、潮来市）
年１０月３日、１７日、３１日、１１月１４日、２８
日、１２月１２日、令和３年１月２３日、２月６
日、２０日、３月６日、２０日

（株）ラクスマリーナ
０２９－８２２－２３４７

10/6～12/27

日本に近い深海で、たくさんのレアアースを
含む地層が発見されました。レアアースは、
これからの産業を支える、とても貴重な資源
深海の新しい資源にせまる－SIPプ です。その分布と状態を調べ、効率のよい回
地質標本館 1階ホール
ロジェクトによる革新的な地質調査 収技術を確立するため、国のプロジェクト・
－
SIP「革新的深海資源調査技術」ではさまざま
な技術開発を進めています。本特別展では
主に地層の様子を調べるための地質学的な
アプローチについてご紹介します。

地質標本館事務室
029-861-3750

10/10～11/29

縄文の人びとが残したモノの中には、美しい
造形で技術的にも卓越した品々がたくさんあ
特別展Ⅰ Ｊｏｍｏｎ Ｐｅｒｉｏｄ－縄文 ります。それらの優品を紹介するとともに、彼 茨城県立歴史館
の美と技、成熟する社会－
らが残したモノから見えた人びとの交易・交 水戸市緑町2-1-15
流の様子をさぐり、ムラとムラが結びつき、成
熟していく縄文社会の様相に迫ります。

029-225-4425

10/10～11/15

特別企画展「レコードジャケット展」

1960年～70年代を中心に、博物館所蔵品の
LPレコード・シングルレコード・ソノシートを展
下妻市ふるさと博物館
示
※入場無料

0296-44-7111

笠間と益子の急須展

日用品でありながら、技巧を凝らした急須は
愛好者も多く、笠間、益子でも手掛ける作家
茨城県陶芸美術館2階
が近年増えています。本展では、多彩な「急
第2展示室
須」作品によって、笠間、益子のうつわづくり
の今を紹介します。

茨城県陶芸美術館
0296-70-0011

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
笠間稲荷神社
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

10/3

10/14～1/17

10/17～11/23

大己貴命と少彦名命を奉る大洗磯前神社を
会場に、「菊まつり」が開催されます。愛好者
が丹精を込めて育てたさまざまな菊花が展
示されます。古来より「大国さま」「恵比須さ 大洗磯前神社
ま」と親しまれてきた神社の社殿には、江戸
初期の建築様式を今に伝える彫刻が施され
ています。
古河市ネーブルパーク
市内外の愛好者たちが一年かけて丹精込め
ふれあい広場
て育てた、菊が約1800鉢展示します。
古河市駒羽根620

大洗磯前神社
029-267-2637

10/25～11/23

大洗の菊まつり

10/27～11/23

第14回 古河菊まつり

10/28

ダイヤモンド筑波

ダイヤモンド筑波 (筑波山山頂からの日の
出) がご覧になれます。さらに、風がなけれ
母子島遊水地
ば遊水地に写る逆さダイヤモンド筑波も見ら
れます。

筑西市役所観光振興課
0296-20-1160

10/28～11/10

第32回ひたちなか市民菊花展

今年もひたちなか市民菊花展を開催します。
菊愛好家が丹精込めて育てた約600鉢の菊 ひたちなか市文化会館
を展示します。色とりどりの美しい菊をぜひご (ひたちなか市青葉町1-1)
覧ください。

ひたちなか市観光振興課
029-273-0111

10/31～11/29

筑波山ケーブルカー
ナイトクルージング＆もみじライト
アップ

筑波山ケーブルカーでは、下記の期間限定
で、『ナイトクルージング＆もみじライトアップ』
筑波山ケーブルカー
を開催致します。秋の闇夜に浮かぶ、幻想
的なもみじの輝きを是非、お楽しみ下さい！

