2021年1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 〈2020/12/25現在〉

実施状況

開催日

9/19～2/28

催事名

概要

場所

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？

問合せ先(TEL)

筑波観光鉄道株式会社
029-866-0611

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

10/14～1/17

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

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。

10/31～2/7

光をテーマにしたアート作品で遊んでみま
しょう。すると、あるはずのないものが見えた
つくばエキスポセンター
企画展「体験しよう！光のマジック」 り、影に色がついたり動いたり、次々と不思議
茨城県つくば市吾妻2-9
なことが起こります。光と映像が創り出すマ
ジックをぜひお楽しみください。

10/3～3/20

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

つくばエキスポセンター
0298581111

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。

11/1～1/31

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。

11/6～1/17

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

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）

土浦ウィンターフェスティバル

「ウィンターフェスティバル（土浦市）」は、毎
年土浦駅前東口や西口広場、モール滝跡
JR土浦駅東西口、アルカス土浦
地・各商店会にて行われます。この時期にな
土浦市観光協会
ウララ大屋根広場、川口モール
ると色とりどりのイルミネーションで飾られ、普
029-824-2810
亀城モール
段とは違った雰囲気を楽しむことが出来ま
す。

水郷桜イルミネーション

高さ25m・羽直径20mのオランダ型風車のイ
ルミネーションを中心に、土浦の地域資源で
ある「桜」「土浦の花火」「霞ケ浦」「帆引き船」 霞ケ浦総合公園
「ハス田」など土浦の地域資源をモチーフに 土浦市大岩田町145
したイルミネーションが会場を幻想的に彩りま
す。

11/1～1/31

11/14～1/17

11/20～1/31

11/28～1/11

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

土浦市産業文化事業団
029-823-4811

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

11/28～1/8

光のページェント IN たかはぎ
2021

JR高萩駅西口のロータリーや駅前通りをイル 駅前西口ロータリー
ミネーションで飾ります。
駅前通り

たかはぎページェントクラブ事務局
090-4202-0484

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」

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
JR磯原駅
たイルミ
東口ふれあい公園・西口ロータ
ネーションが二ツ島をモチーフにした岩の周
リー
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。

北茨城市観光協会
0293-43-1111

12/5～1/17

阿見町産「常陸秋そば」フェア

飲食店による常陸秋そば料理の販売提供

あみ観光協会(阿見町役場商工観光
課内）029-888-1111

12/5～1/31

冬のやきいもフェスティバル

らぽっぽなめがたファーマーズヴィレッジで
開催する期間限定イベントWINTER Yakiimo
らぽっぽ なめがたファーマーズ
FESTIVAL！やきいもは熟成された今が一番
ヴィレッジ
おいしい！おいもソムリエによる極上やきいも
を味わおう！

らぽっぽ なめがたファーマーズヴィ
レッジ0299-87-1130

12/12～３/28

かすみがうらアクティビティヴィレッ
ジ
謎解きサイクリング
霞に隠された霞ヶ浦の秘宝を探せ

歩崎公園やその周辺に散りばめられた『問
題・謎』を解きながら「サイクリング」や「ウォー
歩崎公園
キング」で、街を巡るアクティビティです。最
（かすみがうら市交流センター）
後まで問題を解き進めていくと、普段は霞み
かすみがうら市坂4784番地先
がかって見ることのできない『霞ヶ浦の秘宝』
を見つけ出すことができます。

歩崎公園（かすみがうら市交流セン
ター）
029-896-1226
（土・日曜、祝日の問合せ先）

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

12/19～3/14

地域を巡りながら地の食材を集める市内回
遊型のサイクリングイベント。事前に配布され
かすみがうらアクティビティヴィレッ る「ハンティングMAP」には農業や水産業を
歩崎公園
ジ
営む生産者さんが示され、制限時間の中で
（かすみがうら市交流センター）
ライドハンターズBBQ
好きな場所を訪れて食材をハント（収穫）しま
かすみがうら市坂4784番地先
BBQ食材収穫サイクリング
す。どのようなルートで、どの食材をハントす
るかは自由です！収穫した食材はゴール後
に調理してBBQを楽しむことができます。

歩崎公園（かすみがうら市交流セン
ター）
029-896-1226
（土・日曜、祝日の問合せ先）

12/19～3/28

かすみがうらアクティビティヴィレッ
ジ
ラジオドラマサイクリング
あの人の音声ガイドで特別コース
を走る、物語仕立てのサイクリン
グ！

専用のアプリを使って、ナビゲーターの音声
案内を聞きながらサイクリングコースを楽しむ
歩崎公園
ことができます。一人で走っているだけでは、
（かすみがうら市交流センター）
通り過ごしてしまうような隠れスポットや、解説
かすみがうら市坂4784番地先
がないと到底知り得ないようなご当地話など
を、ドラマ仕立てにしてご案内します。

歩崎公園（かすみがうら市交流セン
ター）
029-840-9010

12/31～1/3

牛久大仏初詣
「修正会（しゅうしょうかい）」

牛久大仏〔浄土真宗東本願寺派
年始の法要が執り行われ、大仏胎内は3階ま
本山東本願寺〕（牛久市久野町 029-889-2931
で無料で拝観できます。
2083）

1/2～3/7

笠間市と益子町をつなぐ歴史的背景に触れ
かさましこ
笠間日動美術館 2階 県民ギャ 笠間日動美術館
ながら先人たちが育んできた焼き物文化を
～兄弟産地が紡ぐ焼き物語～ 展
ラリー
0296-72-2160
紹介します。

