
会場地 事　業　名 会　場 期　間

開館30周年記念 茨城県近代美術館名品展ザ・ベスト
モネ、ルノワール、大観から靉嘔まで

茨城県近代美術館 2月9日（土）～3月24日（日）

水戸市市制施行130周年記念プレイベント第123回水
戸の梅まつり

偕楽園・弘道館 2月16日（土）～3月31日（日）

茨城の民話を味わおう。茨城の民話を世界の言葉で
聞こう。

― 3月以降ホームページ上で公開

STREET DANCE STUDIO　ROOTS 茨城県水戸市駿優教育会館 大ホール 3月10日（日）

バガボンドＳＡＫＵＲＡ－ＧＡＷＡ 茨城県立県民文化センター 小ホール 3月20日（水）

第15回茨城国際音楽アカデミーinかさま水戸スペ
シャル・コンサート

茨城県立県民文化センター 大ホール 3月23日（土）

茨城総合物産音楽フェスティバル2019 水戸市千波湖ふれあい広場 5月25日（土）～26日（日）

2019年度茨城県高等学校放送コンテスト兼 第66回
NHK杯全国高校放送コンテスト茨城県予選

茨城県立県民文化センター 6月4日（火）

全国スポーツ写真展 茨城県立県民文化センター（予定） 9月～10月

リボーン・アートボール展 茨城県立県民文化センター（予定） 9月～10月

2019年度茨城県高等学校放送コンテスト新人大会
（兼 2020年度全国高等学校総合文化祭放送部門茨城
県予選 兼 第17回関東地区放送コンクール茨城県予

茨城県立県民文化センター（予定） 11月12日（火）

ナイスハートふれあいフェスティバル2019 茨城県立県民文化センター 12月5日（木）～9日（月）

ひたち秋祭り 郷土芸能大祭 日立シビックセンター 新都市広場 未定

Hitachi Starlight Illumination 2019 日立シビックセンター 新都市広場 未定

日立市角記念市民ギャラリー 常設展 日立市角記念市民ギャラリー 通年 (休館日：月曜日、12月29日～1月3日まで)

日立市𠮷田正音楽記念館 日立市 𠮷田正音楽記念館 通年

日立市𠮷田正音楽記念館 展望カフェ 日立市 𠮷田正音楽記念館 通年

日立シビックセンター科学館 常設展 日立シビックセンター科学館・天球劇場 通年

日立シビックセンター科学館 天球劇場ドーム映像番組 日立シビックセンター科学館・天球劇場
通年（休館：毎月最終月曜日（祝日開館）、年
末年始）

かみね公園正月まつり かみね公園 1月初旬

かみね動物園正月まつり かみね動物園 1月2日（水）～31日（木）

日立の歴史・民族と産業・自然・郷土ゆかりの美術 日立市郷土博物館 常設展示室 1月5日（土）～12月27日（金）

たかはら自然塾 鳥追いまつり たかはら自然体験交流施設 たかはら自然塾 1月中旬（予定）

いきいき茨城ゆめ国体開催記念 第3回日立KIZUNAリ
レーマラソン

市民運動公園、周辺道路ほか 2月24日（日）

奥日立きららの里 ランニングフェスタ2019＆鍋バイキング 奥日立きららの里 3月9日（土）

かみね公園 スプリングフェスティバル かみね公園 3月中旬～4月中旬

第19回日立さくらロードレース 日立シビックセンター、新都市広場ほか 4月7日（日）

第57回日立さくらまつり 平和通り、かみね公園、十王パノラマ公園 4月1日（月）～14日（日）

奥日立きららの里春まつり 奥日立きららの里 5月25日（土）～26日（日）

かみね公園ちびっこまつり かみね公園 4月下旬～5月上旬

たかはら自然塾 春まつり たかはら自然体験交流施設 たかはら自然塾 5月5日（日）（予定）

かみね動物園 ゴールデンウィークイベント かみね動物園 5月初旬～5月中旬

ひたち国際大道芸2019
5月11日（土）：日立会場(日立駅前ほか)
5月12日（日）：多賀会場(多賀駅前ほか)

