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商工会議所は様々な活動を通しがんばる企業を応援しています

日立商工会議所
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会場 河原子北浜海岸
時間 7：00 〜 17：00
内容 スケートボード・サーフィン 初級〜上級まで楽しめ

る、ワキアイアイのサーフィン大会。プロの試合も開
催予定。海の好きな方は、ぜひ、見に来てください。

☀☂雨天時 雨天決行
主催 ◎日立サーフィン連盟 ミズキサーフ

●日立市河原子町1−6−5 代表 井上 凡滋
TEL/FAX 36−5339

●…まつりが
ある日

〒317-0073 日立市幸町１−２１−２
TEL 0294-22-0128 FAX 0294-22-0120

土
13日●

第12回 海のチャレンジ
フェスティバル IN 河原子
会場 河原子海岸 南浜海水浴場
時間 9：00 〜 14：30
内容 ・少年ビーチサッカー、少女ビーチバ

レー大会（事前受付：市報、チラシにて
広報）・ビーチサンダル飛ばし大会(無
料)・宝探し大会(無料・整理券配布）

☀☂雨天時 小雨決行
（大雨時中止）
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
TEL 33−0028 FAX 36−1533

日
14日●

土 〜 9月1日●
日
20日●

土
20日●

ひたちサンドアート
フェスティバル2019

科学館夏の特別展

エコフェスひたち2019

会場 河原子港及び河原子海岸にて
時間 10：00 〜 20：30

「スポーツ・ラボ〜運動を科学しよう！〜」
会場 日立シビックセンター科学館
時間 10：00 〜 18：00(初日は12：00 〜 )
内容 近未来アスレチックやNEWスポーツな

会場 日立シビックセンター、新都市広場、

マーブルホール

時間 10：00 〜 16：00
内容 環境活動や環境に関する製品の紹介、

環境に関する実験で環境コーナーな
どが並ぶ県内最大級の環境イベント
です。各種クラフトコーナーや 飲 食
コーナーもあります。

どで、友 達同士や家族で「誰でも楽し
める新感覚スポーツ」を体験しよう！
■科学館入館料：大人520円、小人320円、幼児無料
☀☂雨天時 屋内ですので雨でも安心して
ご利用いただけます

☀☂雨天時 雨天決行

主催 ◎ひたちサンドアート実行委員会 （たかし）

主催 ◎（公財）日立市民科学文化財団

主催 ◎エコフェスひたち2019実行委員会

土
20日●

土
27日●

土
27日●

助川学区夏祭り

会創立40周年記念

内容 一年休憩してパワーアップしたサンド

アートフェスティバルをお送りします

☀☂雨天時 雨天順延

（ＨＰにてお知らせします）

●日立市神峰町3−4−3
TEL 22−6341

藤田

崇嗣

会場 助川小学校 校庭

●日立市幸町1−21−1 日立シビックセンター科学館
TEL 24−7731

第38回 塙山さんさん祭り

●日立市助川町1-1-1 日立市役所環境政策課
TEL 22-3111（内線297）

正音楽記念館
ゆめ・夢ライブ2019

時間 15：30 〜 19：30

会場 塙山小学校グラウンド

内容 模擬店、開演太鼓演奏、助小ソーラン・花

時間 13：00 〜 20：15(模擬店は11：30 〜 )

☀☂雨天時 小雨決行
（大雨時体育館）

楽 部 、 河 中 エ イ サ ー 、 移 動 動 物 園 、 内容 ・音楽愛好者８組が出演する野外ライブ
・ゲスト「はやぶさ」
ジャンボビンゴ大会、日立風流物西
・飲食店屋台、ハンドクラフト
町支部子ども鳴り物、仕掛け花火、
・新鮮野菜販売の出店等有り
バルーンアート、模擬店など
☀☂雨天時 小雨決行
☀☂雨天時 7/28(日)順延

