
うきうきアーティストステージ

26日●土

27日●日 

会場　クレオ前広場

・大道芸パフォーマンス
※大道芸のタイムテーブルは下記HPで
中国雑技芸術団、加納真実、芸人まこと、
ダメじゃん小出、ココナッツ山本、
桔梗ブラザーズ、伊藤祐介、聖寿、
Eppai&マサトモジャ、SUKE3&SYU、
てのひら、沙羅璃、LUMINOUS、
Cocochi Kit、せせらぎ、HARO
・ジャグリング体験＆バルーンアートコーナー
筑波大学ジャグリングサークル｢Sheep｣、
筑波学院大学ジャグリングサークル｢FARCE｣ 
・テーブルマジックショー：筑波大学マジシャンズクラブ 　
・アマチュアステージ
（音楽パフォーマンス、ガマの油売り口上等） 　
・ものづくり村（天然素材をリユースした工作教室） 　
その他、アートマーケット＆ワールドレストラン、
似顔絵コーナー、フェイスペイント、スタンプラリー等 　
  【ホームページ】
    http://www.tsukuba-cci.or.jp/arttown/

26日●土  27日●日 
・うきうきステージ （両日13:00～20:30）
【26日(土)】
13:00 ～ D-Life Dance School
14:00 ～ ママブラスblanco
15:00 ～ MOANATEA
16:00 ～ 和太鼓サークル 土鼓ゐ
17:00 ～ うきうきアーティストステージ
【27日(日)】
13:00 ～ シュクラン／てんしんらんまん
14:00 ～ 常陸乃国上郷中央囃子会
15:00 ～ ホアへレ オ クワナ
16:00 ～ K2☆Dance
17:00 ～ うきうきアーティストステージ
・もぐもぐ屋台村 （両日12:00～20:00）
　つくばクレオスクエア人気店の飲食屋台
が登場! 特別メニューも味わえる！
・ゆったりお休み処 （両日12:00～20:30）
　ステージに耳を傾けながらゆったり
　くつろげるレストスペース！

・ロボットステージショー：
人型ロボットによる楽しいステージ

・ロボット操縦体験
　ロボットを操縦してサッカーゴールに
シュート！ （100円/回）
・子ども工作教室（定員20人/回）：
簡単なロボットを組み立ててみよう

　風船ヘリコプター（300円/回）
　ロボクワガタ（1,500円/回）
　段ボールロボット（無料）
・セグウェイ体験試乗（無料）
　セグウェイを体験しよう

26日●土  11：30～20：30

27日●日  11：00～20：00

 ステージ　　観覧無料
会場 つくばセンター広場特設ステージ

※イベントやステージの内容は予告なく変更する場合があります。

・東京五輪正式種目に２種目決定!!
　３人制プロバスケ・ツアー大会
　（3×3プレミアEXE）&BMX
・ダンスパフォーマンスバトルの祭典
・セパタクロー(日本代表チーム)
・北海道日本ハムファイターズ
　パブリックビューイング&トークショー
・なわとび広場
※一部変更あり
詳細は、体育協会HP
(http://www.tsukubashi-taikyo.net/)で

・いろんなお店で食べ比べ
　つくばセンターマルシェに出店する
　店舗が多数出店！

26日●土  12：00～21：00
27日●日  10：00～21：00

・オープニングパレード（16:10～） 
　消防音楽隊やマーチングバンド
・つくば音頭（17:10頃～）
・万博山車（17:40頃～） 
　EXPO’85で披露した山車が今年も登場。
　引き手は市内の小学生100人！
・神輿・囃子・ねぶた・竿燈（17:40頃～） 
　市内各所の伝統的な神輿・囃子とねぶた、
　大獅子、竿燈の競演は必見！

・福祉団体、ボランティア
　団体によるバザー
・ポニーの体験乗馬（雨天中止） ※26日のみ
・ランプアートコンサート

・商工会、物産会などによる
　市内の特産品や飲食物の販売

ステージイベントスケジュール

27日●日  16：00～20：40
・東京ディズニーリゾート®・スペシャルパレード
   （16:00～ ※約30分を予定）
・パフォーマンスステージ（16:30～） 
　よさこいソーランや太鼓・囃子など。
・万博山車（17:40頃～）
・万灯神輿・囃子・ねぶた・竿燈（17:40頃～） 
　日本最大級の万灯神輿、ねぶた、竿燈が
　勢揃いのグランドフィナーレは圧巻！
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※まつりつくば会場は、航空法上の規定により、無人航空機
（ドローン等）を飛行させることは、原則禁止となっております。 

2019茨城国体自転車競技つくば開催を応援
するため、Ｊプロツアー選手
30名によるエキシビション
を開催!!　
サイクルレースを見に行こう！
26日●土  15：40～16：00
会場  土浦学園線
　  　(パレード会場)

会場はココ!!
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土浦学園線の一部(右図)が
通行止めとなります。

まつり会場(上図範囲)
ご迷惑をお掛けいたしますが、
ご協力をよろしくお願いいたします。
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会場 つくば公園通り
（つくば駅A2出入口前～水上ステージ）

