2021年3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 〈2021/2/25現在〉

実施状況

開催日

催事名

概要

場所

問合せ先(TEL)

2/3～3/20

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

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）

12/19～3/14

かすみがうらアクティビティヴィレッ
ジ
ライドハンターズBBQ
BBQ食材収穫サイクリング

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
る「ハンティングMAP」には農業や水産業を
歩崎公園
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）
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
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

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。

1/2～3/7

異国の景色

1/9～3/7

冬の企画展
関由香写真展 ねこうらら

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
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。
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。

（株）ラクスマリーナ
０２９－８２２－２３４７

笠間日動美術館 企画展示館

笠間日動美術館
0296-72-2160

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

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

第21回笠間のひなまつり 桃宴
かさまの陶雛（とうえん）

世界に一つの陶の雛人形を展示販売する
「桃宴（とうえん）」が、笠間工芸の丘を中心
に、陶の小径やギャラリーロードなどの市内
店舗で開催されます。窯元で陶雛人形制作 笠間駅周辺
ワークショップに参加したり、飲食店で春を彩
る特別メニューを味わったりと、笠間ならでは
の桃の節句を楽しめます。

（一社）笠間市観光協会

未定～3/31

ディスカとヴァーリのミトロジア
〜願いを叶える梅の木を探せ〜

イベントは謎を解き、捜索エリア内で実際に
宝を探すリアル宝探しイベントです。冊子配
布場所に行き、参加冊子を入手。中面にある
3つの謎を解くと、捜索範囲内のどこかに隠さ
れている3つの手がかりの在りかがわかる。3
つの手がかりを入手すると、宝箱の在りかを
茨城県水戸市
特定でき、特定した場所に向かい、宝箱を見
つけよう。宝箱に書かれている【キーワード】
は忘れずにメモし、宝箱を発見出来たら、発
見報告所で【キーワード】を報告。【キーワー
ド】が正しければ、参加賞がもらえるよ！更
に、抽選で素敵な賞品が当たるチャンスも！

（一社）水戸観光コンベンション協会
029-224-0441

2/2～3/3

～ひな人形の世界～
第9回 ひなに魅せられて

博物館所蔵のおひなさま、市内各家で大切
に受け継がれてきた古いおひなさまや特色
あるおひなさまを博物館所蔵の民具などに 下妻市ふるさと博物館
合わせて展示します。時代による表情の違い 茨城県下妻市長塚乙77
や衣装など、様々なおひなさまの特徴を楽し
みながらご鑑賞ください。

下妻市ふるさと博物館
0296-44-7111

1/16～3/14

1/20～3/2

筑西雛祭り ひなめぐり

アルテリオを中心に、下館駅周辺商店街が
雛祭り一色に華やぎます。吊るし雛、子ども
達作成の折り紙タペストリー、ひょうたんから
陶器まで街を彩る様々な「かわいい」「きれ
しもだて地域交流センター
い」が楽しめます。
アルテリオ（メイン会場）
ひなめぐり期間中は約５メートルの巨大ひな
壇（下館商工会議所青年部OB意志の会 提
供）が、アルテリオ内に飾られます。ぜひご覧
ください。

笑店街プロジェクト
0296-24-5578

真壁のひなまつり

「寒い中、真壁に来てくれた人をもてなそ
う」。住民たちのそんなひと言から始まった真
壁のひなまつり。見世倉・土蔵などが軒を連
ねる真壁のまちに有志たちの手によってお 真壁市街地
雛様が飾られると、それを見た近所の家や店
にも雛飾りの輪が広がり、今では約160軒が
参加する名物イベントへと発展しました。