5月11日（土）～12日（日）

海水浴場開設 伊師浜・川尻・会瀬・河原子・水木・久慈浜 7月中旬～8月中旬

日立港まつり 日立港区内（臨海道路、なぎさ公園ほか） 7月28日（日）

ひたち河原子花火大会 河原子海岸 8月3日（土）

夜の動物園 かみね動物園 8月初旬～8月中旬

日立あんどんまつり かみね公園 8月初旬～8月中旬

第55回日立市美術展覧会 日立シビックセンター 9月

よかっぺまつり
多賀駅前よかっぺ通り、千石町すずらん通り、
アンズ並木通り

9月14日（土）（予定）

かみね公園秋まつり第１弾 かみね公園 9月中旬～9月下旬

特別展示企画 日立市郷土博物館　特別展示室 10月～12月

奥日立きららの里秋まつり 奥日立きららの里 10月19日（土）～20日（日）（予定）

かみね公園秋まつり第2弾 かみね公園 10月中旬～11月初旬

道の駅日立おさかなセンター
供用5周年イベント（仮）

道の駅日立おさかなセンター 10月下旬

日立市産業祭 日立市池の川さくらアリーナ 11月9日（土）～10日（日）（予定）

たかはら自然塾収穫祭 たかはら自然体験交流施設 たかはら自然塾 11月24日（日）（予定）

奥日立きららの里 ウォーキングラリー大会 奥日立きららの里 12月7日（土）(予定)

上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館） 上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館） 通年

2018年度冬季展示「霞ヶ浦に育まれた人々のくらし」 土浦市立博物館 1月5日（土）～3月11日（月）

縄文の布づくりと原始機織・縄文土器をつくろう講
座作品展

上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館） 1月13日（日）～3月3日（日）

第40回特別展「町の記憶―空都土浦とその時代」
（仮）

土浦市立博物館 3月16日（土）～5月6日（月）

土浦桜まつり 亀城公園他 3月下旬～4月上旬

テーマ展「土浦の遺跡24」 上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館） 3月下旬～5月上旬

かすみがうらマラソン2019 兼 国際盲人マラソン 川口運動公園J:COMフィード土浦ほか 4月14日（日）

第30弾土浦まちなか元気市（かすみがうらマラソン
ランナーズ・ヴィレッジ）

川口ショッピングモール505 4月14日（日）

文化プログラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　2019年3月1日現在

水戸市

日立市

土浦市



会場地 事　業　名 会　場 期　間

2019年度総合展示「霞ヶ浦に育まれた人々のくらし」 土浦市立博物館
春季：5～6月 夏季：7～9月 
秋季：10～12月 冬季：1～3月

春季美術展覧会 土浦市民ギャラリー 5月11日（土）～19日（水）（予定）

ミュージアムセミナー2019 上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館） 6月～7月

土浦市障害者（児）スポーツ大会 霞ヶ浦文化体育会館 6月（予定）

夏休みファミリーミュージアム
土浦市立博物館　上高津貝塚ふるさと歴史の広
場

7月～8月（夏休み期間中）

夏休みファミリーミュージアム テーマ展 上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館） 夏休み期間中