筑波観光鉄道株式会社
029-866-0611

古河市観光協会
0280-23-1266

中止

10/31、11/1

ひたちなか市産業交流フェア

10/31～2/7

重要無形文化財「練上手」保持者の松井康
生と「鉄釉陶器」保持者の原清の作品を多数
企画展「人間国宝 松井康成と原清 収蔵しています。本展では、二人の作家の 茨城県陶芸美術館
展」
表現の深まりや広がりにふれながら、それぞ （笠間市笠間2345）
れが到達した美の形について掘り下げてい
きます。

10/31～2/7

ブナは日本全国の山地で森をつくり、地域に
よって個性豊かな特徴をもっています。ブナ
の森は四季の変化がはっきりしていて、日本
の自然を代表する美しい風景を創り出してい
いのち育むブナの森 －森のぬくも ます。そこで生まれる生きものたちの営みは ミュージアムパーク茨城県自然
り、もりだくさん！－
多種多様で、人々の生活に恵みをもたらして 博物館（坂東市大崎700）
きました。本企画展では、展示室いっぱいに
広がったブナの森の魅力を体感しながら、ブ
ナのことを知り、もっと身近に感じてもらえるよ
うな工夫をちりばめました。

10/31、11/1

日本シュンラン秋季展

10/31～12/27

土浦市市制施行８０周年記念
サイクリングイベント
期間型ライドハンターズ
「ライドアラウンドin土浦」

10/31～11/15

砂浜図書館

10/31～11/29
毎週土日

中止

ひたちなか市の元気な産業が大集合!!水産
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
ントです。 地元名店等による飲食・物販・展
ひたちなか市総合運動公園
示のほか、姉妹都市の物産展、様々なス
テージショーやミニ上棟式、豪華景品の当た
る大抽選会などあり、幅広い年齢層の方が楽
しめます。

10/31～11/3

なめキャン

斑入りや変わり葉のシュンランの展示。茨城
茨城県植物園 展示室
県春蘭協会秋季展示大会。
（那珂市戸4589）
販売コーナーもあります。
自転車でスポットを巡り，ミッションをクリアす
ることなどで得られるポイントを競うサイクリン
グイベントで，そのポイントは，地元の名産品
などと交換することができ，さらに，高得点者
に対しては，別途賞品が授与される仕組み
土浦市内１08スポット（75ミッショ
です。
ン）
（指定の店に行くと１０ポイント《スポット得
点》，そのお店で名物メニューを注文すると５
０ポイント《ミッション得点》など）（その他，参
加者が地域の特性や名物などの写真を投稿
することで競う各種「フォト賞」があります。）
ビーチの砂浜の一部をタープエリアとパラソ
ルエリアに分け、イスやテーブルを設置。津
気に入った本を選び、海の雰囲気を感じな
がら読書を楽しむ事が出来ます。
（昼の部）11:00～15:00
（夜の部）16:30〜19:30
10月31日（土）・11月1日（日）・3日（火／祝）・
7日（土）・8日（日）・14日（土）
キャンドルナイ ト
静かな砂浜を照らす優しい光
開催日：11月1日（日）・3日（火／祝）・8日
（日）
開催時間：16:30〜19:30

大洗サンビーチ

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

茨城県陶芸美術館
0296-70-0011

ミュージアムパーク茨城県自然博物館
0297-38-2000

茨城県植物園
029-295-2150

一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパ
ン
03-3354-3900
土浦市役所政策企画課
029-826-1111

大洗観光協会
029-266-0788

スカイランタン
500個のランタンが空を埋め尽くします
開催日：
10月31日（土）※大洗町在住の子ども限定
11月7日（土）・14日（土）
開催時間：16:30〜19:00
※限定300組
行方市でキャンプができる！
楽しいワークショップと霞ヶ浦が待っている！ 霞ヶ浦ふれあいランド（親水公園 行方市観光協会
霞ヶ浦ふれあいランドにて期間限定OPENで 内）
0299-55-1221
す。

陶と暮らし2020

“暮らしに寄り添う手仕事” をキーワードに
笠間地域を中心に活動する陶芸家たちによ
る新作発表のほかお客様にご参加いただく
「暮らしのワークショップ」や笠間焼伝統工芸 笠間工芸の丘特設会場
士によるロクロの実演出展作家の技法を紹 茨城県笠間市笠間2388-1
介する「ツクルがミエル」などさまざまな手仕
事の体験をご用意して皆様のお越しをお待
ちしております