会場 土浦学園線（東大通り～西大通り間）
26日●土  16：10～20：40

会場 中央公園
26日●土  12：00～20：00
27日●日  10：00～20：00

会場 つくばセンター広場
26日●土  12：00～21：00
27日●日  10：00～21：00

会場 つくばエキスポセンター 正面ゲート広場
26日●土  12：00～17：30
27日●日  10：00～17：30

会場 オークラフロンティアホテルつくば駐車場
26日●土  12：00～21：00
27日●日  10：00～21：00

会場 大清水公園
26日●土  12：00～21：00
27日●日  10：00～21：00

宇宙戦隊キュウレンジャーショー
今回はこの5人が出撃だ！

8月27日（日）
11：30～　14：30～
場所 つくばセンター広場特設ステージ

★第2本部

17:00～ GANJIN
17:30～ 34644project
18:00～ 月下
18:30～ 佐知
19:00～ ZEROSTYLE
19:30～ Vipera
20:00～ TRYZERO

17:00～ The Order Made
17:30～ Goodies
18:00～ The LADYBIRD
18:35～ TRYZERO
19:00～ ZEROSTYLE
19:25～ Sweet Vampire
19:50～ Vipera
20:15～ CLUSTAR.
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東京ディズニーリゾート ・スペシャルパレード コースＭＡＰ

※通常のパレードコースとは異なり、片側車線のみの運行となります。

※今回のパレードは、東京ディズニーリゾート内で行われているパレードとは異なります。

※パレードコースの反対車線は，15:30より「東京ディズニーリゾート・スペシャル
　パレード」終了まで観覧スペースとなります。
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※事前の場所取りはご遠慮ください。

臨時駐輪場　　
（無料）
両日10:00～22:00

人気アーティストによる音楽ライブ！

11：00～ ジャザサイズフィットネスつくば
11:30～ 宇宙戦隊キュウレンジャー（握手会あり）
12：30～ ガマ口上・福来みかん口上
13：00～ 古賀まみなフラスタジオ
13：30～ NPO法人　Dance Association Seeds
14：00～ ベリーダンススタジオ　マロニエ
14：30～ 宇宙戦隊キュウレンジャー
 （握手会あり）
15：30～ 国際美学院
 フラメンコショー
16：00～ 時間調整(バンド準備等)
16：30～ 地域密着ケンニイバンド
17：00～ うみのいえ
17：30～ リハーサル（音響打合せ）
18：00～ 北条きよ美
 オンステージショー
18：40～ 川神あい
 オンステージショー
19：20～ 三ツ木清隆
 オンステージショー

11：30～ 田中保育園　鼓笛隊 「絆～ なかまをしんじて～」 
12：00～ オープニングセレモニー
12：35～ かつらぎ保育園　かつらぎ太鼓 ＜和太鼓＞
13：05～ 吉沼保育園　輝け！ 僕らの熱い魂
13：35～ ケアーズ保育園　ケアーズ太鼓まつり
14：05～ 琉球國祭り太鼓茨城支部
 「琉球國祭り太鼓 ～沖縄エイサー～」
14：20～ 田中初恵フラスタジオ 「ワイキキ フラショー」
14：35～ infinity 「ベリーダンスステージ」
14：50～ 筑波大学purplume 「ダブルダッチパフォーマンス」
15：05～ Dance Company Inspire「Inspire!」
15：25～ 時空戦士イバライガーショー （握手会あり）
16：15～ ふれあい琴の会 「大正琴の演奏」
16：45～ 川本ノル 「川本ノル ライブ」
17：15～ すなおしりえ子 「すなおしりえ子 ライブ」
17：45～ ＴＳＵＫＵＢＡ ７０’ｓ 「70年代ハードロック」
18：15～ Music Plant 「Highschool Live Plant グランプリ」
18：45～ 筑波大学管弦楽団 
 「真夏のアンサンブル！」
19：30～ テレビ東京 
 「THE カラオケ☆バトル」　
 最年少四天王 鈴木杏奈
  　　　　ＶＳ 
 テレビ東京
 「THE カラオケ☆バトル」
 都道府県対抗！
 ご当地歌うま王決定戦 
 優勝 西岡 龍生

2019茨城国体自転車競技つくば開催を応援
するため、Ｊプロツアー選手
30名によるエキシビション

サイクルレースを見に行こう！
～16：00

会場はココ

～） 

26日●  15●  15● 40
会場  土浦学園線
　  　(パレード会場)

スペシャルパレードコースＭ

16 00

東京ディズニーシーⓇ「ダッフィーバス」
がやってくる！

外側から記念写真をとったり、ふわふわな車体に触ったりして
お楽しみください♪
※詳細は「まつりつくばオフィシャルサイト」　
  (http://www.matsuri-tsukuba.com/）まで

南４駐車場内大型車用スペース（つくば市竹園1-10-3）
27日●日  10：00～16：00

鈴木 杏奈


