
事業名 （会場）　※備考 問合せ先

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

歴史民俗資料館　☎２３-７２２９

中止
 穂積家住宅 つるし雛飾り [～３/３] （穂積家住宅）
　※２/２９ 午前中で終了

生涯学習課　☎２３-１１３２

中止
 第１２回 手作りひな人形まつり [～３/３]  （市民センター ほか）
　※２/２８で終了

NPO法人 里山文化ネットワーク　☎２２-３６５０

２７日 （木） 中止  元気アップ運動教室 （市内各所）　※５月末まで全教室中止 高齢福祉課　☎２２-００８０

中止  高萩市体育協会 スポーツ振興大会 （中央公民館） スポーツ振興課　☎２３-２０１９

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

中止  高萩市スポーツ少年団大会 （市民体育館） スポーツ振興課　☎２３-２０１９

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

中止
 高萩ひな祭りコンサート２０２０ （文化会館）
 ※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

生涯学習課　☎２３-１１３２

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

４日 （水） 延期
 ３歳児健診 （総合福祉センター）
　※令和２年４月以降に実施

健康づくり課　☎２４-２１２１

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

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

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

中止
 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)）

県北退職教職員の会 北村さん
☎２３-４１４１

中止  行政相談 （市役所１階 会議室） 企画広報課　☎２３-２１１８

中止  レインボーおはなし会 （文化会館） 子育て支援課　☎２３-２１２９

中止
 映画 「ある町の高い煙突」 （文化会館）
 ※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

生涯学習課　☎２３-１１３２

中止  子ども映画会 （図書館） 生涯学習課　☎２３-１１３２

中止  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） 生涯学習課　☎２３-１１３２

中止  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） NPO法人 里山文化ネットワーク　☎２２-３６５０

中止
 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)）

ハーモニー松岡 杉森さん
☎０９０-６０４６-９６３１

１８日 （水） 延期
 ２歳児歯科健診 （総合福祉センター）
 ※令和２年４月以降に実施

健康づくり課　☎２４-２１２１

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

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

中止  おりがみ教室 （図書館） 生涯学習課　☎２３-１１３２

中止
 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）　※書面決議を予定

スポーツ振興課　☎２３-２０１９

２５日 （水） 延期
 アマチュア無線資格講習会 第４級アマチュア無線技士 [～４/２６]
 （日立市ホリゾンかみね）

日立パーソナル　☎０２９４-２２-９５７７

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

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

中止
 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）

生涯学習課　☎２３-１１３２

中止  高萩霊園 合葬式墓地 内覧会 （高萩霊園） 環境衛生課　☎２３-７０３１

中止  おはなし会 （図書館） 生涯学習課　☎２３-１１３２

新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期等になるイベント (７月３１日現在)
令和２年２月・３月

２月

１８日 （火）

２９日 （土）

期日

３月

１日 （日）

１２日 （木）

１４日 （土）

１５日 （日）

１９日 （木）

２１日 （土）

２８日 （土）



事業名 問合せ先

中止  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)） 茨城県不動産鑑定士協会　☎０２９-２４６-１２２２

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

２日 （木） 中止  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） 子育て支援課　☎２３-２１２９

中止  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） スポーツ振興課　☎２３-２０１９

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

中止  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） 春日さくらの会 藤枝さん　☎０９０-９１４７-０９３６

５日 （日） 延期  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）
茨城県北ジオパーク推進協議会 事務局

