
 

  

12/13（日） 

12/20（日） 

民謡民舞踊大会 

クラシック＆モダンバレエコンサート 
場所：クラフトシビックホール土浦 大ホール 

時間：12：30 開場／13:00 開演 

爽やかに新しい風の吹く 

洋舞のコンサートです。 

世代をこえてどんな時も 

踊りをお楽しみください。 

 

土浦バレエ研究所 

アートスタジオ萩谷京子 

現代舞踊研究所 

IKU Ballet Studio 

 

10/3(土) 

土浦市文化祭催事案内 

第 21 回 名画鑑賞会 
場所：クラフトシビックホール土浦 大ホール 

時間：10：00～15：30 

10/25（日) 11/15（日） 

11/28（土） 11/8（日） 

11/29（日） 

諸流 いけばな展 

市民茶会 

土浦市民川柳大会 

市民囲碁大会 

市民短歌大会 祭囃子発表会 

土浦市将棋名人戦 

劇団創造市場公演「夏の夜の夢」 

土浦各流合同謡と仕舞の会 

第 163 回 土浦子ども劇場例会 第 20 回 民俗文化連盟発表会 

邦楽発表会 
場所：土浦市生涯学習館 研修室 1・2 

時間：9:00～17:00 

場所：ワークヒル土浦 多目的ホール 

 

場所：クラフトシビックホール土浦 大ホール 

時間：11：00～16：00 

場所：クラフトシビックホール土浦 大ホール 

時間：12：00～16:00 

 
参加料：1,500 円 

（昼食代含む） 

スイス式リーグ戦 

各 4 戦(点数制) 

棋力に応じ A･B･C 

･D 級に分ける 

入賞者に賞品あり 

 

①亀城太鼓保存会②オリエンタルダンス

マロニエ③プリメーラ・フラメンカ④櫻川流

江戸芸かっぽれ后希会⑤土浦ハワイアン

クラブ⑥ハーラウ フラ オ ワイラニ⑦いば

らき土浦かっぽれ道場⑧STREET DANCE 

STUDIO BLAZE⑨Mari Jazzdance Company 

⑩うたこダンススタジオ Twinkle⑪亀城太鼓

⑫スタジオ Growing 

今回は日本舞踊の 

発表会です。 

「松竹梅」「おせん」 

「供奴」「都風流」 

「新一つとや」他 

13 番組の発表 

市民音楽フェスティバル 

吟詠と剣舞・詩舞道大会 

入場料 500 円 

豪華 2 本立て 

「暁の脱走」 

 出演：池部良、山口淑子、小沢栄ほか 

「嵐を呼ぶ男」 

 出演：石原裕次郎、北原三枝ほか 

〔問い合わせ先〕土浦華道親和会会長 志波 佳代 

                ☎ 0299-59-6817 

〔問い合わせ先〕邦楽連盟代表 藤間 紋五郎 

                  ☎ 029-821-1848 

〔問い合わせ先〕土浦祭囃子会代表 新井 幸男 

        ☎ 029-821-5696、090-4127-0018 

〔問い合わせ先〕土浦各流合同謡と仕舞の会代表 堤 将和 

                   ☎ 029-843-3569 

〔問い合わせ先〕山と湖短歌会 大越 里子 

☎ 029-822-3460 

〔問い合わせ先〕土浦茶道霞会 若泉 光月 

              ☎ 029-822-3369 

 

〔問い合わせ先〕土浦芽柳会 堤 将和 

                ☎ 029-843-3569 

〔問い合わせ先〕大会事務局 山吹 敏郎 

              ☎ 029-821-7932 

〔問い合わせ先〕土浦地方詩吟連盟代表 山田 神水 

                ☎ 029-823-6114 

〔問い合わせ先〕民俗文化連盟代表 亀城太鼓保存会 田中 義法 

                              ☎ 029-822-5530 

〔問い合わせ先〕日本将棋連盟茨城県南支部 斉藤 猛 

                   ☎ 029-826-5114 

〔問い合わせ先〕ハタノ 

☎ 029-831-2482 

〔問い合わせ先〕民謡民舞踊連盟代表 塚本 栄 

               ☎ 090-4549-9116 

〔問い合わせ先〕バレエ連盟代表 萩谷 京子 

                ☎ 029-841-0152 

入場無料 

入場無料 入場無料 

場所：クラフトシビックホール土浦 大ホール 

時間：15：00 開演 ／ 18：00 開演 (予定) 