パネル展「戦争の記憶を語る」 土浦市立博物館 7月～9月

土浦キララまつり 土浦市駅前通り 8月第1土日

特別公開「土屋家の刀剣―国宝・重要文化財の公開」 土浦市立博物館 9月～10月

第48回土浦市文化祭 土浦市民会館 土浦市亀城プラザ他 9月下旬～12月上旬

土浦市立博物館秋季テーマ展 土浦市立博物館 10月～12月頃

土浦全国花火競技大会（第88回） 桜川畔（学園大橋付近） 10月20日（日）予定

第22回企画展 上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館） 10月中旬～12月上旬

土浦市健康まつり 未定 10月20日（日）予定

新治地区コミュニティまつり 新治地区コミュニティセンター 10月25日（金）～27日（日）

六中地区公民館文化祭 六中地区公民館 10月26日（土）～27日（日）

四中地区公民館まつり 四中地区公民館 11月1日（金）～3日（日）

上大津公民館まつり 土浦市立上大津公民館 11月2日（土）～10日（日）

三中地区文化祭 三中地区公民館 11月14日（木）～17日（日）

第72回土浦市美術展覧会 土浦市民ギャラリー 11月初旬

第16回土浦カレーフェスティバル
J:COMフィールド土浦（川口運動公園陸上運動競
技場）

11月中旬

一中地区公民館まつり 一中地区公民館 11月17日（日）

二中地区文化祭 二中地区公民館 11月17日（日）～24日（日）（予定）

都和公民館まつり 都和公民館 11月29日（金）～12月1日（日）

第7回サンスポ古河はなももマラソン 古河市中央運動公園（メイン会場） 3月10日（日）

企画展「華麗なる日本刀 備前伝の伝統～鎌倉時代か
ら現代まで～」

古河歴史博物館 3月16日（土）～5月6日（月）

第43回古河桃まつり 古河公方公園 3月20日（水）～4月5日（金）

第20回古河まくらがの里・花桃ウォーク 古河福祉の森会館　芝生広場 3月23日（土）～24（日）

第14回古河花火大会 古河ゴルフリンクス（渡良瀬川河川敷） 8月3日（土）

古河市青少年軽音楽フェスティバル スペースU 8月17日（土）（予定）

和太鼓フェスティバル 古河市役所古河庁舎 中庭 9月7日（土）

第14回古河菊まつり ネーブルパーク ふれあい広場 10月27日（日）～11月23日（土）

第159回関東の奇祭 古河提灯竿もみまつり
古河駅西口おまつり特設会場（県道三国橋大聖
院線建設予定地）

12月7日（土）（荒天の場合は12月8日（日）1日
のみ順延）

石岡市立ふるさと歴史館常設展・企画展 石岡市立ふるさと歴史館 通年（月曜休館）

第12回石岡つくばねマラソン 茨城県畜産センター 2月17日（日）

【祝 国体】歌って踊る石岡恋瀬姫まつり 石岡市中央公民館 6月23日（日）

第23回石岡市企画展 石岡市八郷総合支所多目的ホール「郷の風」 9月下旬～10月上旬

第52回石岡市文化祭 石岡市民会館、各地区公民館など 9月下旬～11月下旬

第60回石岡市美術展 石岡市八郷総合支所多目的ホール「郷の風」ほか 11月上旬～11月中旬

ふらり結城紬着心地体験
結城市民情報センター１F ゆうき紬着付け処
「着楽」

土日・祝日（平日は要予約）

結城のひなまつり 結城市北部市街地 2月9日（土）～3月3日（日）

第1回結城YEGカップ 結城市北部商店街 3月3日（日）

結いのおと 結城市北部市街地 3月20日（水）～4月5日（金）

祭りゆうき2019 南部中央公園（けやき公園） 10月下旬

結い市 健田須賀神社・市内北部市街地 10月13日（日）～14日（月）

第11回きものday結城 結城市北部市街地 11月上旬

第50回結城市農業祭 浦町児童公園 11月23日（土）

まいんバザール にぎわい広場 毎月第1日曜日

たつのこマルシェ たつのこマルシェ 毎月第2土曜日

龍ケ崎とんび凧あげ大会 牛久沼水辺公園 1月19日（土）

桜祭り 龍ヶ岡公園 4月上旬

RYUとぴあ音頭パレード 龍ケ崎市商店街大通り 7月下旬

龍ケ崎市の撞舞 撞舞通り 7月下旬

市民スポーツ・レクリエーションまつり
龍ケ崎市総合運動公園内「たつのこアリー
ナ」、「たつのこフィールド」

10月20日（日）（予定）

第28回龍ケ崎市民文化芸術フェスティバル 龍ケ崎市文化会館 10月23日（水）前後～11月23日（土）前後

秋の収穫祭 龍ケ崎市農業公園 豊作村 10月27日（日）

龍ケ崎市環境フェア2019 くりーんプラザ・龍 10月27日（日）（予定）

古河市

結城市

龍ケ崎市

土浦市

石岡市



会場地 事　業　名 会　場 期　間

第48回下妻市新春歩け歩け大会 Waiwaiドームしもつま 1月3日（木）

企画展「第7回ひなに魅せられて～ひな人形の世界～」 下妻市ふるさと博物館 2月2日（土）～3月3日（日）

第28回花とふれあいまつり 鬼怒フラワーライン 5月18日（土）

企画展「日本芸術院会員彫刻家・故市村緑郎展」 下妻市ふるさと博物館 9月28日（土）～11月17日（日）

第31回砂沼マラソン大会 砂沼広域公園内 砂沼サンビーチ（メイン会場） 11月17日（日）

あすなろの里ひな祭り 水海道あすなろの里 2月16日～17日，23日～24日

長塚節文学賞
常総市地域交流センター（表彰式）2020年2月8
日（土）

4月1日（月）～9月13日（土）

あすなろの里さくらまつり 水海道あすなろの里 3月末～4月初めの土，日曜日（未定）

第19回常総千姫まつり 蕾咲祭 水海道中心市街地（市民の広場・宝町大通り） 5月18日(土) ～19日(日)