☎０２９-２２８-８８２５

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

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

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

１１日 （土） 中止  子ども映画会 （図書館） 生涯学習課　☎２３-１１３２

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

１６日 （木） 延期  赤ちゃん教室 （総合福祉センター） 健康づくり課　☎２４-２１２１

中止
 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）

観光商工課　☎２３-７３１６

中止  おりがみ教室 （図書館） 生涯学習課　☎２３-１１３２

延期  犬の登録と狂犬病予防集合注射 [～４/１９] （向洋台児童公園 ほか） 環境衛生課　☎２３-７０３１

２２日 （水） 変更  第１回 特設人権相談会  ※相談は電話で対応します。 市民課　☎２３-２１１６

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

中止  花貫物産センター 「山菜まつり」 [～４/２６] （花貫物産センター） 花貫物産センター　☎２８-０８０８

中止  おはなし会 （図書館） 生涯学習課　☎２３-１１３２

延期
 アマチュア無線資格講習会 第４級アマチュア無線技士 [～４/２６]
 （ホリゾンかみね(日立市)）

日立パーソナル　☎０２９４-２２-９５７７

中止  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） スポーツ振興課　☎２３-２０１９

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

☎２４-９５１６

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

３０日 （木） 中止  パラバルーン （萩っ子つどいの広場） 子育て支援課　☎２３-２１２９

２日 （土） 中止  春の新緑そばまつり [～5/3] （花貫ふるさと自然公園センター） 高萩市観光協会　☎２３-２１２１

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

７日 （木） 中止  胸キュンY寝相アート （萩っ子つどいの広場） 子育て支援課　☎２３-２１２９

８日 （金） 中止  子宮がん集団検診(子宮頸部(細胞診)) （総合福祉センター） 健康づくり課　☎２４-２１２１

９日 （土） 中止  子ども映画会（図書館） 生涯学習課　☎２３-１１３２

１３日 （水） 延期  ３歳児検診（総合福祉センター）  ※令和２年７月以降に実施 健康づくり課　☎２４-２１２１

１４日 （木） 中止  レインボーおはなし会 （萩っ子つどいの広場） 子育て支援課　☎２３-２１２９

中止  おりがみ教室（図書館） 生涯学習課　☎２３-１１３２

中止  子宮がん集団検診(子宮頸部(細胞診)) （総合福祉センター） [～18日] 健康づくり課　☎２４-２１２１

１８日 (月) 中止
 高戸の前浜海岸で陸上自衛隊施設教導隊が訓練を行います
 [～５/１９]  （前浜海岸(高戸)）

陸上自衛隊 施設教導隊　☎０２９-２７４-３２１１

２０日 （水） 延期
 ２歳児歯科検診（総合福祉センター）
 ※令和２年７月以降に実施

健康づくり課　☎２４-２１２１

２３日 （土） 中止  第１８回 飯能新緑ツーデーマーチ [～５/２４] （埼玉県飯能市） 観光商工課　☎２３-７３１６

２８日 （木） 中止  お母さんのフラダンス （萩っ子つどいの広場） 子育て支援課　☎２３-２１２９

中止  環境美化活動 [～６/５] （市内） 環境衛生課　☎２３-７０３１

中止  おはなし会（図書館） 生涯学習課　☎２３-１１３２

５月

３０日 （土）

１６日 （土）

期日

新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期となるイベント (７月３１日現在)

令和２年４月・５月

２６日 （日）

１日 (水)

４日 （土）

２５日 （土）

４月

１８日 （土）



事業名 問い合わせ先

変更  第２回 特設人権相談会  ※相談は電話で対応します。 市民課　☎２３-２１１６

中止  第７３回 珂北高等学校野球大会 [～６/６] （高萩市民球場） スポーツ振興課　☎２３-２０１９

３日 （水） 延期
 １歳６か月児検診（総合福祉センター）
 ※令和２年８月以降に実施

健康づくり課　☎２４-２１２１

４日 （木） 中止  とり＋かえっこ （萩っ子つどいの広場） 子育て支援課　☎２３-２１２９

７日 （日） 中止  花貫物産センター 「菖蒲まつり」 （花貫物産センター） 農林課　☎２３-７０３５

変更  行政相談 （総合福祉センター） ※６月中は随時電話で相談に応じます。
行政相談委員　棚谷 　 稔さん　☎２３-０１４１

矢代 博一さん　☎２２-４３６５

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

２０日 （土） 中止  手づくり飯ごうでご飯炊き＆ホタル観賞 （里山交流館） 農林課　☎２３-７０３５

２１日 （日） 中止  危険物取扱者試験 （ホリゾンかみね(日立市)） 消防試験研究センター　☎０２９-３０１-１１５０

変更  行政相談 （総合福祉センター） ※６月中は随時電話で相談に応じます。
行政相談委員　棚谷 　 稔さん　☎２３-０１４１

矢代 博一さん　☎２２-４３６５

中止  萩っ子つどいの広場 イベント （萩っ子つどいの広場） 子育て支援課　☎２３-２１２９

２８日 （日） 中止  子ども文化教室 一日体験講座 （総合福祉センター・リーベロたかはぎ） 生涯学習課　☎２３-１１３２

中止  海岸清掃 （高戸小浜海岸・関根川河口付近～高浜海岸） 高萩市市民憲章協議会事務局　☎２３-２１１８

２日 （木） 中止  萩っ子つどいの広場 イベント （萩っ子つどいの広場） 子育て支援課　☎２３-２１２９

３日 （金） 中止  合同レクリエーション大会 （市民体育館） 生涯学習課　☎２３-１１３２

中止  花貫物産センター 「七夕まつり」 （花貫物産センター） 農林課　☎２３-７０３５

延期  高萩警察署管内 防犯柔剣道大会 (柔道の部) （高萩中学校 武道場） スポーツ振興課　☎２３-２０１９

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

中止  高萩海水浴場オープン [～８月１６日] （高萩海水浴場） 観光商工課　☎２３-７３１６

中止  第１２回 クラフトフェアー in 高萩 [～１９日] （市民体育館）
クラフトフェアー事務局 江本さん

☎０８０-３２５７-０６４８

中止  サマージャンボリー [～１９日] 生涯学習課　☎２３-１１３２

中止  第５０回 高萩まつり （ＪＲ高萩駅前商店街 ほか） 観光商工課　☎２３-７３１６

中止  高萩ジャンボリー [～２６日] 生涯学習課　☎２３-１１３２

３０日 （木） 中止  萩っ子つどいの広場 イベント （萩っ子つどいの広場） 子育て支援課　☎２３-２１２９

７月

上旬予定

５日 （日）

１８日 （土）

２５日 （土）

新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期となるイベント (７月３１日現在)

令和２年６月

期日

１日 (月)

６月

（木）２５日

１１日 （木）