真壁のひなまつり実行委員会
桜川市商工観光課
0296-23-8200

2/4～3/3

第１７回土浦の雛まつり

メイン会場の土浦まちかど蔵（国登録文化
財）では、土浦の商家に伝わる明治時代の
雛人形（作：仲秀英）の展示。手作りつるし雛
やちりめん細工の作品展（今年の干支である
土浦まちかど蔵「大徳」・「野村」
子をテーマにした創作人形）。他にも「かす
ほか 周辺商店街など
み人形」や創作雛なども展示し。江戸末期の
蔵と調和した「和」の空間を醸し出します。ま
た、周辺商店街でも様々な雛人形・雛飾りが
展示されます。

（一社）土浦市観光協会
029-824-2810

2/6～3/７

第13回那珂のひなまつり「雛人形
展」

歴史俗資料館では、毎年恒例となりました雛
人形展を下記の通り開催いたします。当館所
蔵の明治～平成のお雛様や、市民の方々よ
歴史民俗資料館
り出展いただいた様々なお雛様を展示しま
す。また、那珂つるしびなの会のつるしびな
の展示会場にもなっております。

歴史民俗資料館 歴史民俗Ｇ
029-297-0080

2/6～3/3

土浦の雛まつり

メイン会場の土浦まちかど蔵（国登録文化
財）では、土浦の商家に伝わる明治時代の
雛人形（作：仲秀英）の展示。手作りつるし雛
やちりめん細工の作品展（今年の干支である
土浦まちかど蔵「大徳」
亥をテーマにした創作人形）。他にも「かす
茨城県土浦市中央1丁目3−16
み人形」や創作雛なども展示し。江戸末期の
蔵と調和した「和」の空間を醸し出します。ま
た、周辺商店街でも様々な雛人形・雛飾りが
展示されます。

(一社)土浦市観光協会
029-824-2810

2/13～12/19

企画展「渋沢栄一と弘道館」

渋沢栄一は大正5年(1916)5月28日に水戸を
訪問した際、弘道館の孔子廟を見学し、館
内で講演を行っています。本展では、弘道館 弘道館
での講義録を紐解きながら渋沢と水戸との関
わりをパネル展示で解説します。

茨城県水戸土木事務所
偕楽園公園課 弘道館事務所
029-231-4725

2月中旬～3月上旬

第14回北茨城ひなあかり

市北茨城市内の公共施設などで雛飾りが特
別展示されるほか、店舗や民家にてお雛様
の展示や販売を実施。スタンプラリーや雛カ
北茨城市内全域
フェ＆雛ランチ、ワークショップなど、それぞ
茨城市磯原町磯原1630
れの会場で趣向を凝らしたおもてなしで迎え
てくれます。気の向くままに、そぞろめぐりを
楽んでください。

北茨城ひなあかり実行委員会
090-2918-6606

2/20～4/11

近世以前の茨城では、各地で刀工と金工師
が鎚(つち)や鏨(たがね)をふるい、あまたの
刀剣とその外装たる刀装・刀装具が生み出さ
特別展Ⅱ 鋼と色金－茨城の刀剣 れました。本展では、当地に産した刀剣類の 茨城県立歴史館
と刀装
優品を中心に、郷土の刀剣文化を物語る史 茨城県水戸市緑町2-1-15
資料を展示いたします。千変万化の鋼と多
種多彩な色金が織りなす美の世界をご堪能
ください。

2/27～6/13

化石研究所へようこそ！
－古生物学のすすめ－

今回の企画展では、博物館の裏舞台とも言
える「収集・保管・研究」の過程について詳し
く解説する展示を用意しました。ぜひ古生物 ミュージアムパーク茨城県自然
学者になった気分で化石を観察し、大昔に 博物館（坂東市大崎700）
存在した生物について考えを巡らせながら
展示を楽しんで頂けると幸いです。

ミュージアムパーク茨城県自然博物館
0297-38-2000

2/27～3/15

燦SUN館の雛まつり
〜階段雛かざり〜

昭和50年代の七段飾りを燦SUN館エントラン 古河市 三和資料館
ス階段に飾ります
茨城県古河市仁連2042番地1

0280-75-1511

3/1～5/27

直木賞受賞作『炎環』をはじめとする一連の
古河文学館テーマ展
「鎌倉もの」と平清盛の妻を主人公とした『波 古河文学館
赤か？白か？永井路子の描く源平
のかたみ』を中心に、源平争乱時代を舞台と 茨城県古河市中央町3-10-21
争乱
した永井作品を紹介します。