こどもまつり （未定） 5月12日

茨城国体記念 常総市長杯争奪 茨城県中学校 ハンド
ボール大会

常総市水海道総合体育館他2会場 5月25日（土）～26日（日）

第55回常総きぬ川花火大会 常総市鬼怒川河畔 橋本運動公園 8月11日（日）

あすなろの秋まつり 水海道あすなろの里 10月

第26回ひたちおおた芸能祭 常陸太田市生涯学習センター 2月24日（日）

第29回サマーふれあいコンサート
常陸太田市民交流センターパルティホール 野外
ステージ

8月下旬

常陸太田市指定文化財集中曝涼 常陸太田市内 10月19日（土）～20日（日）

常陸太田市民芸能祭 常陸太田市生涯学習センターふれあいホール 10月下旬

第61回常陸太田市美術展覧会（一般の部） 常陸太田市民交流センターパルティホール 10月下旬～11月上旬

第28回市民ふれあいコンサート 常陸太田市民交流センターパルティホール 11月中旬

第33回都々逸全国大会 常陸太田市生涯学習センター 11月下旬

第61回常陸太田市美術展覧会（小中学校の部） 里見文化センター 大集会室 11月下旬

菊池寛実記念　高萩炭礦資料館 菊池寛実記念 高萩炭礦資料館 土・日・祝日

穂積家住宅 穂積家住宅 1月5日（土）～12月28日（土）

高萩市歴史民俗資料館 高萩市歴史民俗資料館 1月6日（日）～12月26日（木）

第49回高萩まつり 高萩駅周辺 7月下旬

花貫渓谷紅葉まつり 茨城県高萩市花貫渓谷 11月中

第40回高萩市産業祭 高萩市役所周辺 11月中旬

追悼－小林恒岳展 茨城県天心記念五浦美術館 2018年12月13日（木）～2月11日（月）

北茨城市歴史民俗資料館 野口雨情記念館 野口雨情記念館 1月2日（水）～12月28日（土）

茨城大学五浦美術文化研究所（六角堂・天心邸・長
屋門）

茨城大学五浦美術文化研究所（六角堂・天心
邸・長屋門）

1月4日（金）～12月28日（土）

北茨城市漁業歴史資料館「よう・そろー」 北茨城市漁業歴史資料館「よう・そろー」 1月4日（金）～12月28日（土）

全国あんこうサミット 北茨城市漁業歴史資料館「よう・そろー」敷地内 1月27日（日）

再興第103回院展　茨城五浦展 茨城県天心記念五浦美術館 2月23日（土）～3月24日（日）

常陸大津の御船祭 大津漁港周辺 5月2日（木）～3日（金）

第56回県下中学校交歓笠間市駅伝大会 笠間芸術の森公園 1月20日（日）

第15回茨城国際音楽アカデミーin かさま 茨城県教育研修センター（主会場） 3月21日（木）～28日（木）

第48回笠間つつじまつり 笠間つつじ公園 4月中旬～5月上旬

第38回笠間の陶炎祭 笠間芸術の森公園イベント広場 4月29日（月）～5月5日（日）

第5回笠間市長杯スナッグゴルフ大会 宍戸ヒルズカントリークラブ（予定） 5月中旬

グリーンフェスタかさま 宍戸ヒルズカントリークラブ 6月上旬 （2日間）

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
ポレポレ周辺

8月中旬

笠間の菊まつり 笠間稲荷神社周辺 10月中旬～11月下旬

かさま文化財公開 笠間市内4～7か所の文化財（詳細未定） 10月26日（土）～27日（日）

第14回かさま陶芸の里ハーフマラソン大会 笠間芸術の森公園 12月15日（日）

かさま新栗まつり 笠間芸術の森公園 未定

県指定文化財・市指定史跡 旧取手宿本陣染野家住宅
の公開

旧取手宿本陣染野家住宅 1月4日（金）～12月22日（日）の毎週金土日曜日

取手市埋蔵文化センター企画展 取手市埋蔵文化センター企画展 ①2月中旬～4月下旬 ②7月中旬～9月下旬

第15回取手ひなまつり
取手福祉会館・健康相談室・他市内展示場・参
加店舗

2月20日（水）～3月3日（日）

取手美術作家展 取手ウェルネスプラザ 6月15日（土）～26日（水）

