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ゆめ・夢ライブ
　　　　  2013

27 第32回
塙山さんさん祭り土

27土

18 日

〜
8/

会場 河原子南浜海岸

主催 ◎海のチャレンジフェスティバル実行委員会 
●日立市河原子町3－1－7
　鈴木　茂弘　33－0028

時間 9：00～14：30

☀☂雨天時 小雨決行（大雨の時は中止）

内容 少年ビーチサッカー大会・少女ビーチバレー
大会、ビーサン飛ばし大会（当日参加可・無料）、
宝探し大会（無料）
＊関係団体よりチーム編成・事前受付とする

会場 河原子港及び河原子海岸

主催 ◎ひたちサンドアート実行委員会
●日立市神峰町3－4－3
　日立青年会議所内　22－6341

時間 10：00～ 20：30

☀☂雨天時 15日（月）に順延（ホームページにて告知）

内容 ・プロの彫刻家による大型砂像、
  一般の方による中型砂像の作品を展示
・ひたち屋台村グルメ王座決定戦
・各種アトラクション・催し
  （海のレジャー体験・スポーツ体験）
・野村花火工業による「劇場型花火」

会場 金沢小学校グランド

主催 ◎金沢学区コミュニティ推進会
●日立市大沼町2－3－5
　泉　聡二　36－3985

時間 14：45～ 19：20

☀☂雨天時 金沢小学校体育館

内容 子どもみこしパレード、
模擬店、各種発表会（根道丘幼稚園他）、
盆踊り大会

会場 塙山小学校グランド

主催 ◎塙山学区住みよいまちをつくる会
●日立市金沢町2－11－5
　西村　ミチ江　34－5404

時間 12：00～ 20：15

☀☂雨天時 28日（日）に順延

内容 フラ＆タヒチアンダンスフェスティバル、
河原子中エイサー、大久保中・台原中吹奏
楽部演奏、日立盆踊り、バルーンアート、
模擬店、パンダがやってくる（剥製だけどね）、
仕掛け花火、ジャンボビンゴ大会、エココーナーなど

会場 大沼小学校グランド

主催 ◎大沼まつり実行委員会
●日立市東金沢町4－15－6
　大江　日出雄　36－2317

時間 13：30～ 20：30

☀☂雨天時 28日（日）に順延

内容 合言葉は「みんなできずいた大沼まつり」
30回記念イベント
大洗マーチングバンド部BLUE-HAWKSがやってくる
盆踊り、子どもみこし、大沼快風丸、
自主グループによるダンス
ジェット機、輪投げ、花自動車、抽選会他

会場 日立市かみね公園

主催 ◎あんどんまつり実行委員会（日立市公園協会内）
●日立市宮田町5－2－22
　22－4737

期間 7/27（土）～8/18（日）

☀☂雨天時 イベントにより中止の場合あり

内容 ・公園内ライトアップ
  （夕刻～21：30まで）　
・レジャーランドナイター営業日
  （7/27･28･8/2～ 4･9～ 18　21:00まで）
・遊園地ナイター営業日
  （8/2～ 4･9～ 18　21:00まで）

会場 𠮷田正音楽記念館前特設野外ステージ
（かみね公園頂上駐車場）

主催 ◎日立市、吉田正記念事業推進委員会
●日立市宮田町5－2－25
　吉田正音楽記念館　21－1125

時間 14：30～ 20：00

☀☂雨天時 小雨決行

内容 毎夏恒例の野外ライブ
アマチュア8組とゲスト橋幸夫さんが
熱いステージをお届けします!
元祖！おいしい元気村も出店　
＊無料シャトルバス運行（日立駅⇔かみね公園頂上駐車場）

会場 河原子北浜海岸

主催 ◎日立サーフィン連盟大会事務局
●日立市河原子町1－6－5
　水木サーフ　井上　凡滋　36－5339

時間 7：00～ 17：00

☀☂雨天時 予備日 7/21（日）

内容 茨城県内最大のアマチュア
サーフィン大会。
他県からも多数参加がある歴史ある大会
です。参加人数200名
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28 第56回
　日立港まつり日

3 仲町学区
　納涼夏まつり土

3 豊浦学区
夏まつり花火大会
豊浦学区
夏まつり花火大会土

28 夏祭り「天王様祭」
　　　　（須賀神社）日

3 第28回
東町盆踊り大会土

3 第46回
　永正夏まつり土

3 ひたち河原子
　海上花火大会
ひたち河原子
　海上花火大会

土

3 第32回
　赤羽夏祭り

土

4 十王まつり
日

今年も市内の海水浴場の
水質は良好!!