陶くら事務局
toutokurashi@gmail.com

いばらきストーンフェスティバル
2020

茨城県にある笠間芸術の森公園にて「いば
らきストーンフェスティバル」が開催されます。
このイベントでは主に石材製品の展示即売
が行われるほか、様々なイベントも盛り沢山と
笠間芸術の森公園
なっています。展示販売コーナーでは、原
茨城県笠間市笠間234
石・墓石・ガーデニンググッズ・モニュメントな
どが並びます。また、石の加工体験や石匠
実演、石山見学ツアーと石に関するいろいろ
な企画が行われます。

茨城県石材業協同組合連合会
0296-75-5458

名馬里ケ淵から小滝沢キャンプ場までの花
貫渓谷は、大小さまざまな淵と滝が連なり、
花貫渓谷
紅葉を楽しむことができます。
茨城県高萩市大能地内
また、まつり期間中は花貫駐車場にて、飲
食店が多数出店しています。

一般社団法人 高萩市観光協会
0293-23-2121

中止

10/31～11/3

中止

10月末から11月末ま
花貫渓谷紅葉まつり
で

中止

中止

10/31～11/28

第33回里美かかし祭
(さとみ秋の味覚祭は中止）

会場中を埋め尽くすかかしたちは，いずれも
一般の方々よりコンクール形式で応募を募っ
たオリジナル作品。毎回，市内外よりオリジナ
里美ふれあい館
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。令和2年度はかかし展示のみ
実施します。

例年11月

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！

11/1

第15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
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
五霞町中央公民館（猿島郡五霞 五霞町政策財務課
「楽しく学べる参加体験型プログラム」、祭り
町大字小福田148-1）
0280-84-1111(代表）
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。

11/1

祭りゆうき2020

11/1～1/31

大子来人〜ダイゴライト〜

よさこい，ソーラン，舞祭，フラダンス，民謡民
舞などのチームや団体がそれぞれの舞や踊
りをアクロス大ホールのステージで披露しま
す（踊りの内容は変更になることがあります）
大子町の風物詩「大子来人〜ダイゴライト
〜」。
光のトンネルを抜けると、雄大に落ちる滝の
流れが荘厳な墨絵のように浮かび上がる光
景へと辿り着きます。自然と光が作り出す神
秘の空間が、袋田の滝の新たな魅力を発見
させてくれるでしょう。秋から冬へ、一年で最
も美しく表情を変える大子町へぜひお出かけ
ください。

常陸太田市観光振興課
0294-72-8071

霞ヶ浦ふれあいランド（行方市甲 行方市商工観光課
1234）
0291-35-2111

市民文化センターアクロス
（結城市中央町２－２）

袋田の滝周辺
(茨城県久慈郡大子町袋田)

結城市観光協会
0296-34-0421

大子町観光協会
0295-72-0285

県北地域の常陸秋そばを
使用しているそば店
「常陸秋そばスタンプラリー」運営事務
県北地域の宿泊施設・観光施設
局
県内のレンタカー店
029-248-2344
首都圏「常陸秋そばフェア」
参加店舗

常陸秋そばスタンプラリー

県北地域のそば店とそば祭り会場、そして首
都圏の参加そば店等を巡るスタンプラリーで
す。抽選で約500名様にプレゼントが当たりま
す。

11/1～11/30

第32回竜神峡紅葉まつり

竜神峡が一年を通じてもっとも美しく彩られる
秋、竜神大吊橋を中心とした竜神峡一帯で
開催されているイベントが「竜神峡紅葉まつ
り」です。
竜神大吊橋周辺
奥久慈の艶やかな紅葉を背景に、豪華な賞 常陸太田氏天下野町
品が当たるスタンプラリーや水府地区の特産
品の直売、そば打ち体験といった大人から子
どもまで楽しめるイベントが行われます。

