
・大道芸パフォーマンス
中国雑技芸術団、加納真実、芸人まこと、
ココナッツ山本、フレディーノ、荒木巴、
ＳＵＫＥ３＆ＳＹＵ、EPPAI＆マサトモジャ、
Kanauknot、Los Ojillos Negros、空転軌道、
Luminous、ブラックエレファンツ、アストロノーツ
Okk（パフォーマーは変更になる場合があります。）

・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｣

・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、フラダンスほか） 　

・ものづくり村（天然素材をリユースした工作教室） 　

・アートマーケット＆ワールドレストラン
アート作品、日本と外国の工芸品や民芸品の販売、
外国料理、創作料理等

・その他、似顔絵コーナー、フェイスペイント、スタンプラリー等

24日●土  11：30～20：00

25日●日  11：30～19：50

 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。
※つくばエキスポセンター館内は17：00閉館（入館は16：30まで）

24日●土  12：00～21：00
25日●日  10：00～21：00

　福祉団体、ボランティア団体によるバザー 
・①11:00～　②14:00～
　あつまれ小さな科学者たち
　～おもしろ！ふしぎ？実験隊～
　バーチャルリアリティー（VR）装置づくり
　＆わくわく体験（材料代200円）
・17:00～18:00
　ミニコンサート
　演奏「筑波研究学園吹奏楽団」

ステージイベントスケジュール

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 中央公園

24日●土  12：00～19：00

25日●日  10：00～19：00

・ロボットステージショー：二足歩行ロボットによる楽しいス
テージ

・ロボット体験操縦：ロボットを操縦してサッカーゴールに
シュート！ （100円/回）操縦体験者には記念カードをプレゼント

・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

　ふうせんヘリコプター（300円/回）
　チャージレーサー（1,200円/回）
　ダンボールロボット（無料）
・セグウェイ体験試乗（無料）
　セグウェイを体験しよう
・つくばエキスポセンター体験コーナー
　ミニ企画展「科学捜査展」

会場 つくばエキスポセンター 
　　 正面ゲート広場
24日●土  12：00～17：30
25日●日  10：00～17：30

・商工会、物産会などによる
　市内の特産品や飲食物の販売

会場 つくばセンター広場
24日●土  12：00～21：00
25日●日  10：00～21：00

・チャレンジアトラクション：
　いろいろなスポーツ体験ブース
 （両日とも20時まで）
・グラスバレー大会
・ダンスパフォーマンスバトル

・ボクシング体験
・スポーツ鬼ごっこ大会
・３×３サッカー大会
・いきいき茨城ゆめ国体PRブース
・北海道・茨城マルシェ
 （美味しい物が食べられるよ）
　※休憩スペースも用意！！
  各イベント詳細、雨天時の対応等は、体育協会HPで
  http://www.tsukubashi-taikyo.net/

会場 竹園公園（つくば国際会議場隣）
24日●土  12：00～21：00
25日●日  10：00～21：00

・オープニングパレード（16:10～） 
　モビリティロボット走行
　消防音楽隊やマーチングバンド
・つくば音頭（17:00頃～）
・万博山車（17:40頃～） 
　つくば科学万博’85で披露した山車が今年も登場！
・ 神輿・囃子・ねぶた・竿燈大パレード（18:00頃～） 
　市内各所の伝統的な神輿、囃子、ねぶた、竿燈の競演は必見！

25日●日  16：10～20：40
・パフォーマンスステージ（16:10～） 
　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（18:00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！

会場 土浦学園線（東大通り～西大通り間）
24日●土  16：10～20：40

※事前の場所取りは
　ご遠慮ください。

会場　クレオ前広場

11:30～ 仮面ライダージオウ ショー
12:30～ ガマ口上・福来みかん口上
13:05～ 古賀まみ奈フラスタジオ
13:35～ ベリーダンススタジオ マロニエ
14:05～ つくばオールスターチア
14:40～ 仮面ライダージオウ ショー
15:40～ 国際美学院フラメンコショー
16:50～ うみのいえ
17:40～ 北条きよ美　歌謡ショー
18:25～ 川神あい　歌謡ショー
19:10～ 三ツ木清隆　歌謡ショー

