２０２０年12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 〈2020/11/27現在〉

実施状況

開催日

催事名

概要

場所

問合せ先(TEL)

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！

筑波海軍航空隊記念館
0296-73-5777

10/3～12/13

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

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

10/14～1/17

笠間と益子の急須展

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。

11/1～1/31

11/1～1/31

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。

大子来人〜ダイゴライト〜

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 袋田の滝周辺
す神秘の空間が、袋田の滝の新たな魅力を (茨城県久慈郡大子町袋田)
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。

茨城県陶芸美術館
0296-70-0011

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

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

11/3～12/20

6つの個展 2020

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 茨城県近代美術館
ンで飛び交うデジタル時代において、いずれ 【住所】水戸市千波町東久保
も自身のリアルな感覚によって世界に対峙 666-1
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。

11/13～12/25

アクアワールドクリスマス

11月13日から「アクアワールドクリスマス」がス
アクアワールド茨城県大洗水族
タート！クリスマス色に装飾された館内で、こ
館
の時期だけの雰囲気をお楽しみください。期
大洗町磯浜町8252-3
間中は各種クリスマスイベントを実施します。

アクアワールド茨城県大洗水族館
029-267-5151

かわちイルミネーション2019

このイベントは、町の中央に位置する公園を
イルミネーションの光で照らし、見る人訪れる
人を温かく包み込むように光り輝く冬の新た 水と緑のふれあい公園（河内町
な風情として未来へつなげていこうと、かわ 長竿５４１２）
ちイルミネーション実行委員会が主催したも
のです。

河内町役場 企画財政課
0297-84-2111（内線161）

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

11/14～1/17

11/28～1/11

中止

中止

中止

中止

磯原駅の西口、東口にて点灯されるイルミ
ネーション。西口では「青い波」をイメージし
たイルミ
ネーションが二ツ島をモチーフにした岩の周
りをブルーに照らし、東口では公園内の木々
を鮮やかに彩ります。
市内各団体が、20メートル近い竹竿の先に
つけた提灯を激しく揉み合いながら、相手の
提灯の火を消し合う祭りで「関東の奇祭」と言
われております。高さ約10メートルの矢来を
設置し、各団体がぶつかり合いながら竹竿を
激しく揉み合うさまは、誠に勇敢です。

029-243-5111

JR磯原駅
東口ふれあい公園・西口ロータ
リー

北茨城市観光協会
0293-43-1111

JR古河駅西口おまつり特設会場

古河市観光協会
0280-23-1266

12/1～1/11

磯原駅イルミネーション
「ブルーウェーブいそはら」

12/5

第160回 古河提灯竿もみまつり

12/5～12/13

シクラメンフェア

シクラメンやポインセチアなど冬の鉢花や寄 茨城県植物園 展示室
せ植え、花苗の展示即売会です。
茨城県那珂市戸4589

茨城県植物園
029-295-2150

12/6

第31回小栗判官まつり

小栗判官伝説を再現する祭り (出陣式、武者
新治小学校 (メイン会場)、新治
行列、凱旋式)ステージイベント・お囃子・山
駅前通り (歩行者天国)
車・ねぶた、など

小栗判官まつり実行委員会
筑西市観光振興課
0296-20-1160

12/15

御前山サイクリングフェスティバル
２０２０

御前山サイクリングフェスティバルを初開催し
ます！種目は御前山ダム周辺道路（1周約
御前山ダム周辺
6km）を制限時間内(5時間･3時間)に何周で
茨城県常陸大宮市下伊勢畑
きるかを競うサイクルリレーとソロ！気軽にサ
県道39号線
イクリングも同時開催！サイクリストのみなさま
ぜひチャレンジしてみてください！

御前山サイクリングフェスティバル
実行委員会
0299-23-1251

12/15～1/31

企画展3（アーカイブズ展） 徳川
斉昭と弘道館・偕楽園

水戸藩９代藩主徳川斉昭によって創設され、
日本遺産にも認定された弘道館と偕楽園
茨城県立歴史館
は、斉昭の独創性が発揮された、他に類を
茨城県水戸市緑町2-1-15
見ない施設です。斉昭に関する資料を交え
てその特色を紹介します。

茨城県立歴史館
029-225-4425

12/15～1/31

体験プログラム 昔のくらし

あなたにとって昭和はどれくらい昔？古い道
茨城県立歴史館
具や絵から、昔のくらし+カルチャー（生活文
茨城県水戸市緑町2-1-15
化）を体感しよう。

茨城県立歴史館
029-225-4425

12月中旬

鹿島灘はまぐり祭り

鹿島灘の新鮮で種類豊富な魚介が楽しめる
のが、鹿島灘はまぐり祭りです。ハマグリや地
鹿島灘漁業協同組合
魚の直売、浜焼きBBQや模擬セリなど鹿嶋
魚市場
でしか楽しむことができない海のお祭りで
す。

鹿嶋市農林水産課
0299-82-2911

12/18

リニューアルオープン
「OPENING NIGHT]

令和2年12月18日のリニューアルオープンに
合わせた限定500人の記念イベント
アクアワールド茨城県大洗水族
「OPENING NIGHT]を開催します。記念式典 館
や式典の参加後には「オーシャンナイトライ 大洗町磯浜町8252-3
ブ」を鑑賞いただけます。

アクアワールド茨城県大洗水族館
029-267-5151

中止

12/19

悪態まつり

「悪態まつり」は、愛宕神社の総代の人たち
によって催行され、日本三大火防神社の一
つとされる愛宕神社の北側にある飯綱神社
（いいつなじんじゃ）にて催されます。白装束
で天狗の格好をした13人の天狗が、16ヶ所
の祠へお供え物をして回ります。この時に、
参拝者同士で「ばかやろう！」「早く歩け！」 愛宕神社・飯綱神社
など罵声を浴びせあい、お供え物を奪い合う 茨城県笠間市泉101
という変わったお祭りです。そのお供え物を
持ち帰ると、「無病息災」・「家内安全」・「五穀
豊穣」のご利益があるとされていることから、
参拝者は先を争ってお供え物を奪い合い、
参拝者同士の悪態が神聖静寂な境内にこだ
まします。

12/22

火渉祭（ひわたり）

燃え盛る薪の上を素足で踏み渉り無病息災
を祈るお祭りです。このときの燃えさしを持ち 加波山三枝祇神社本宮
帰り軒先に吊るしておくと病気にならないと 桜川市真壁町長岡809
言われています。

加波山神社本宮
0296-55-1012

冬の大洗あったかキャンプ

大洗は気候も穏やかで冬キャンにもってこ
い！
そんな冬キャンを応援する超超超お得なモ
ニターイベントを開催いたします！いつもの
大洗サンビーチキャンプ場
キャンプ場の利用料金で、冬の大洗ならでは
の「あんこう鍋」を見て食べて、さらに大洗の
しじみラーメンや潮騒の湯の温泉割引券ま
で、冬をあたためる内容目白押し！！

大洗サンビーチキャンプ場
029-267-2234

12/27、28

※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。

愛宕神社
0299-45-5637

2020/11/27 現在