11/1～11/30

花園神社・もーるライトアップ

午後４時３０分から午後９時まで花園神社と
花園もーるにて紅葉ライトアップを実施いた
します。期間限定のライトアップです。

中止

11/1

2020いばらきまつり

茨城町のビックイベントが開催されます。
会場では茨城町ならではの味を堪能するこ 茨城町総合福祉センター
とができ、イベントの最後には、夜空を飾る 「ゆうゆう館」 前駐車場
「フィナーレ花火」で盛り上げます。

茨城町商工会
029-292-5979

中止

11/1

第28回常総ふるさとまつり

農業・商工まつりコーナーでは軽トラ市やフ
リーマーケット、市内のグルメの出店、動物ふ
常総市役所石下庁舎周辺
れあいコナーのほか、ねば～る君も登場予
定です。

常総ふるさとまつり実行委員会(常総市
商工観光課内)
0297-23-2111（代表）

かわちフェスタ2020

毎年、11月上旬に開催される河内町の一大
イベントです。メインイベントとなっている芸能
人歌謡ショーや大抽選会は、大きな盛り上が
りをみせます。また、安くて美味しい食べ物 河内町農村環境改善センター
や自慢の一品を販売する模擬店、消防はし
ご車等に乗れる体験コーナーも充実していま
す。

河内町経済課(農業委員会)
0297-84-6975

歴史館いちょうまつり

庭園にある約60本のいちょう並木の黄葉にあ
わせて，いちょう並木ライトアップイベントを行
茨城県立歴史館（水戸市緑町2- 茨城県立歴史館
います。また，今回は歴史館のYouTubeチャ
1-15）
029-225-4425
ンネルを使い，動画生配信（17:00～19:30
頃）も行います。

土浦菊まつり菊花品評大会

昭和25年に土浦霞菊協会が主催で開催され
たのが始まりです。会場には会員が丹精込
めて育てた約800本もの菊花が展示され盆 亀城公園（土浦市中央1）
養・懸崖・盆栽・切花の部の品評会が行われ
ます。

土浦市観光協会
029-824-2810

11/１～11/25

第３5回下妻市菊まつり

一年間丹精込めて育てた自慢の菊が誇らし
げに境内を鮮やかに彩ります。
大宝八幡宮
毎年趣向は変わりますが、菊人形や五重
茨城県下妻市大宝６６７
塔、日本庭園をイメージした作品などで人々
の目を惹きつけます。

大宝八幡宮 （0296-44-3756）
下妻市役所商工観光課（0296-432111）

11/2～11/15

「文化の日」には中央公民館をメイン会場とし
て、芸能発表会、商工祭、農業祭も同時に
第43回“みほ”産業文化・スポーツ
美浦村中央公民館 駐車場（美
開催され、陶芸や写真など村民の作品展示
フェスティバル
浦村大字受領1460-1）
のほか、たくさんの模擬店、アトラクションが
用意されています。

11/1～1/31

中止

11/１～11/3

11/7～11/15

11/１～11/15

中止

常陸太田市観光物産協会
029４-72-8194

花園神社
（北茨城市華川町花園５６７）
北茨城市観光協会
花園もーる
0293-43-1111
（北茨城市華川町花園４４１番地
の３）

“みほ”産業文化・スポーツフェスティバ
ル実行委員会事務局（生涯学習課）
029-885-4451

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

第16回かすみがうら祭

大鍋を使用して作る名物「四万騎鍋」を始
第1常陸野公園（かすみがうら市
め、参加団体による発表・作品展示、特産品
かすみがうら市役所観光商工課
中佐谷1250）、千代田公民館（か
の販売、歌謡ショー、その他様々な催しを予
029-897-1111（代表）
すみがうら市上佐谷991-5）
定しています。

鹿嶋神宮 相撲祭

鹿嶋市宮中地区の各地区が毎年持ち回りで
奉仕しているお祭りです。まず所役により「相
撲古事記」が奉読され、鹿島の神と相撲のお
こりが観衆に述べられ、土俵の上では10歳以
鹿島神宮境内 特設土俵
下の童男が化粧廻を締めて実際に取り組み
を行います。なお、慣例として子供たちの勝
敗は決めず、いずれも引き分けとすることが
習わしとなっています。