今年も市内の海水浴場の
水質は良好!!

会場 十王駅前公園、十王駅前通り、十王川

主催 ◎十王まつり実行委員会
●日立市十王町友部129－2　十王交流センター内
　深津　正孝　39－2411

時間 12：00～ 20：00

☀☂雨天時 中止

内容 駅前公園では、ステージを設け歌や踊り
を披露します。駅前通りでは、神輿渡御、
十王音頭流し踊りがあります。十王川で
は、徒歩鵜漁（かちうりょう）を再現します。
出店もあり賑やかなお祭りです。

会場 河原子港

主催 ◎日立市観光物産協会
●日立市助川町1－1－1
　22－3111

時間 19：30～ 20：30

☀☂雨天時 4日（日）に順延

内容

会場 仲町小学校校庭

主催 ◎仲町学区コミュニティ推進会
●日立市宮田町4－4－15
　福地　稔昌　21－5564

時間 16：45～ 21：00

☀☂雨天時 4日（日）に順延

内容 ・子ども鳴物
・民謡、盆踊り、
　ビンゴゲーム
・模擬店

会場 弁天町二丁目桧沢緑地内、サンクス弁天町店隣

主催 ◎永正夏まつり実行委員会
●日立市弁天町3－2－5
　滝　勝行　21－0969

時間 16：00～ 21：00

☀☂雨天時 4日（日）に順延

内容 盆 踊 り…子どもお囃子（賞品あり）
イベント…永正ギネス（紙飛行機飛ばし）、
　　　　　ゲーム
模 擬 店…生ビール、赤飯、カキ氷、焼き鳥、
　　　　　子どもの店、射的、輪投げ

会場 とのうち児童公園

主催 ◎東友公民館盆踊り実行委員会
●日立市東町1－20－6
　小林　健男　22－0709

時間 17：00～ 21：00

☀☂雨天時 4日（日）に順延

内容 盆踊り大会　 18：00～ 21：00
おたのしみ抽選会、
模擬店（カキ氷・焼きそば・生ビールなど）

会場 田尻幼稚園園庭

主催 ◎赤羽夏祭り実行委員会
●日立市田尻町4－29－5
　茅根　明　090－7819－5295

時間 16：30～ 20：30

☀☂雨天時 4日（日）に順延

内容 演芸大会、地域住民のカラオケ大会、
プロの演歌歌手（泰楽 五郎）歌謡ショー
盆踊り、模擬店

会場 川尻海岸、川尻港

主催 ◎豊浦学区夏まつり花火大会実行委員会
●日立市川尻町1－40－1  豊浦交流センター
　立川　伸平　43－5755

時間 17：00～ 20：00

☀☂雨天時 荒天時は4日（日）に順延

内容 海水浴に来られた方々と市民への憩いの
場を提供し、地域の活性化、川尻港の振興
と日立市の海のPRを図る。
子供みこし、川尻ばやし、豊浦中吹奏楽部
サマーコンサート、打上げ花火（19：10～）

会場 日立港区内（港内道路、なぎさ公園等）

主催 ◎日立港まつり実行委員会
●日立市久慈町1－3－10　日立埠頭㈱内
　引田　道夫　53－5330

時間 13：00～ 21：00

☀☂雨天時 8/4（日）花火大会のみ実施

内容 ①陸のイベント　　　　　
　日立・東海グループイベントコーナー、
　山車巡行、神輿渡御
②花火大会　打上げ数 約2,000発
　（19：30～ 20：15）