取手音楽の日 取手市立市民会館・福祉会館 10月5日（土）～6日（日）

取手市藤代文化祭 取手市藤代公民館 10月～11月

取手市文化祭 取手市立市民会館・福祉会館 11月2日（土）～4日（月）

かっぱの里ギャラリー かっぱの里ギャラリー 1月4日（金）～12月28日（土）

第5回牛久郷土かるた大会 牛久運動公園体育館サブアリーナ 1月6日（日）

かっぱの里うしくのひなまつり 牛久市中央生涯学習センター 2月16日（土）～3月3日（日）

第38回うしくかっぱ祭り 牛久市役所、近隣公園、花水木通り 7月27日（土）～28日（日）

2019ＭＵＳＥコンサート 牛久市中央生涯学習センター・文化ホール 9月22日(日）

第43回牛久市民文化祭 牛久市中央生涯学習センター 10月16日（水）～11月10日（日）

第29回うしくＷａｉワイまつり 牛久市中央生涯学習センター駐車場 11月3日（日）

第25回うしく現代美術展 牛久市中央生涯学習センター 11月17日（日）～12月1日（日）

常総市

常陸太田市

高萩市

北茨城市

牛久市

下妻市

笠間市

取手市



会場地 事　業　名 会　場 期　間

つくばエキスポセンター つくばエキスポセンター 通年

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）筑
波宇宙センター

筑波宇宙センター展示館「スペースドーム」 通年

つくばサイエンスツアーバス（循環） 各研究教育施設 通年

つくば美術館 茨城県つくば美術館 通年

国土地理院 地図と測量の科学館 地図と測量の科学館 通年

STREET DANCE CONTEST Birthday/GRANDSOUL ノバホール 1月6日（日）

新元号記念新春落語会 つくば市民ホール くきざき 1月20日（日）

東京ゲゲゲイ歌劇団VOL.Ⅲ ノバホール 1月26日（土）

リボーン・アートボールワークショップ つくばカピオ 1月26日（土）～27日（日）

筑波山梅まつりプレイベント「星に願いを」 BiVIつくば2階イベントスペース 2月9日（土）

筑波山梅まつり 筑波山梅林 2月中旬～3月下旬

筑波山頂カタクリの花まつり 筑波山頂付近カタクリの里 ほか 4月1日（月）～20日（土）

筑波山ガマまつり（筑波山がまレース） 筑波山門前通り付近 8月中旬

第35回つくば国際音楽祭 ノバホール 9月下旬～12月初旬（予定）

筑波山麗秋祭り2019 筑波山麗秋祭り2019 10月19日（土）～11月4日（月）

筑波山もみじまつり 筑波山 11月1日（金）～12月2日（月）

第14回つくばで第九演奏会 ノバホール 12月下旬

国指定史跡馬渡埴輪製作遺跡 馬渡はにわ公園 通年

武田氏館 武田氏館 通年

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター ひたちなか市埋蔵文化財調査センター 通年

第9回子ども伝統文化フェスティバル ひたちなか市文化会館大ホール 1月20日（日）

文化協会総合発表会「第13回春の祭典」 ひたちなか市文化会館大ホール 2月10日（日）

国指定史跡虎塚古墳石室壁画一般公開 虎塚古墳史跡公園 3月下旬～11月上旬（仮）

ひたちなか・大洗・東海PRの日／ひたちなかフラ
フェスティバル2019

国営ひたち海浜公園 水のステージエリア 5月12日（日）

花しょうぶ園まつり 馬渡はにわ公園 6月上旬～中旬

第25回ひたちなか祭り 昭和通り・表町商店街他 8月17日（土）～18日（日）

美術展覧会第1期（書道・絵画・彫刻） ひたちなか市文化会館コミュニティ棟 未定

美術展覧会第2期（写真・陶芸） ひたちなか市文化会館コミュニティ棟 未定

児童生徒作品展 ひたちなか市松戸体育館 未定

第44回鹿嶋市駅伝大会 鹿嶋市立カシマスポーツセンターほか 1月20日（日）

かしま桜まつり 鹿島城山公園 3月～4月

鹿島神宮 祭頭祭 鹿島神宮 3月9日（土）