鹿島神宮
0299-82-1209

11/3

神事流鏑馬

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 笠間稲荷神社
間小学校前の特設馬場まで参進します。馬 （笠間市笠間1番地 ）
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

11/3

利根町地場産業フェスティバル

地場産業の紹介や，地元農産物の販売，町
内産米粉の無料配布，カカシコンテスト，スタ 利根町保健福祉センター及び公 利根町地場産業推進協議会事務局
ンプラリーが実施され，毎年多くの来場者で 民館駐車場
0297-68-2211
賑わいます。

11/3

11/3

11/3

ふるさと祭りおおみや
第32回ふれあい広場

11/3～12/20

6つの個展 2020

郷土芸能の競演やキャラクターショー、お楽
しみ大抽選会、子供会対抗綱引き大会など
が行われ、また多くの企業・団体が出店する
模擬店、バザー、ゲームコーナーも人気の的
です。常陸大宮地域の魅力あふれるビックイ
ベントです。
本展覧会は、茨城にゆかりのある現役作家を
紹介する「６つの個展」の第三弾企画となりま
す。展示室を６つに区切り、絵画（野沢二郎，
國司華子）、彫刻（一色邦彦）、テキスタイル
（須藤玲子）、ガラス（アビルショウゴ）、陶（塩
谷良太）という異なるジャンルや素材に取り
組む６名の作家を個展形式によって紹介しま
す。彼らは40代から80代まで様々な世代に
属しますが，莫大なデータや情報がオンライ
ンで飛び交うデジタル時代において、いずれ
も自身のリアルな感覚によって世界に対峙
し、手を介して「物」としての作品を制作する
作家たちです。それぞれの作品を通して、彼
らがどのように世界を捉え、それをどのように
かたちある「物」に昇華しているのかをご覧い
ただきたいと思います。そして、彼らの作品を
通して、「茨城」のみならず現代における美
術作品の多様性と可能性に触れていただく
機会にもなることでしょう。

西部総合公園
（工業団地グラウンド）

常陸大宮市商工会
0295-53-3100

茨城県近代美術館
【住所】水戸市千波町東久保
666-1

029-243-5111

偕楽園
表門～孟宗竹林～大杉森～東
光の柱が、未来を指し示すこの時、この場所
門
で感じる三夜限りの光と影の演出
弘道館
弘道館正門前
偕楽園「もみじ谷」には、約１７０本のモミジや
カエデがあり、鮮やかに色づくこの季節毎年
ライトアップを実施しております。今年は園路 偕楽園もみじ谷
を新たに整備しよりご鑑賞を楽しんでいただ
けるようになりました。

偕楽園公園センター
029-244-5454

11/6～11/8

偕楽園・弘道館 秋のライトアップ

11/6～11/23

偕楽園もみじ谷ライトアップ

11/6～1/17

常陸秋そば 新そばまつり

自家栽培・自家製粉。手打ちの阿見町産の 常陸秋そば 信太の里
常陸秋そば（新そば）が食べられます。
阿見町若栗2675-２

常陸秋そば 信太の里
029-883-2508

11/7

第８９回土浦全国花火競技大会

大曲・長岡と並び「日本三大花火大会」のひ
とつに数えられる「土浦全国花火競技大会」 茨城県土浦市桜川畔
は、全国の一流花火職人による芸術的な花 (学園大橋付近)
火を楽しむことができる大会です。

土浦全国花火競技大会
実行委員会事務局
(土浦市役所商工観光課内)
029-826-1111

第９回大子ふるさと博覧会

漆，陶芸，木工などの体験やおやき作りと
いった田舎ならではの体験など，子どもから
大人まで楽しめる体験プログラムが盛りだくさ
旧上岡小学校
ん！アップルパイやお茶，お酒などの大子の
うまいもの販売や作品の展示会もあり，大子
町の魅力が詰まったイベントです。