0280-21-1129

2/3～3/7

中止

中止

中止

中止

2/4～3/3

2/26～3/21

第48回 筑波山梅まつり

3/1～3/21

第125回水戸の梅まつり

筑波山梅林の園内には，たくさんの見所があ
り「展望四阿（あずまや）」「扇橋」「見返り縁
台」「かねおれ橋」「せせらぎ橋」「菱露台」な
筑波山梅林
どの建築物が園内に点在しています。それ
ぞれの景観と筑波山梅まつりをお楽しみ下さ
い。
水戸の春は梅の花から。 季節やわらぐ早春
にちらほらと咲き出す花々が、水戸に少し早
い春の訪れを告げてくれます。 早春の香りに
誘われて花の旅に出かけませんか。※梅ま
偕楽園
つり期間中毎日、18：00～20：30に「水戸の
梅まつり チームラボ 偕楽園 光の祭」開催
のため、偕楽園本園の開園時間が変更され
ます。

茨城県立歴史館
029-225-4425

（一社）つくば観光コンベンション協会
029-869-8333

水戸の梅まつり実行委員会
029-224-0441

中止

3/2～3/7

みとめぐり

夕方から夜・朝の時間帯をメインに、茨城県
立歴史館を起点として水戸市内の歴史的・
文化的なスポットなどを周遊することで、これ 茨城県立歴史館
までにはなかった新しい観光スタイルを体験 茨城県水戸市緑町2-1-15
することができます。主にプロジェクションマッ
ピングや光の道プロジェクトを開催します。

2/20～3/3

かっぱの里 うしくのひなまつり

つるし雛を中心に、数々の創作雛人形を展
示。手作り作品の販売やワークショップをお
こなう「ひなマルシェ」も開催されます。

3/6・3/13

夜・梅・祭

弘道館の開館180年を記念し、弘道館・水戸
城跡を会場として、2日間にわたって今まで 弘道館および水戸城跡
にない夜・梅・祭を開催します

3/6・3/7

今年で125回目を迎える「水戸の梅まつり」会
期中の2日間、茨城県水戸市の千波公園西
の谷にて、GO OUT プロデュースのアウトド
アイベント「GO OUT PARK! in 水戸の梅ま
千波公園西の谷
GO OUT PARK! in 水戸の梅まつ つり」を開催。ショッピングや体験型アクティビ
茨城県水戸市天王町 1丁目付
り
ティ、ワークショップ、最新テント展示、アウト
近
ドアカー展示のほか、大人気キャンプアニメ
「ゆるキャン△」のエリアが展開されるなど、子
どもから大人まで楽しめること間違いなしのコ
ンテンツ内容になっています。

（株）茨城放送
［企画制作］（株）三栄 GO OUT
info@gooutcamp.jp

3/6・3/13

コンサートを鑑賞できるナイトイベントを2夜限
定で開催します。夜の水族館を舞台に、大
アクアワールド茨城県大洗水族
アーティストナイトINアクアワールド 切な人と共に幻想的な雰囲気の中で楽器の
館
音色を聞きながら、思い出に残るひとときを
過ごしてみませんか。