会場 河原子海岸～河原子町地域内巡行

主催 ◎天王様祭実行委員会
●日立市河原子町3－1－7
　鈴木　茂弘　33－0028

時間 9：00～ 14：30

☀☂雨天時 雨天決行

内容 地元の伝統行事（祓神事）お汐垢離のため
海中へ神輿（天王様）を浸す。
山車巡行もあり、例年の
夏を迎える風物詩となっ
ている。

3 滑川学区
ふれあい夏まつり土

会場 滑川交流センター

主催 ◎滑川学区ふれあい夏まつり実行委員会
●日立市滑川本町1－21－1
　遠藤　一男　22－1654

時間 16：00～ 20：00

☀☂雨天時 4日（日）に順延

内容 第1部　16：00～ダンス・バンド演奏
第2部　18：30～盆踊り、大抽選会、模
擬店（カレー・焼きそば・焼き鳥・かき氷・
綿あめ・ポップコーン・生ビール・唐揚げなど）

尺玉・スターマインスペシャルなど、約1,000
発の花火が夜空を彩る。砂浜から見上げれば光
のシャワーが降り注ぎ、海を見渡せばゆらめく
水面にも花火が映し出され、幻想的な光景は格
別だ。また、花火大会前には18：00から学生に
よるエイサー演舞などで会場を盛り上げる
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成沢盆踊り大会
日

ゆなご盆踊り大会
日

17 第14回
中小路学区夏祭り土

25
日

第40回
よかっぺまつり

4 4

Naturally.K
  in Hitachi 2013

10 第33回 河原子
納涼盆踊り大会土

10 河原子海水浴場
　「宝探し大会」土

14 第39回
おおせ夏まつり
第39回
おおせ夏まつり水

24
土

大みか祭り

4 第14回
日立七夕コンクール
第14回
日立七夕コンクール

日
〜

10 土

会場 多賀よかっぺ通り、
あんず通り

主催 ◎よかっぺまつりすすめる会
●日立市千石町1－15－18
　多賀商業協同組合内　よかっぺ情報局
　36－7832

時間 12：00～ 19：00

☀☂雨天時 茨城放送にて広報
＊予備日　15日（日）

内容 各種団体（舞踊・ダンス）、
抽選会、バザーなど

会場 河原子北浜スポーツ広場

主催 ◎うかる文化振興委員会
●日立市東成沢町3－4－8 日立高速印刷㈱内
　川上　光彦　36－1103

時間 12：30～ 20：00

☀☂雨天時 雨天決行、荒天中止

内容 ダンスとライブ、
真夏の浜辺に熱いディスコ出現！
80年代ディスコサウンドと最新の
ダンスミュージックが浜辺で融合

会場 シティーロード大みか
（県道288号線）

主催 ◎大みか祭り実行委員会
●日立市大みか町3－19－6
　山口　勇　53－5211

時間 9：00～ 20：30
（歩行者天国）

☀☂雨天時 25（日）に順延

内容 納涼盆踊り、ロードトレイン、子どもフラダンス
風神太鼓、阿波踊り、歌謡ショー、御輿渡御

会場 中小路小学校グランド

主催 ◎中小路学区夏まつり実行委員会
●日立市若葉町1－5－8
　矢部　敏晴　22－6483

時間 15：00～ 19：00

☀☂雨天時 18日（日）に順延

内容 子どもみこし、
ゲーム、
アトラクション、
抽選会、模擬店

会場 会瀬多目的広場（会瀬漁港前）

主催 ◎おおせ夏まつり実行委員会
●日立市旭町3－8－8
　渡邊　貴志　090－5326－2834

時間 14：00～ 21：00

☀☂雨天時 15日（木）に順延

内容 子ども宝さがし、
協賛券抽選会、
盆踊り、花火大会

会場 河原子海水浴場内 えぼし岩付近

主催 ◎河原子観光協会
●日立市河原子町3－1－7
　鈴木　茂弘　33－0028

時間 13：30～ 14：00

☀☂雨天時 小雨決行

内容 恒例のお楽しみのご家族連れの方々
ご参加の行事です。
＊参加無料…参加者多数のため、人数制限あり
　事前に12：30～ 13；00頃に整理券配布
　（先着300名）

