
No. 内容 出展者名 展示会名
1 ポスター等 3/31 (土) ～ 4/8 (日) 茨城県観光物産協会 〝いばらき〟知ってる？

2 ポスター等 4/11 (水) ～ 4/15 （日） 茨城県生活環境部生活文化課 「輝く郷土の先人」新聞等コンクール入賞作品展

3 ポスター等 4/18 (水) ～ 4/22 (日) 茨城県生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室 春の地域安全運動

4 標本・剥製 4/25 (水) ～ 5/6 (日) ミュージアムパーク茨城県自然博物館 移動博物館がやってきた！

5 写真 5/9 (水) ～ 5/13 (日) 三の丸写真クラブ 三の丸写真クラブ作品展「三の丸の春」

6 ポスター等 5/16 (水) ～ 5/20 (日) 茨城県生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室 茨城県交通安全ポスター作品コンクール優秀作品展

7 絵画等 5/23 (水) ～ 5/27 (日) 乳がん仲間の小さなおしゃべり会momo♪＆ピアサポートいばらき がんと上手に向きあおう！

8 ポスター等 5/30 (水) ～ 6/10 (日) 独立行政法人国際協力機構筑波国際センター 茨城から世界に羽ばたくＪＩＣＡボランティアパネル展

9 絵画 6/13 (水) ～ 6/17 (日) 水戸市植物公園ボタニカルアート同好会 第７回ボタニカルアート展

10 その他 6/20 (水) ～ 7/1 (日) 古河文学館 １ページの絵本入賞作品

11 写真等 7/4 (水) ～ 7/8 (日) 自衛隊茨城地方協力本部 自衛隊の活動紹介

12 絵画 7/11 (水) ～ 7/19 (木) みよし会 第５回みよし会油彩画展

13 写真 7/21 (土) ～ 7/29 (日) 「石川文洋写真展」実行委員会 “戦争と子どもたち”元戦場カメラマン　石川文洋写真展

14 標本等 8/1 (水) ～ 8/5 (日) 茨城県水産試験場 移動水産試験場

15 写真等 8/8 (水) ～ 8/12 (日) 茨城郷土部隊史料保存会 茨城郷土部隊の戦時史料展

16 書 8/15 (水) ～ 8/19 (日) 白菊書道会 白菊書道会展

17 絵画 8/22 (水) ～ 8/26 (日) ボタニカルアート愛宕 植物画展

18 書 8/29 (水) ～ 9/4 (火) 悠遊筆禅会水戸 悠遊筆禅ー水戸展

19 写真等 9/6 (木) ～ 9/11 (火) 茨城県動物指導センター 茨城県動物指導センター　動物愛護写真展

20 切り絵 9/13 (木) ～ 9/17 (月) 全国切り絵同好会　茨城県ときわ会支部 茨城県ときわ会支部　水戸教室

21 版画 9/20 (木) ～ 9/29 (土) 水戸版画の会 第７回水戸版画の会作品展

22 写真 10/2 (火) ～ 10/7 (日) 茨城県退職高等学校長会フォトクラブ「写遊」 第２５回フォトクラブ「写遊」写真展

23 その他 10/10 (水) ～ 10/14 (日) 茨城県商工労働観光部職業能力開発課 茨城県立産業技術短期大学校・産業技術専門学院紹介展

24 絵画 10/17 (水) ～ 10/21 (日) MOA美術館茨城県児童作品展実行委員会 MOA美術館茨城県児童作品展

25 貴重資料 10/23 (火) ～ 11/4 (日) 茨城県立図書館 茨城県立図書館で振り返る明治150年　幕末・明治に活躍した偉人

26 その他 11/7 (水) ～ 11/11 (日) 茨城県立歴史館 茨城県教育財団調査遺跡紹介展２０１８

27 その他 11/14 (水) ～ 11/18 (日) 茨城県立常陸太田特別支援学校 茨城県立常陸太田特別支援学校児童生徒作品展

28 工芸作品 11/21 (水) ～ 11/25 (日) ＮＨＫ文化センター水戸教室 ＮＨＫ文化センター水戸教室「能面を打つ」受講生作品展２０１８

29 絵画 11/28 (水) ～ 12/4 (火) １６スケッチ同好会 第２回１６スケッチ同好会作品展

30 ポスター等 12/6 (木) ～ 12/11 (火) 茨城県生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室 年末における犯罪抑止活動

31 絵画等 12/13 (木) ～ 12/18 (火) 茨城県高等学校定時制通信制教育振興会 平成３０年度第１１回茨城県高等学校定時制通信制芸術展

32 絵織り 12/20 (木) ～ 12/24 (月) 絵織り彩音 絵織り彩音五人展

33 編み物 12/27 (木) ～ 1/6 (日) ふらっとかぎ針あみカフェ ふらっとかぎ針あみカフェ生徒作品発表会

34 写真等 1/9 (水) ～ 1/13 (日) ホタル・那珂川 ホタル・那珂川

35 新聞 1/16 (水) ～ 1/20 (日) （株）茨城新聞社 全国の地方紙「新年号」展

36 絵画 1/23 (水) ～ 1/27 (日) 茨城県ユネスコ連絡協議会 「絵で伝えよう！わたしの町のたからもの」絵画展

37 ポスター 1/30 (水) ～ 2/5 (火) 茨城県選挙管理委員会 平成３０年度明るい選挙啓発ポスターコンクール入選作品展

38 写真 2/7 (木) ～ 2/11 (月) 鈴木　智子 窓を開ければ

39 その他 2/14 (木) ～ 2/19 (火) 茨城県企画部統計課 平成３０年度茨城県統計グラフコンクール入選作品展

40 工芸作品 2/21 (木) ～ 2/26 (火) 髙橋　協子 髙橋協子「民話の世界展」

41 絵画 3/1 (金） ～ 3/6 (水) 茨城県農林水産部農地局農村計画課 第１０回大好きミドリン（水土里）子ども絵画コンクール入賞作品展

42 絵画 3/8 (金） ～ 3/14 (木) 茨城県生活環境部廃棄物対策課 平成３０年度ごみの散乱防止と３Ｒを進めるためのポスター・標語コンテスト入賞作品展

43 写真等 3/16 (土) ～ 3/21 (木) クリーンアップひぬまネットワーク クリーンアップひぬまネットワーク作品展

44 絵画 3/23 (土) ～ 3/30 (土) しまだ　和花 しまだ和花絵画展
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