阿見町内の飲食店

1/2～3/7

異国の景色

画家を志し、住み慣れた土地を離れた若者
たちは、そこで目にした光景に何を見い出し
たのでしょうか。自然や街並み、目新しい風
物に心を奪われ、創作意欲を大いに高めた
ことでしょう。本展では、パリの街並みに向き
合い制作を続けた佐伯祐三をはじめ、海外 笠間日動美術館 企画展示館
に学び各々の表現を探究した画家たちの作
品を展示します。画家の眼を通して描かれた
異国の風景、人々、そして旅情あふれる思い
出の品々に、感動をみつけていただければ
幸いです。

1/5～2/28

「祝チバニアン誕生！拡大版―
もっと知りたい千葉時代―」

「チバニアン」の第2弾。前回の内容に加え、
所蔵の標本から、全国各地のチバニアンを
地質標本館 1階ホール
集めて展示します。また、地磁気が逆転する
茨城県つくば市東1-1-1
ときの「ふらふら運動」を最新の研究成果とと
もにご紹介します。

地質標本館
029-861-3750

1/6～2/3

結城蔵美館
谷口亘璋・溪水 書展

今回の書道展は、一般的な書だけではなく、
印鑑の持つ部分、「鈕」などの作品も展示し
結城蔵美館
ます。書を志す方はもちろん、書道に少しで
茨城県結城市結城1330
も興味のある方も是非一度足をお運びくださ
い。

結城蔵美館
0296-54-5123

笠間日動美術館
0296-72-2160

1/8～1/11

新春初窯市

1/9～3/7

冬の企画展
関由香写真展 ねこうらら

1/9～2/7

中止

例年お正月に開催される『彩初窯市』を、笠
間芸術の森公園でより大きなスケールで『新
笠間芸術の森公園イベント広場 新春初窯市実行委員会
春初窯市』として開催します。個性豊かな作
（笠間市笠間2345）
0296-73-0058
家たちによる笠間焼の展示販売に、ぜひお
越しください。

ねこ写真家として幅広く活躍する、つくば市
在住の関由香氏の写真展。ねこを追って近
所から、ときには海外まで出向き、撮影され
た作品、「島のねこ」「南のねこじま」「沖縄」
「ほわほわ」「台湾ねこ」など約100点を展示し
ます。
東京国立博物館収蔵の古河ゆかりの文化財
を一部公開。国宝「鷹見泉石像」や葛飾北斎
古河市合併15周年 開館30周年記 の自筆作品「七面大明神応現図」、埴輪「大
念 特別展示 国宝参上。
刀を持つ男子」など、多様な歴史や文化を表
現した作品を多数展示します。ぜひご来館く
ださい。

しもだて美術館
茨城県筑西市丙372
アルテリオ3階

しもだて美術館
0296-23-1601

古河歴史博物館
茨城県古河市中央町3-10-56

古河歴史博物館
0280-22-5211

1/16

第51回とりで利根川どんどまつり

お正月に飾ったしめ飾りや門松などを燃や
し、その残り火で餅焼きを焼いた餅を食べな
取手緑地運動公園
がらその年の無病息災を願うお祭りです。今
（利根川河川敷）
年度は一部内容を変更して実施します。な
お、福もち販売は中止します。

1月上旬

とりで利根川たこあげ大会

たこあげ大会当日は、青空の下でのたこづく
取手緑地運動公園
り教室、手作りたこによるたこあげコンクール
（利根川河川敷）
などが開催されています。

取手市観光協会
0297-74-0217

ムーミン コミックス展

1954年からイブニング・ニューズ紙に掲載さ
れた「ムーミンコミックス」は大きな人気を博
茨城県近代美術館
し、掲載は約20年間にわたって続きました。
【住所】水戸市千波町東久保
本展では日本初公開となる「ムーミン・コミック
666-1
ス」原画を中心に、スケッチ、ドローイング、資
料など計280点余りを紹介します。

029-243-5111

1/16～3/14

1/18～1/31

勝田全国オンラインマラソン

１/24

第7回全国あんこうサミット

第69回勝田全国マラソン，三浜駅伝競走大
会は中止となりましたが，代替イベントとして
『勝田全国オンラインマラソン』を開催するこ
ととなりました。専用アプリによるGPS計測し
開催期間中の計測回数に制限はなく，期間
内に指定の距離を走れば完走となります。参
加者の中から抽選で550名に当たる抽選賞
をお贈りいたします。抽選賞は，市内ペア宿
泊券や海産物等のひたちなか市特産品を予
定しています。
漁師料理である「あんこうどぶ汁」発祥の地・
北茨城市で開催する、全国初のあんこう料理
を持ち寄った食の祭典です。全国にあんこう
料理の美味しさと素晴らしさを発信しようと、
あんこうの吊るし切りの実演や、あんこう鍋の
販売、各地のあんこうなどのPRを行います。
ぜひ、この機会にあんこう料理をご賞味くださ
い！！

取手市観光協会
0297-74-0217

各地GPS計測可能な場所

勝田全国オンラインマラソン大会事務
局
029-272-8405

北茨城市漁業歴史資料館よう・
そろー
茨城県北茨城市関南町仁井田
789-2

北茨城市観光協会
0293-43-1111

※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。

2020/12/25 現在