主催 ◎助川学区コミュニティ推進会

主催 ◎塙山学区住みよいまちをつくる会

笠音頭・ダンスクラブ披露、デリシャスチ
アダンス、キッズダンス、明秀学園日立チ
アダンス部、フラダンス、ダンス＆ボーカ
ルユニット、立木竜一艶歌ショー、助川ば
やし、助川盆踊り、お菓子まき。

●日立市鹿島町1−21−7 秋山 竹彦
TEL/FAX 23−0955

内容 子どもみこし、大久保・台原中吹奏

●日立市金沢町2−11−5 西村ミチ江
TEL 34−5404 FAX 34−5337

会場 特設野外ステージ（かみね公園頂上駐車場）
時間 14：00 〜 19：00

主催 ◎𠮷田正記念事業推進委員会

●日立市宮田町5−2−25 𠮷田正音楽記念館
TEL 21−1125

②
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土
27日●

土
27日●

日
28日●

第36回 大沼まつり

成沢ふれあい夏祭り

夏祭り「天王様祭」
（須賀神社）

会場 大沼小学校グラウンド

会場 成沢小学校グラウンド

時間 15：00 〜 19：00

時間 16：00 〜 20：00

（模擬店15：20 〜）
内容 子供会創作みこしパレード、大沼小

内容 楽しいイベントや模擬店で多くの皆様

の参加をお待ちしています。
①お囃子と盆踊り②ミニＳＬ乗車体験
③フラダンス④エレキバンド演奏
⑤模擬店⑥大抽選会

会場 河原子海岸〜

河原子地域内巡行
時間 9：00 〜 14：30
内容 地元の伝統行事
（お祓神事）神輿渡御。

学校生徒による踊り、久慈浜ソーラ
ン舞踊衆、自主グループによるダン
ス・踊り、子供ゲームコーナー、盆
踊り、大抽選会
☀☂雨天時 7/28(日)順延

☀☂雨天時 雨天中止

☀☂雨天時 雨天決行

主催 ◎大沼まつり実行委員会

主催 ◎成沢学区コミュニティ推進会「ふれあい」

主催 ◎天王様祭実行委員会

日
28日●

日
28日●

●日立市東金沢町5−7−1 神谷九二男
TEL 35−8329 FAX 36−6055

第34回 金沢学区夏まつり

●日立市中成沢町3−6−10 西 英信
TEL 35-5587 FAX 36-6077

第62回 日立港まつり

会場 金沢交流センター

会場 日立港周辺

時間 13：00 〜 18：30

時間 13：00 〜 21：00

内容 子どもゲームコーナー、

内容 今年は、日立港に第１船が入港して

各種発表会、模擬店、
盆踊り、血管年齢・骨密度測定 他
抽選会：豪華商品、参加賞有り
（但し、抽選券受付は13：00〜17：00）

60年になります。これを記念し、た
くさんのイベントを用意しておりま
す。そして、夜の部として約2000
発の花火が日立港の夜空を彩ります。

☀☂雨天時 雨天中止
（開催花火の打上無し）

☀☂雨天時 荒天時中止

主催 ◎金沢学区コミュニティ推進会 夏まつり実行委員会

主催 ◎日立港まつり実行委員会

土 〜18日●
日
3日●

土
3日●

●日立市大沼町2−3−5 泉 聡二
TEL 36−3985 FAX 36−2677

●日立市久慈町1−3−10
TEL/FAX 53−5330

第62回 日立あんどんまつり 仲町納涼夏まつり
会場 日立市かみね公園
内容 ・あんどん絵画作品の展示

・かみねレジャーランド
・かみね遊園地ナイター営業日
（8／3・4・9〜18 21時まで）

☀☂雨天時 イベントにより中止の場合あり
主催 ◎日立あんどんまつり実行委員会

●日立市宮田町5-2-22（日立市公園協会内）
TEL 22-4737 FAX 22-4740

土
3日●

内容 第1部

●日立市河原子町3−1−7 鈴木 茂弘
TEL 33−0028 FAX 36−1533
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土
3日●