観光商工課 観光商工担当
0295-72-1138

第21回古河よかんべまつり

古河市で毎年秋に開催されている大規模な
産業祭です。茨城むつみ古河支店の野菜販
売、120店以上の企業やお店が出店するテ 古河公方公園（古河総合公園）
ントフェアー、子供達に人気のキャラクター 茨城県古河市鴻巣399-1
ショーなど、毎年大勢の来場者でにぎわいま
す。

古河商工会議所
0280-48-6000

11/7、８

11/7、８

偕楽園公園センター
029-244-5455

中止

11/7、８

中止

11/8

そば特有の香り・風味・甘味の強さや，品質
から高い評価を受けている「常陸秋そば」。
その発祥地として知られる常陸太田市では，
新そばができる時期に合わせて「常陸秋そ
ばフェスティバル里山フェア」が開催されてい
ます。当日は全国のそば処が集まる「常陸秋
常陸秋そばフェスティバル里山
常陸太田市・山吹運動公園 駐
そば食べ歩きコーナー」や「そば打ち体験教
フェア2020
車場
室」など，そば通ならずとも見逃せない催しが
盛りだくさん。新そばの味と香りを思う存分満
喫した後は，農産物等の特産物直売コー
ナーやステージイベントなどの多彩なイベン
トで常陸太田市の文化や伝統に触れてみま
しょう。
「坂東市いわい将門ハーフマラソン大会」
は、ハーフの部だけではなく、10㎞、5㎞、3
㎞、親子ペアと多彩な種目があるのも特徴で
第３０回坂東市将門ハーフマラソン
す。一番の魅力は『走りやすさ』です。ハーフ 茨城県坂東市岩井３０８６
大会
の部では、スタート時間が午前10時なので普
段の生活リズムのままレースに臨むことがで
きます。

（一社）常陸太田市観光物産協会
0294-72-8194

坂東市将門ハーフマラソン大会
実行委員会

11/8

第47回坂東市岩井将門まつり

国王神社での戦勝祈願で始まります。 境内
の杉木立のなかを総勢100人の武者が「神田
明神将門太鼓」の響きのなかを進み、 武者
の参詣が行われます。 出陣式では、地元中
学生などによる弓道模範演武が披露され、
武者行列では、可愛らしい稚児行列と少年
國王神社、岩井商店街歩行者天 坂東市観光協会
剣士を先頭に、鎧兜の勇壮な武者や雅やか
国区域
な姫が歩行者天国内を練り歩き、 その後を
神田ばやし（県指定無形民俗文化財）のお
囃子が続きます。 まつりの最後には、メイン
ステージ会場において神田ばやしの山車が
競演し、 さらに、岩井将門太鼓と神田明神将
門太鼓が加わりクライマックスに達します。

11/12～12/13

美浦の常陸秋そばフェアー

いさ美庵（舟子）
そば粉・製麺販売（新そば）ほか、美浦さんの あたりや食堂（大谷）
美浦村観光協会（美浦村経済課）
常陸秋そばが食べられます。
みほふれ愛プラザ地域産品直売 029-885-0340
所

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花プレゼント、コースター 茨城県植物園（那珂市戸4589）
作りなどを開催。

茨城県植物園
029-295-2150

中止

11/14～11/15

商工感謝祭・大洗あんこう祭

会場内ではあんこう汁2,000食配布（1杯100
大洗マリンタワー前広場、
円※収益の一部はチャリティ）や本格あんこう
大洗港第４埠頭
鍋の販売（数量限定）の他、大洗の特産品
茨城県大洗町港中央10
店、各種模擬店が出店予定です！

大洗町商工観光課
029-267-5111

中止

11/14～11/15

ホロルのたまご
～しろさと町民まつり～

城里町の農業・商工業・文化が体験できるイ
ベントです。ステージでは、町の伝統芸能の 城里町常北運動広場
披露、園児・児童の演奏や演舞などが行わ 東茨城郡城里町大字上青山10
れます。