アクアワールド茨城県大洗水族館
029-267-5151

3/9

中止

3月中旬～4月下旬

3/20～5/16

中止

3/20～4/5

3/20・3/27

中止

3/27

祭頭祭は、年間80回を数える鹿島神宮の行
事の中でも最も規模が大きく、勇壮な祭典で
す。毎年3月9日｢イヤートホヨトホヤアー｣の
歌に合せ色鮮やかな衣装を身に付けた囃人
が6尺（180ｃｍ）の樫棒を組んでは解き、囃し
ながら街中を練り歩く勇壮な祭りです。奈良
令和3年度 祭頭祭
朝の頃、武運長久を祈って旅立っていった
防人たちの｢鹿島立ちの｣故事を表すと言わ
れていますが、本来は五穀豊穣・天下泰平
を願う祈年祭と言えます。鹿島地方に春を呼
び、人々の健康や豊作を願って行われま
す。
桜の名所といわれる櫻川磯部稲村神社、磯
部桜川公園、高峯のヤマザクラ、雨引観音を
中心に開催される『桜川の桜まつり』。期間中
は櫻川磯部稲村神社にて「無料桜ガイド」が
国指定名勝「桜川」の桜まつり
実施され、桜の名所をめぐる臨時バス「山桜
号」も期間限定で運行されます。固有11種類
を含む櫻川磯部稲村神社の参道および公
園の山桜は国の天然記念物に指定されてい
ます
大正時代、夢見がちな瞳の少女を描き、一
世を風靡した竹久夢二。エコール・ド・パリ時
代のフランスで、パステルカラーの優美な女
性像を描いたマリー・ローランサン。二人の作
品は、華やかで可憐に見えますが、当時とし
ては前衛的（アヴァンギャルド）な芸術でし
夢二×ローランサン 乙女の夢はア
た。本展覧会では、夢二とローランサンの作
ヴァンギャルド
品と当時のフォーヴィスムや表現主義の作品
を併せて展示することで、夢二やローランサ
ンと20世紀初頭の前衛芸術との関係に迫りま
す。世界大戦の時代、社会や画壇の通念に
抗った二人の画家が描いたアヴァンギャルド
な乙女たちをご覧ください。
江戸時代に古河藩主土井利勝が、領地に桃
を植えさせたことに由来する歴史的にも意義
のあるまつりです。会場となる古河公方公園
（古河総合公園）は、平成15年にメリナ・メル
クーリ国際賞を受賞した歴史と自然の融和し
た公園。公園内の桃林には、「矢口、源平、
第45回古河桃まつり
菊桃、寿星桃、寒白桃」の5種類の花桃が鮮
やかなピンク色で染まり、桜とはひと味違った
お花見をお楽しみいただけます。会場内で
は市内事業者による出店、郷土物産品の販
売、野点、ステージイベントなど幅広く催され
ます。また、会場では古河桃むすめが皆様を
お出迎えいたします。

牛久市中央生涯学習センター
牛久市柏田町1606-1

一般社団法人茨城県観光物産協会
029-226-3800

うしくのひなまつり実行委員会
029-871-2300

水戸の梅まつり実行委員会
029-224-0441

鹿島神宮

鹿島神宮
0299-82-1209

桜川市磯部地区ほか
茨城県桜川市磯部740番地2

桜まつり実行委員会事務局
(桜川市役所商工観光課内)
0296-23-8200

笠間日動美術館
企画展示館

笠間日動美術館
0296-72-2160

古河公方公園
茨城県古河市鴻巣399-1

古河市観光協会
0280-23-1266

NIGHT AQUAWORLD

夜の新たな水族館の楽しみを提供する限定
アクアワールド茨城県大洗水族
イベント。夜間限定の特別演出「くらげ３６５」
館
やオーシャンナイトライブを開催します。

第90回ばんどうホコテン

茨城自慢のおいしい食べ物がいっぱい！
茨城県の誇る海の幸や山の幸、ご当地グル
メも集います。おなかいっぱい食べて茨城の
魅力を満喫しましょう♪また、将門くんをはじ
め、県内各地のたくさんのご当地キャラが大
集合！会場内では、キャラクター撮影会を開
催いたします。デジカメやスマホを片手に、
是非遊びに来てください。

アクアワールド茨城県大洗水族館
029-267-5151

国道354号線沿い岩井商店街内
坂東市岩井3304番地～4441番 坂東市役所商工観光課
地坂東市岩井4443番地～4616 0297-20-8666
番地

※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。
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