会場 河原子小学校校庭

主催 ◎河原子学区コミュニティ推進会
●日立市東多賀町3－7－5
　井上　誠　33－3746

時間 18：00～

☀☂雨天時 小雨決行

内容 盆おどり大会
（参加賞、各賞あり）、
模擬店（16：00～）

会場 日立銀座通り
（ぎんざモール～まいもーる～パティオモール）

主催 ◎日立七夕実行委員会　
●日立市助川町1－9－16　いろはやビル202
 ファイトマイタウンひたち協同組合　
 担当者：椎名　敦史　33－5689

期間 8/4（日）～8/10（土）

☀☂雨天時 雨天決行

内容 市内の小学校・中学校・幼稚園、子ども会
などの団体が参加して、七夕飾りを銀座
通りに催す

会場 油縄子交流センター（秦病院駐車場）

主催 ◎油縄子学区コミュニティ推進会
●日立市鮎川町2－6－1
　益子 功喜　38－7531

時間 18：00～

☀☂雨天時 雨天中止、延期無し

内容 寄せ太鼓…18：00
開 会 式…18：30
閉 会 式…20：30
模擬店
＊参加賞、個人賞、抽選会あり

会場 成沢小学校校庭

主催 ◎成沢学区コミュニティ推進会
●日立市中成沢町3－6－10
　藤井 正孝　35－5587

時間 17：00～ 21：00

☀☂雨天時 5日（月）に順延

内容 盆踊り大会、模擬店、抽選会

日
4 ゆなご大杉神社

夏祭り

会場 油縄子八幡神社より相川浜への渡御

主催 ◎油縄子夏祭り実行委員会
●日立市鮎川町6－19－22
　大内　史　090－1768－3594

時間 9：00～ 15：00

☀☂雨天時 境内にて居祭り

内容 御輿、お囃子、抽選会など

14
土

9/

4 第28回
日高おんもさ祭り日

会場 小木津駅東口 ゆりの木通り

主催 ◎日高学区市民自治会　
●日立市日高町2－2－1
　志賀　勝弘　42－4050

時間 14：00～ 20：30

☀☂雨天時 日高交流センター体育館

内容 ステージショー：Noli Bravo（ハワイ出身）、
京太郎・春彦バンド、モンキーショーなど
大道芸各種、子ども広場、神輿渡御、
小木津浜風流物、阿波踊り、なみえ焼きそば、
福祉の店、各種模擬店



第5回 ふるさと日立検定
試験日：平成25年10月20日（日）

■レ ベ ル：初級編、中級編
□受 験 料：一般 1,000円／中学生以下 500円（同時受験の場合は割引あり）
■申込期間：平成25年9月2日（月）～10月11日（金）
□そ の 他：詳細につきましては 「ふるさと日立検定」 HPをご覧下さい。

鮎川店　日立市鮎川町2-7-1　  電話 0294（36）1608
田尻店　日立市田尻町5-14-3　電話 0294（43）3524
HP；http://www.kasitake.com/
mail；kasitake@net1.jway.ne.jp

平成25年4～5月の第26回全国菓子大博覧会にて
しあわせ通信が橘花栄光章を受章しました
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生徒募集中！！ お子さまの習い事に『はじめませんか、そろばん！！』
そろばん、暗算で脳トレ・集中力がアップ↑↑↑

日立商工会議所
〒317-0073 日立市幸町1-21-2  TEL 0294-22-0128　FAX 0294-22-0120　http://www.hitachicci.or.jp

商工会議所は様々な活動を通してがんばる企業を応援しています

初級編中級編

公式テキストブック発売中です！
金額：1,000円（税込）（ ）

茨城が誇る高級ブランド
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常陸牛

☎：０２９４－２１－１３８７
住所：茨城県日立市弁天町１－２－６
営業：Ｏｐｅｎ１７：００～ＬＯ２１：４５
日・祭日：ＬＯ２０：４５
定休日：火曜日
個室：和室2タイプ完備（要予約）
大宴会場完備
駐車場：有り
カード各種：可
アクセス：日立駅中央口より徒歩７分
日立中央ＩＣより７分

肉のレストランくらた
焼肉　ステーキ　韓国料理専門店

ホームページは！

「肉のレストランくらた」で検索！

Special Yakiniku, Steak A-5 and Koreanfood

National Premium Brand of Japan

I love m
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40周
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