しろさと町民まつり実行委員会
事務局城里町商工会 029-289-2132

11/14～11/15

第12回きものday結城

「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
結城市北部市街地
紬の反物が当たる抽選会などを行います。
結城市大字結城1447
「結城紬」は結城市の地場産業であり，産地
活性化を図るとともにきものを着る機会の継
承を目的として開催しています。

結城市観光協会
0296-34-0421

中止

11/14

第41回 高萩市産業祭

工芸品・食料品の展示即売会のほか、かみ
ね動物園(ふれあい広場)、大道芸人ショー、 高萩市役所
納豆早食い大会、抽選会などのイベントを開 高萩市本町1-100-1
催します。ぜひお越しください。

高萩市観光商工課 商工Ｇ
0293-23-7316

中止

11/15

第32回砂沼マラソン大会

茨城百景の砂沼を楽しみながら走ってみよ
う！走った後は温かいとん汁が皆様をお待
茨城県(下妻市)
ちしています。ぜひ砂沼のテクニカルコース
に挑戦してみてください。

生涯学習課 スポーツ振興係
0296-43-2111

中止

11/15

常陸秋そばの発祥地である金砂郷地区の
第20回常陸太田市西金砂登山マ
「そば街道」付近を駆け抜ける「西金砂登山
ラソン大会
マラソン」

11/21～11/23

ハーブクリスマスマルシェ～ハーブ ハーブクラフト等の販売やワークショップ及び
茨城県植物園（那珂市戸4589）
で楽しむクリスマスリースと小物～ ハーブを使ったクリスマスリースなどの展示。

11/21、22、28

オトナアクアリウム

アクアワールド大洗水族館
夜の水族館をのんびり静かにお楽しみいた
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町
だけるイベントを三夜限定で開催致します。
8252-3

アクアワールド茨城県大洗水族館
029-267-5151

11/21～11/23

常陸秋そば収穫祭

ミニそば飲食コーナー、生ソバ及び及びそば
道の駅しもつま
粉販売

道の駅しもつま
0296-30-5294

中止

常陸太田市教育委員会スポーツ振興
西金砂湯けむりの郷『金砂の湯』
課スポーツ振興係
前
0294-73-0090

茨城県植物園
029-295-2150

中止

11/22

第23回やまがた宿芋煮会

やまがた宿芋煮会は、直径3.5mの大鍋で作
る芋煮会。奥久慈軍鶏肉や里芋など地元産
の食材をふんだんに使い山方特製芋煮
10000食分を一気に作る。また、ゆったりと芋 茨城県常陸大宮市山方
煮会を満喫できるよう「芋煮茶屋」（別料金）
コーナーもあり。例年、芋煮食べ放題・鮎の
塩焼き・芋串等の料理も用意されている。

中止

11/23

商業まつり 「いがっぺ市」

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 龍ヶ崎市商店街大通り及び
ニコンサートなどのさまざまなイベントや物産 にぎわい広場
販売を実施します。

中止

11/23

東海村の四大まつりの一つ。平成7年から始
東海I～MOのまつり＆東海村産業 まった東海I～MOのまつりは、東海村の特産
東海文化センター
祭
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。

11/28～1/11

イルミネーション
「ひたちのヒカリ～希望の灯火」

今年のイルミネーションは、広場内のテーマ
を「希望の灯火(ともしび)」として、暖色の光を
中心に幻想的で落ち着いた雰囲気を楽しめ
日立新都市広場周辺
る空間に。人々が行き交う駅前は、「感謝と願
い」をテーマに、青と白を基調として神秘的
な雰囲気を演出します。

日立シビックセンター
0294-24-7711

11/29

茶の里公園新そば収穫祭

千人鍋の無料配布、手打ちそばの販売、生
奥久慈茶の里公園
バンド演奏他。

奥久慈茶の里公園
0295-78-0511

※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。

やまがた宿芋煮会実行委員会
（商工観光課内）
0295-52-1111

龍ヶ崎市商工会
0297-62-1444

東海村観光協会
029-287-0855

2020/10/28 現在