鹿嶋市花火大会 北浦湖上 8月下旬

鹿島神宮 提灯まち 鹿島神宮 9月1日（日）

鹿島神宮 神幸祭 鹿島神宮 9月1日（日）～2日（月）

茨城県水郷県民の森 茨城県水郷県民の森 通年

酒蔵見学 愛友酒造 通年

権現山公園桜まつり 夕方～夜（ライトアップ） 権現山公園 3月30日（土）～4月14日（日）

水郷潮来あやめまつり 夕方～夜（ライトアップ） 水郷潮来あやめ園 5月25日（土）～6月23日（日）

市営ろ舟遊覧 水郷潮来あやめ園ろ舟乗り場 6月1日（土）～30日（日）

水郷の燈（あかり） 水郷潮来あやめ園 6月15日（土）

第15回珍しい車の夏祭り 道の駅いたこ ひかりの広場 7月13日（土）～15日（月）

延方相撲 鹿島吉田神社 7月28日（日）

潮来祇園祭禮 潮来市内 8月2日（金）～4日（日）

万燈会 奈良薬師寺東関東別院水雲山潮音寺 8月13日（火）～16日（金）

水郷潮来花火大会 水郷北斎公園特設会場 8月17日（土）

二本松寺あじさいの杜 二本松寺 未定

水郷潮来月まつり 潮来市前川特設ステージ(雨天時は潮来公民館) 未定

大生神社巫女舞神事 大生神社 未定

国神神社上戸の獅子舞 国神神社 11月23日（土）

第21回活躍する作家展 まちかどギャラリー 未定

守谷市 夕べのコンサート 守谷市役所 8月3日（土）、17日（土）、24日（土）

第8回常陸大宮クロスカントリー大会／みんなで楽し
くグリーンウォーキング

水戸グリーンカントリークラブ 山方コース 1月20日（日）

第14回常陸大宮駅伝大会 常陸大宮運動公園市民球場ほか 2月3日（日）

第9回文書館カレッジ 緒川総合センター文化ホール 3月17日（日）

第14回常陸大宮ＣＵＰ新体操大会 西部総合公園体育館 3月26日（火）～27日（水）

やすらぎの里さくらまつり やすらぎの里公園 4月21日（日）

歴史民俗資料館大宮館　常設展 歴史民俗資料館大宮館 通年

歴史民俗資料館山方館　常設展 歴史民俗資料館山方館 通年

鷲子山上神社夏祭り 常陸大宮市鷲子地内 7月14日（日）

美和ふるさとまつり 清流公園 8月10日（土）

潮来市

つくば市

ひたちなか市

鹿嶋市

常陸大宮市



会場地 事　業　名 会　場 期　間

あゆの里まつり 清流公園 8月24日（土）

あきないまつり 大宮小学校グラウンド 8月24日（土）

花立山星まつり 花立自然公園 9月中旬

常陸大宮グルメフェア 常陸大宮市文化センター前広場 9月下旬

西塩子の回り舞台 大宮公民館塩田分館 10月19日（土）

ハロウィンスタンプラリー 常陸大宮市市内商店街 10月26日（土）

ふるさとまつりおおみやふれあい広場 西部総合公園グラウンド 11月3日（日）

ごぜんやままつり 常陸大宮市御前山支所 11月10日（日）

やまがた宿芋煮会 清流公園 11月中旬

パークアルカディア祭 パークアルカディア 11月24日（日）

きらきらタウン☆ひたちおおみや ＪＲ常陸大宮駅前 11月下旬

茨城県植物園 茨城県植物園 1月4日（金）～12月28日（土）

八重桜まつりイベント 那珂市 静峰ふるさと公園 4月20日（土）～21日（日）（予定）

なかひまわりフェスティバル2019 那珂総合公園 8月24日（土）（予定）

那珂市歴史民俗資料館 那珂市歴史民俗資料館 通年

茨城県民の森 茨城県民の森 通年

茨城県きのこ博士館 茨城県きのこ博士館 1月4日（金）～12月28日（土）

下館祇園まつり
羽黒神社、下館駅北口駅前通り
※川渡御は勤行川河畔

7月25日（木）～28日（日）

あけのひまわりフェスティバル 明野ひまわりの里 8月24日（土）～9月1日（日）

どすこいペア2019 筑西市役所 開城支所 9月1日（日）

小栗判官まつり 筑西市立新治小学校、新治駅前通り 12月1日（日）

第30回坂東市ふる里さしま古城まつり 逆井城跡公園 4月7日