第20回 中小路学区夏まつり

会場 仲町小学校 校庭

会場 中小路小学校グラウンド

時間 15：00 〜 21：00

時間 15：30 〜 20：00

内容 風流物こども鳴物、ダンス、吹奏楽、

内容 ・大抽選会

盆踊りの催し物に加え、各団体が
模擬店を出店します。
☀☂雨天時 8/4(日)順延
主催 ◎仲町学区コミュニティ推進会

仲町納涼夏まつり実行委員会
●仲町交流センター 福地 稔昌
日立市宮田町4−4−15
TEL 21−5564 FAX 21−7077

土
3日●

滑川学区ふれあい夏まつり 第52回 永正夏まつり
会場 滑川交流センター
時間 16：00 〜 20：00

お汐垢離のため海中へ神輿（天王様）
を浸す。
「子どもみこし」参加。例年、
夏を迎える風物詩となっている。

会場 弁天町二丁目桧沢緑地内

ファミリーマート隣
時間 16：00 〜 21：00

・子どもみこし
・盆おどり・アトラクション
・模擬店

☀☂雨天時 8/4(日)順延
主催 ◎中小路学区夏まつり実行委員会

●中小路交流センター
日立市若葉町1−5−8 吉岡 保夫
TEL 22−6483 FAX 21−8393

土
3日●

北町盆踊り大会
会場 子ども子育て支援センター

（旧宮田幼稚園）

16：00 〜
バルーンアート・子ども神輿・バン
ド演奏・滑中吹奏楽部・フラダンス
第2部 18：30 〜
盆踊り・大抽選会
模擬店…焼き鳥、焼きそば、
かき氷、
綿アメなど
☀☂雨天時 8/4(日)順延

☀☂雨天時 8/4(日）
順延

☀☂雨天時 雨天中止

主催 ◎滑川学区ふれあい夏まつり実行委員会

主催 ◎永正夏まつり実行委員会

主催 ◎北町々内会

●日立市滑川本町1−21−1 遠藤 一男
TEL 22−1654 FAX 21−8464

内容 イベント…盆踊り (子どもお囃子) 永正ギ

ネス（紙飛行機）キッズプレイ
ランド射的・光る金魚すくい
模 擬 店…生ビール・赤飯・カキ氷・焼
き鳥・スーパーボール

●日立市弁天町2-23-6-301 皆川 登志夫
TEL 090−2942−2069

時間 15：30 〜 18：00
内容 盆踊りの他、子ども向けゲーム

（賞品有り）、模擬店、冷たい
飲料各種用意。
夏の夜を吹き飛ばせ！！

●日立市本宮町2−3−2 水庭
TEL/FAX 23−0672

亮三
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土
3日●

土
3日●

土
3日●

豊浦学区
夏まつり花火大会

諏訪学区ふれあい盆踊り大会

第34回 東町盆踊り大会

会場 諏訪交流センター
時間 17：00 〜 20：30

会場 川尻海岸、
川尻港

内容 御諏訪太鼓保存会の太鼓演奏で盆踊

時間 17：00 〜 20：00
内容 市民への納涼と地域活性化を図ると

共に海水浴客へのＰＲを図る。イベ
ント、模擬店多数。

☀☂雨天時 8/4(日)順延
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 立川 伸平
TEL 43−5755 FAX 43−5569