  
前売（一般）   2,200 円 

（高校生以下） 1,800 円 

当日（一般）   2,400 円 

（高校生以下） 2,000 円 

〔問い合わせ先〕劇団創造市場 ☎ 029-821-9405 

土浦交響楽団特別演奏会 
場所：クラフトシビックホール土浦 大ホール 

時間：13：15 開場／14：00 開演  

 入場無料・要予約 

詳しくは土浦交響楽団ＨＰまで 

曲目：ベートーヴェン:交響曲 

第 6 番「田園」他 

指揮：平林 遼 
※新型コロナウイルス感染症 

未終息につき、現在調整中です。 

決まり次第ＨＰでお知らせいたします。 

〔問い合わせ先〕齋藤  ☎ 029-843-1725 
〔お問い合わせ先〕土浦市優秀映画鑑賞推進事業実行委員会 

            （文化振興室内）     ☎ 029-893-5505 

〔問い合わせ先〕音楽連盟代表 中川 敏男 

               ☎ 029-831-0318 

←詳しくはこちら 

てんぐとかっぱとかみなりどん 

前売券 1,000 円 

当日券 1,200 円 

※３才以上チケット必要 

チケット取扱い 

土浦市亀城プラザ、ワークヒル土浦 

 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によって、予告なく開催中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によって、予告なく開催中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

新型コロナウイルス

感染拡大防止のため、

左記の発表会・大会・

展覧会などの 10 事業

を中止とさせていただき

ます。 

楽しみにしてくださって

いた皆様には、大変申

し訳ございませんが、ご

理解のほどよろしくお願

いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４９回 

土浦市文化祭 

土浦市 土浦市教育委員会 

土浦商工会議所 (一財)土浦市産業文化事業団 (一社)土浦市観光協会 

土浦市文化協会 

2020.10.03  12.20 

土
浦
最
大
の 

文
化
イ
ベ
ン
ト 

主 催 

後 援 

土浦市市制施行 80 周年記念「これまでも、これからも、ずっと土浦」 

土浦市文化祭にご来場の皆さまへ 

新型コロナウイルス感染症を防ぐために、以下の感染拡大防止対策にご協力ください。 
 

○ご来場の前に、あらかじめ検温をお願いします。 

 発熱、咳、咽頭痛、倦怠感などの症状がある場合は、来場をお控えください。 

○マスクの着用、こまめな手洗い、手指消毒をお願いします。 

○大きな声を出すこと、歌唱、声援、至近距離での会話はお控えください。 

○万が一、感染者が発生した場合に備え、来場者名簿作成にご協力ください。 

○接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」や「いばらきアマビエちゃん」の利用をお願いします。 

○その他、感染防止対策について主催団体等の指示に従ってください。 

 

皆さまの健康と安全の確保のため、ご協力をお願いいたします。 

イオンモール DE プチ文化祭～土浦市文化協会～ 

例年、イオンモール土浦にて開催している土浦市文化祭ＰＲイベントですが、 
今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、展示部門のみの開催となります。 
 

期 間    令和２年９月１１日（金）～１０月４日（日） 

会 場    イオンモール土浦 ２階 Ｒｉｇｈｔ‐ｏｎ前ブリッジ、ｉｋｋａ隣 

展示内容   加盟団体による写真、川柳などの作品展示 
         加盟団体の紹介パネルの展示          など 
 
昨年の様子 

↓最新情報はこちら↓ 

お問合せ先 土浦市文化協会事務局（☎ 029-893-5505） 