岩井将門まつり 坂東市岩井商店街 11月10日（日）

常設展示 稲敷市立歴史民俗資料館 1月4日（金）～12月27日（金）

稲敷チューリップまつり 浮島和田公園 4月中旬

いなしき夏まつり花火大会 稲敷市江戸崎総合運動公園 8月24日（土）

帆引きフェスタ 歩崎公園 5月3日（金）

あゆみ祭り 歩崎公園 7月14日（日）

かすみがうらエンデューロ 歩崎公園 10月

かすみがうら祭 第一常陸野公園 11月3日（日）

ふれあい生涯学習フェア あじさい館 未定

かすみがうら市指定文化財一斉公開 かすみがうら市歴史博物館 11月上旬

真壁のひなまつり 和の風第十七章 桜川市真壁町市街地等 2月4日（月）～3月3日（日）

第14回桜川市 さくらマラソン大会 桜川市総合運動公園 3月10日（日）

第4回ＳＡＫＵＲＡフェスティバル 桜川市総合運動公園 4月13日

第42回納涼大会 桜川市総合運動公園 8月15日（木）

第44回企画展「恐竜展」（仮称） 神栖市歴史民俗資料館 7月20日（土）～9月8日（日）

かみすみなと祭り保存会
神栖市浜松公民館及び神栖市大野原中央商店街
通り道路 歩行者天国

7月27日（土）～28日（日）

第35回きらっせ祭り 波崎体育館駐車場及び豊ヶ浜運動公園 8月下旬の日曜日

神栖市民音楽祭2019（12回目） 神栖市文化センター 12月末

神栖花火大会 神之池緑地陸上競技場 9月中旬～下旬の土曜日

三昧塚古墳農村公園見学 三昧塚古墳農村公園 通年

西連寺常行三昧会 西連寺 9月24日（火）～30日（月）

鹿島灘海浜公園 鹿島灘海浜公園 通年

鉾田にぎわい祭り 鉾田市街 6月～7月の1日間

鹿島灘夜祭り 鹿島灘海浜公園 8月

鉾神社夏季例大祭 鉾田市街 8月

うまかっぺフェスタ 未定 10月

ほこたマラソン 鉾田市内 12月

みらいマラソン みらい平さくら公園（メイン会場） 3月3日（日）

福岡堰さくらまつり 福岡堰水辺プラザ 3月3日（日）

みらいフェスタ 未定 8月3日（土）

小張松下流網火（国指定重要無形民俗文化財） 愛宕神社 8月24日（土）

高岡流網火（国指定重要無形民俗文化財） 高岡愛宕神社 8月26日（月）

2019常総フェスティバルチャレンジ８中学生交流大会
アイデンティみらいグラウンド及び市内小学校
グラウンド

12月

フライヒル運動会 fryhill つくばみらいジャンプスキー場 未定

乗馬体験 柏乗馬クラブ 未定

板橋不動院 未定 未定

ワープステーション江戸 ワープステーション江戸 未定

間宮林蔵記念館 間宮林蔵記念館 未定

那珂市

筑西市

坂東市

鉾田市

つくばみらい市

常陸大宮市

稲敷市

かすみがうら市

桜川市

神栖市

行方市



会場地 事　業　名 会　場 期　間

小美玉市玉里史料館（常設展示） 小美玉市生涯学習センターコスモス 通年

小美玉市民家園 旧小松家住宅 通年

小美玉市小川資料館 （常設展示） 小美玉市小川美術館 通年

ここからプレミアム劇場vol.５ Jazz尺八奏者 小林
鈴勘 in アピオス

小美玉市小川文化センターアピオス 小ホール 1月27日（日）

小美玉市アクティビティ事業 集大成コンサート 四季文化館（みの～れ）風のホール 2月16日（土）

文化講演会（地域人権啓発活動活性化事業と共催） 小美玉市生涯学習センターコスモス 2月17日（日）

第10回小美玉発！スター☆なりきり歌謡ショー 小美玉市小川文化センターアピオス 大ホール 3月17日（日）

町指定史跡小幡城跡公開事業 町指定史跡小幡城跡 通年

国指定史跡小幡北山埴輪製作遺跡公開事業 国指定史跡小幡北山埴輪製作遺跡公園 通年

きらり子どもあんどん2019 茨城町総合運動公園 2月11日（月）

フレンドほっとフェア 茨城町駒場庁舎 2月23日（土）～24日（日）（予定）

国天然記念物 大戸のサクラ公開事業 国の天然記念物「大戸のサクラ」 4月上旬～中旬頃