り大会が始まります。盆踊りのお囃
子に合わせ、地域の方の輪が広がり
ます。模擬店を楽しみ、最後は表彰
式で賞品を獲得しましょう。

☀☂雨天時 8/4(日)順延
主催 ◎諏訪学区コミュニティ推進会、

諏訪壮青年梅友会
●日立市諏訪町4−11−1 持田 幸雄
TEL 33−3841 FAX 36−4419

土
3日●

日 〜17日●
土
4日●

ひたち河原子花火大会

第20回
日立七夕コンクール

会場 河原子港
時間 19：30 〜 20：00

会場 日立銀座通り
（マイモール）

内容 「快水浴場百選」に選定されている

水質がきれいな河原子海水浴場で開
催する花火大会です。河原子の夜空
と海を鮮やかに彩ります。

☀☂雨天時 8/4(日)順延

内容 市内の幼稚園・小学校・中学校・地域

団体の参加で行う七夕飾りコンクール。
☀☂雨天時 雨天決行
主催 ◎日立七夕実行委員会

主催 ◎日立市観光物産協会

●日立市幸町1−1−2
TEL 24−7978 FAX24−7980

日
4日●

●ファイトマイタウンひたち協同組合
日立市助川町1-9-16-202 椎名 敦史
TEL 33−5689 FAX 33−6788

日
4日●

十王まつり

日高おんもさ祭り

会場 十王駅前通り、
十王駅前公園、十王川

会場 JR小木津駅前

ゆりのき通り

時間 12：00 〜 20：30

内容 十王駅前公園を中心に、園児の踊り、 時間 14：00 〜 20：00

楽器演奏、神輿渡御、十王音頭流し
内容 ステージショー・みこし渡御・小木津浜
踊り等の披露、十王川では徒歩鵜漁
風流物・日高中吹奏楽・大道芸・キッズダ
の再現、魚のつかみ取りを実施。
ンス・天風連阿波踊り・わんぱく広場・お
19：45〜打ち上げ花火。
もしろ広場・各種模擬店・福祉店など
☀☂雨天時 小雨決行
（天候により、内容に一部変更あり） ☀☂雨天時 日高体育館（開催可能なもの）
主催 ◎十王まつり実行委員会（十王交流センター内）

③

会場 とのうち児童公園
時間 17：00 〜 21：00
内容 盆踊り大会

おたのしみ抽選会
模擬店（カキ氷、焼きそば、
焼とり、生ビールなど）

☀☂雨天時 8/4(日)順延
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
TEL/FAX 22−0709

健男

日
4日●

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
時間 9：00 〜 15：00
内容

神輿、お囃子、抽選会など
☀☂雨天時 境内にて居祭
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
TEL 090-1768-3594 FAX 35-8507