11:30～ オープニングセレモニー
12:05～ 田中保育園 鼓笛隊
 「Believe in yourself ～奏でよう僕らの絆と共に～」
12:35～ かつらぎ保育園・かつらぎ第二保育園
 かつらぎ太鼓（和太鼓）
13:05～ 吉沼保育園 心に響け！ ばら組魂
13:35～ ケアーズ保育園 ケアーズ太鼓まつり
14:05～ Las Aguilas ラテンダンス
14:20～ 筑波大学 purplume ダブルダッチパフォーマンス
14:35～ クッキーズバトンクラブ
 Baton Twirling パフォーマンス
14:50～ Dance Association Seeds DAS ダンスステージ
15:05～ D-Lifeダンススクール
 つくばキッズダンスステーション
15:20～ 琉球國祭り太鼓 茨城支部 沖縄エイサー
16:00～ がくとくんバンドスペシャルステージ
16:25～ TSUKUBA ７０’ｓ ７０年代ハードロック
16:50～ 森と林　アコースティックライブ
17:15～ KENNYBAND LIVE
17:50～ 茨城国体炬火イベント
18:45～ 地元高校生バンド from Music Plant
19:05～ 水城なつみ 歌謡ショー
19:45～ DENSHI JISION 
 まつりつくば２０１９
 特別研究発表

　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 無料（雨天中止）
・ 17:00～18:00
　ミニコンサート

会場 センター広場特設ステージ

会場　つくばエキスポセンター正面広場

24日●土  17：50～18：25

天皇陛下御即位記念 
第74回国民体育大会

第19回全国障害者スポーツ大会

つくば市炬火イベント
きょ か

きょ か

つくば市では、筑波山で採火した筑波山の火（８月
１１日）と、科学の象徴であるつくばエキスポセンター
で採火した科学の火（８月24日 13：30～14：30）を
ひとつにして、つくば市の火をつくります。

24日●土  13：30～14：30
太陽光をはじめ、発電、摩擦熱、金属発火など、さま
ざまな火おこしを行い、科学の火の採火を行います。
採火は事前公募で選ばれた10組の親子が行います。
なお、採火の様子は見学できます。

炬火とは、国体のシンボルで、オリンピックで
いう聖火にあたるものです。

◆ステージイベント
17：50～ ダンスパフォーマンス
18：00～ 磯山純「そして未来へ」
18：05～ 炬火集火式
 炬火名発表、表彰
 炬火「つくば市の火」集火　
18：15～ つくば市開催競技紹介
18：20～ 磯山純が歌い、みんなで国体ダンス
 「いきいきゆめダンス2019」
※イベントの時間内で、いばラッキー抽選会を開催しま
す。（10名様に、いばラッキーのぬいぐるみをプレゼント。）
※抽選券は、17：45から黄色い風船と一緒にセンター広
場にて配布します。

仮面ライダージオウ ショー

◆「つくば市の火」集火式

せい  か

◆「科学の火」採火式

◆国体関連イベント
25日●日　スポーツパーク
国体PRコーナー 10：00～17：00
市民の火　まいぎり体験

（9時45分に整理券発行）
25日●日　まつりパレード
提灯にともされたつくば市の炬火が
パレード会場内を巡回します。18：00～20：30

きょ  か

土浦学園線の一部(下図)が通行止めとなります。
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。

24日●土  15：45～21：00
25日●日  15：45～21：00
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ⓒ2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

【会場内注意事項】
●イベント内容等につきましては、変更になる場合がございますのでご了承ください。
●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。

●まつりつくば会場区域内でのケガ等につきましては、自己責任となります。各自十分ご注意のうえ、お
楽しみください。

●パレードのスムーズな運行を図るため、路上に見学者が立ち入ることを禁じます。会場内では係員の指
示に従ってください。

●ベビーカー使用や乳幼児・お年寄りの方は危険回避のため、さくら大橋周辺の通行をお避けください。
●ごみは各自お持ち帰りください。

救護所
つくば
センタービル
１階

DENSHI JISION

☆もぐもぐ屋台村（12:00～20:00）
　つくばクレオスクエア人気の飲食屋台が登場！
　まつりならではの屋台を味わえます！

☆ゆったりお休み処（12:00～20:30）
　ステージの音楽を聴きながら、屋台の味をたのしみながら･･･
　ゆったりくつろげるレストスペースを準備しております！

☆うきうきステージ　 13:00～20:30

24日●土 25日●日 
「ENERGY STAGE」
13:00～ ONE びしょっぷ DREAM
13:35～ じゃっく☆ぽっと
14:10～ LIBRE FUNTOS
14:45～ 新世紀えぴっくすたぁネ申
15:20～ Q-pitch
16:05～ 天使突抜二読ミ

「HEALING STAGE」
18:30～ Sinon
19:10～ ヤマモトダ
19:50～ 小野正利

「ENERGY STAGE」
13:00～ ひとカケラの世界。
13:35～ JYA☆PON
14:10～ KATA☆CHU
14:45～ chuLa
15:20～ Q-pitch
16:05～ ネコプラ∞

「HEALING STAGE」
18:30～ Sinon
19:10～ おとぼけdeブラザーズ
19:50～ 小野正利

※ 出演者、出演時間に関しましては当日変更となる可能性がございます。

大会本部でつくば市のこどもたち
を支援する青い羽根募金を実施！

バザー広場