ひぬまあじさいまつり 涸沼自然公園 6月下旬～7月上旬

小鶴祇園祭 茨城町小鶴地内 八坂神社、小鶴商店街 7月13日（土）～14日（日）（予定）

ひょっとこ囃子（町指定無形民俗文化財） 茨城町小幡地内 7月20日（土）～21日（日）（予定）

広浦あんばさま（町指定無形民俗文化財） 茨城町下石崎 大杉神社鳥居前 7月27日（土）（予定）

秋葉ばやし(町指定無形民俗文化財） 茨城町秋葉地内 7月27日（土）～28日（日）（予定）

ひぬまdeマルシェ 涸沼自然公園 キャンプ場 10月中旬

第47回茨城町民祭 茨城町立中央公民館大ホール 11月2日（土）～4日（月）（予定）

2019いばらきまつり 茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」前駐車場 11月3日（日）

大洗音楽祭2019 大洗文化センター町民会館 1月20日（日）

大洗太鼓の祭典2019 大洗文化センター町民会館 2月17日（日）

大洗落語会 大洗文化センター町民会館 3月10日（日）

大洗町幕末と明治の博物館 常設展 大洗幕末と明治の博物館 3月10日（日）～12月26日（木）

大洗春祭り海楽フェスタ 大洗マリンタワー前芝生前広場 3月17日（日）

大洗しらす祭 大洗魚市場 6月中旬

大洗海上花火大会 大洗サンビーチ海水浴場 7月下旬

大洗八朔祭 大洗町内 8月下旬

大洗魚市場ホッキまつり 大洗魚市場 9月末～10月中旬頃

第43回大洗町芸術文化祭
大洗文化センター（町民会館・中央公民館・漁
村センター）

10月末～11月初旬

大洗町秋祭り2019商工感謝祭 大洗マリンタワー前芝生前広場 11月3日（日）

大洗あんこう祭 大洗マリンタワー前芝生前広場 11月下旬

しろさと七夕まつり 旧石塚駅前通り 7月26日（金）～27日（土）

ホロルのたまご～しろさと町民まつり～ 常北運動公園 11月16日（土）～17日（日）

東海村 アートロード展
東海ステーションギャラリー・東海村役場・原
子力事業所・金融機関

2月1日（金）～4月30日（火）

大子まちなかアートウィーク 商店街内の建物の壁、空き店舗、蔵等 3月2日（土）～17日（日）

第8回大子ふるさと博覧会 旧上岡小学校ほか 5月3日（金）～5日（日）

“みほ”産業文化・スポーツフェスティバル 美浦村中央公民館、美浦村光と風の丘公園 11月2日（土）～17日（日）

陸平貝塚 美浦村文化センター（別名：陸平研究所） 11月2日（土）～17日（日）

予科練平和記念館 阿見町予科練平和記念館 通年

あみさくらまつり 阿見町総合保健福祉会館脇「ふれあいの道広場」 4月7日（日）

まい・あみ・まつり 阿見町総合保健福祉会館 さわやかセンター周辺 8月3日（土）～4日（日）

河内町 かわちフェスタ２０１９ 農業者トレーニングセンター 11月1日（金）～3日（日）

八千代町 八千代町歴史民俗資料館 常設展 八千代町歴史民俗資料館 1月5日（土）～12月27日（金）

五霞町 五霞町文化祭 五霞町中央公民館 11月2日(土）～3日（日）（予定）

塚崎の獅子舞 塚崎香取神社 ①4月15日(月) ②7月15日(月) ③11月15日(金)

さかいふるさと祭り 利根川河川敷 7月13日（土）～20日（土）

境町民祭文化展 ふれあいの里 憩の家（ギャラリー夢） 9月26日（木）～10月31日（木）

利根町 第42回利根町民納涼花火大会 利根川河川敷 8月17日（土）

常陸大宮市
城里町

関東嵐山第4回御前山トレイルラン大会 道の駅 かつら 11月4日（月）

全国都道府県対抗 eスポーツ選手権 2019 IBARAKI
茨城県予選

未定 4月～7月

全国都道府県対抗 eスポーツ選手権 2019 IBARAKI 未定 10月4日（金）～6日（日）
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