日
4日●

ゆなご盆踊り大会
会場 油縄子交流センター

（ひたち医療センター駐車場）
時間 18：00 〜
内容 盆踊り大会（参加賞有り）

模擬店、抽選会

☀☂雨天時 雨天中止

主催 ◎日高学区市民自治会 おんもさ祭り実行委員会

主催 ◎油縄子学区コミュニティ推進会

木
8日●

土
10日●

水
14日●

2019年 日立夏まつり

河原子海水浴場 宝探し大会 第45回 おおせ夏まつり

●日立市十王町友部129−2 深津 正孝
TEL 39−2411 FAX 39−7206

●日立市日高町2−2−1 志賀 勝弘
TEL 42−4050 FAX 43−6454

●日立市鮎川町2−6−1 白土
TEL/FAX 38−7531

敏夫

会場 会瀬青少年の家グラウンド

会場 河原子海水浴場内 えぼし岩付近

会場 会瀬多目的広場
（会瀬漁港前）

時間 18：30 〜 20：15

時間 12：30 〜 13：30

時間 14：00 〜 21：00

内容 おいしいお店がたくさん並び、イベ

ントの最後には約千発の花火を打ち
上げ、夏の夜空を彩ります。

☀☂雨天時 雨天中止
主催 ◎㈱日立製作所 日立事業所
●日立市幸町3−1−1
TEL 55−0034

根本

充

内容 恒例のお楽しみ宝探し！ご家族連れ

大 歓 迎 で す。
（無 料：参 加 多 数 の 為
12：30 〜 12：50に整理券を配布し、
300名制限となります。
）

内容 ・子ども宝探し・会瀬浜太鼓

・協賛券抽選会・盆踊り
・花火大会

☀☂雨天時 小雨決行
（大雨時中止）

☀☂雨天時 8/15(木)順延

主催 ◎河原子観光協会

主催 ◎おおせ夏まつり実行委員会

●日立市河原子町3-1-7 旅館鈴木屋 鈴木 茂弘
TEL 33−0028 FAX 36−1533

●日立市会瀬町1−3−16 小室
TEL 090−5326−2834

厚
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日
18日●

土
24日●

土
24日●

田尻交流センター祭り

第9回 大みか祭り

高鈴台団地 第34回夏まつり

会場 田尻交流センター

会場 大みかシティロード

会場 高鈴台団地 中央公園
(大みか駅前通り、県道288号線)
時間 12：00 〜 19：30
時間 14：30 〜 20：00
内容 ・模擬店(焼きそば、焼き鳥、かき氷、 内容
保育園、幼稚園児の演舞、泉丘中学校吹
おもちゃなど)※完売次第終了
奏楽部演奏、キッズダンス、日立明秀学
内容 ・子ども鳴りもの ・子どもみこし
・演芸大会（カラオケなど）
園高校・茨城大学チアリーディング、軽
・模擬店 ・盆踊り
・お楽しみ抽選会
音楽、盆踊りなど、子供も楽しめるゲーム、
ロードトレインあり、出店も多数。茨城
※抽選券は、当日受付にて配布
☀☂雨天時 8/25(日)順延
国体を控えて、大みかを盛り上げます。
☀☂雨天時 雨天決行
☀☂雨天時 8/25(日)順延
時間 13：30 〜 19：30

主催 ◎田尻交流センター祭り実行委員会
●日立市田尻町1−35−1
TEL/FAX 42−1552

主催 ◎大みか祭り実行委員会

●日立市大みか町3−19−16
TEL/FAX 53−5211
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飲んで、食べて、ハシゴして5軒

第12回ドリンクラリー

September

土
7日●

◆前売りチケット
4,000円（当日券4,500円）
◆雨天時 雨天決行
◆主 催 ドリンクラリー実行委員会
◆問合せ 日立商工会議所 商業観光課
ＴＥＬ22−0128

主催 ◎高鈴台団地自治会

●日立市高鈴町5−11−7
TEL 24−0247

長瀬

博

日
22日●

PLACE 2019

会場 多賀市民プラザを中心としたよかっぺ通り

日立新都市広場
17：00−20：30

生徒募集中！
！

信保

第46回 よかっぺまつり

8月24日
（土）

月

小松

時間 12：00 〜 19：00

−Supported by Naturally.K−
会場 河原子北浜スポーツ広場
時間 9：00 〜 21：00
内容 震災の翌年から音楽で町おこしをし

ようと地元バンドマンが立ち上げた
チャリティーイベント。１万人が来
場する音楽×夏祭り×愛を融合させ
たフェスは入場無料で味わえる！
☀☂雨天時 雨天決行
（強風雨は中止）

内容 ステージ、バザー、

出し物、抽選会

☀☂雨天時 9/8(日)雨天順延
主催 ◎よかっぺまつりすすめる会

主催 ◎PLACE PROJECT

●日立市多賀町1−3−7 佐々木秀二
TEL 33−0445 FAX 33−0487

●日立市多賀町1−15−1 谷川ビル２F
TEL 87−6668
Email：place.project.info@gmail.com

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↑↑↑

自分が楽しめば、
みんなを楽しませることができる
自分が幸せになれば、
みんなを幸せにすることができる
自分が喜びを感じれば、
みんなを喜ばせることができる

Enjoy my life,Enjoy your life
この言葉を胸に、
関わるすべての人を楽しく幸せにできる
家づくりを目指します。

［本社］
〒316-0003 茨城県日立市多賀町2-4-6
［鮎川展示場］〒316-0036 茨城県日立市鮎川町6-3-1
建 設 業 許 可 番 号：茨城県知事登録
（特-27）
第19313号

0120-355-347 一級建築士事務所：登録A-0946号
宅 地 免 許 番 号：茨城県知事許可
（9）
3391号

