
事業名 会場 中止・延期 備考

8日 （土） 歴史民俗資料館 ひな人形展示(～3/8) 歴史民俗資料館 中止 歴史民俗資料館 23-7229 2/28で終了

穂積家住宅 つるし雛飾り(～3/3) 穂積家住宅 中止 生涯学習課 23-1132 2/29午前中で終了

第12回 手作りひな人形まつり（～3/3） 市民センターほか 中止 NPO法人 里山文化ネットワーク 22-3650 2/28で終了

27日 （木） 元気アップ運動教室 市内各所 中止 (4月末まで) 高齢福祉課 22-0080 3/31まで全教室中止

高萩市体育協会 スポーツ振興大会 中央公民館 中止 国体推進課 23-2019

福祉のまちづくり研究集会 総合福祉センター 中止 社会福祉協議会 23-8341

高萩市スポーツ少年団大会 市民体育館 中止 国体推進課 23-2019

消防フェア（一日消防署長） イオン高萩店 中止 消防本部 予防課 22-2918

高萩ひな祭りコンサート２０２０ 文化会館 中止 生涯学習課 23-1132
文化会館にてチケット引き換えによる払い戻し
【日時】2/29(土)～4月末まで　8：30～17：15

3日 （火） 暮らしに活かす介護講習会 総合福祉センター 中止 社会福祉協議会 23-8341

4日 （水） 3歳児健診 総合福祉センター 延期 健康づくり課 24-2121 令和２年４月以降に実施

5日 (木) 胸キュンY寝相アート 萩っ子つどいの広場 中止 子育て支援課 23-2129

7日 （土） 第8回 高萩市高齢者クラブ芸能発表会 文化会館 中止 高齢福祉課 22-0080

8日 （日） 歴史民俗資料館 ミュージアムコンサート 歴史民俗資料館 中止 歴史民俗資料館 23-7229

第28回 県北退職教職員の会 作品展 日立シビックセンター(日立市) 中止 県北退職教職員の会 北村さん 23-4141

行政相談 市役所1階 会議室 中止 企画広報課 23-2118

レインボーおはなし会 萩っ子つどいの広場 中止 子育て支援課 23-2129

映画 「ある町の高い煙突」 文化会館 中止 生涯学習課 23-1132
文化会館にてチケット引き換えによる払い戻し
【日時】3/6(金)～4月末まで　8：30～17：15

子ども映画会 図書館 中止 生涯学習課 23-1132

市制施行65周年記念 公民館講座「さくらを学ぼう」 中央公民館 中止 生涯学習課 23-1132

里山小学生親子工作体験 花貫ふるさと自然公園センター 中止 NPO法人 里山文化ネットワーク 22-3650

ハーモニー松岡 春のふれあいコンサート ゆうゆう十王・Ｊホール(日立市) 中止 ハーモニー松岡 杉森さん 090-6046-9631

18日 （水） 2歳児歯科健診 総合福祉センター 延期 健康づくり課 24-2121 令和２年４月以降に実施

赤ちゃん教室　/　歯周病検診 総合福祉センター 中止 健康づくり課 24-2121

心配ごと相談（法律相談） 総合福祉センター 中止 社会福祉協議会 23-8341

おりがみ教室 図書館 中止 生涯学習課 23-1132

いきいき茨城ゆめ国体 高萩市実行委員会 第4回総会 総合福祉センター 中止 国体推進課 23-2019 書面決議を予定

26日 （木） エプロンシアター 萩っ子つどいの広場 中止 子育て支援課 23-2129

27日 （金） ごみ分別推進員会議 総合福祉センター 中止 環境衛生課 23-7031

いきいき萩っ子育成事業 天体望遠鏡を作ろう 宇宙科学教育研究センター 中止 生涯学習課 23-1132

高萩霊園 合葬式墓地 内覧会 高萩霊園 中止 環境衛生課 23-7031

おはなし会 図書館 中止 生涯学習課 23-1132

不動産鑑定士による無料相談会 日立シビックセンター(日立市) 中止 茨城県不動産鑑定士協会 029-246-1222

第19回 高萩桜まつり(～4/12) さくら宇宙公園 中止 高萩市観光協会 23-2121

2日 （木） 高萩読み聞かせグループによる読み聞かせ 萩っ子つどいの広場 中止 子育て支援課 23-2129

三世代交流ふれあいスポーツフェスティバル さくら宇宙公園 中止 国体推進課 23-2019

第5回 たかはぎ花まるしぇ さくら宇宙公園 中止 チーム高萩花まるしぇ 080-8736-6813

春日桜ライトアップ まちなかで楽しむ春の光 春日児童公園 中止 春日さくらの会 藤枝さん 090-9147-0936

5日 （日） 県庁25階の展望ロビーから茨城県を見てみよう! 茨城県庁 延期 茨城県北ジオパーク推進協議会 事務局 029-228-8825

6日 (月) 不動産鑑定士による無料相談会 茨城県開発公社(水戸市) 中止 茨城県不動産鑑定士協会 029-246-1222

8日 （水） 1歳６か月児検診 総合福祉センター 延期 健康づくり課 24-2121

9日 （木） レインボーおはなし会 萩っ子つどいの広場 中止 子育て支援課 23-2129

10日 （金） 赤ちゃん教室 総合福祉センター 延期 健康づくり課 24-2121

12日 （日） 丹生神社の棒ささら舞い 丹生神社 中止 丹生ささら保存会事務局 矢野さん 23-1580

18日 （土） 花貫ふるさと自然公園 30周年記念感謝祭 花貫ふるさと自然公園センター 中止 観光商工課 23-7316

25日 （土） 花貫物産センター 「山菜まつり」(～26日) 花貫物産センター 中止 花貫物産センター 28-0808

第8回 さくら宇宙公園クロスカントリー さくら宇宙公園 中止 スポーツ振興課 23-2019

第11回 公開天文台 さくら宇宙公園 中止 茨城大学 理学部附属宇宙科学教育研究センター 24-9516

高萩市民吹奏楽団 第31回定期演奏会 文化会館 中止 高萩市民吹奏楽団 大髙さん 22-3048

3日 （日） 第46回 国際交流の集い (～5日) 松岡地区公民館 中止 生涯学習課 23-1132

第18回 飯能新緑ツーデーマーチ 埼玉県飯能市 中止 観光商工課 23-7316
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