【報道関係各位】

平成25年6月19日
茨城県広報広聴課

～常陸国風土記編さんから1300年、全県挙げてのタイムスリップ！～

1300年前に綴られた茨城県ガイドブック・常陸国風土記

「常陸国風土記1300年記念事業」
いま、全県をあげて展開中！
古代茨城の姿が現代によみがえる
奈良時代初期、「古事記」や「日本書紀」とほぼ同時代の713年に朝廷から風土記編さんの詔が出されました。
風土記とは各地方の文化、風土、地勢などを記録する地誌のこと。1300年の時空を超えて現存している風土記は、
全国で5つ（常陸国、出雲国、播磨国、豊後国、肥前国）だけで、なかでも『常陸国風土記（ひたちのくにふどき） 』
は東日本に唯一残る貴重な文化遺産といわれています。
『常陸国風土記』には、新治（にいばり）郡、筑波（つくは）郡、信太（しだ）郡、茨城（うばらき）郡、行方（なめかた）
郡、香島（かしま）郡、那賀（なか）郡、久慈（くじ）郡、多珂（たか）郡とそれぞれの地域ごとに、文化、風土、地勢な
ど当時の茨城の姿が綴られています。今でいえば茨城県のガイドブックといったところです。そこには古代茨城の
地が、広く豊かで、山海の幸に恵まれ、人々も安らかで家々は賑わい、常世の国（理想郷）と呼ばれるほどであっ
たと記されています。また、「常陸」の地名の由来なども記されており、諸説があるものの、道が沼や海を渡ること
なく、郡や郷などの各地の境などを陸続きに手軽に往来することができたので、陸続きの道を意味する「直道（ひ
たみち）」から付いたといわれています。
『常陸国風土記』はいま、1300年の時を超えた歴史ロマンを私たちに静かに語りかけてくれるかのようです。
そこで茨城県内では、風土記編さんの詔から1300年の節目に当たる本年度、県を中心に関係各市町村が連携
して、講演会、セミナー、展示会、コンクール、史跡をたどるウォーキングやツアー、風土記関連料理レシピの開発
など老若男女を問わず誰もが参加できる多彩なイベントを開催いたします。
（※次頁スケジュール表をご参照ください）
※1300年前にタイムスリップする常陸国風土記に関するイベントの詳細、最新情報を今後も適宜発信してまいり
ます。ご注目ください。
常陸国風土記 1300年記念のポスター

現存する常陸国風土記（版本）。大きさは縦26㎝、横18
㎝。頁数は76ページに及びます。（茨城県立歴史館蔵）

常陸国風土記1300年記念事業ホームページ
6月下旬開設予定、イベント情報は下記のアドレスより
http://www.hitachifudoki1300.jp

■本件に関するお問い合わせ、ご取材のお申し込みは、下記までご相談ください。
茨城県 広報事務局 担当：江川、宮川、小林、弓桁（ゆみげた）
TEL 03-6820-0998 FAX 03-5778-4846 E-mail: ibaraki-pr@frontier-i.co.jp

全県をあげて「常陸国風土記」で盛り上げていきます！
常陸国風土記1300年記念事業 イベント一覧
（県内各地で実施される関連事業）
日程
5/17（金）～7/17
1
（水）

ジャンル

事業の名称（場所）

問合先

展示

ひたちなか市で焼かれた天平の甍
（ひたちなか市埋蔵文化財調査センター）

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター
TEL:02９-276-8311

2

6月29日(土)～7月
展示
15日(月)

「常陸国風土記 多珂の郡・久慈の郡」展
（高萩市歴史民俗資料館）

高萩市生涯学習課
TEL:0293-23-1132

3

7/1(月）～8/30
（金）

展示

鹿嶋市どきどきセンター夏休み企画展「鹿島神郡」
（鹿嶋市どきどきセンター）

鹿嶋市どきどきセンター
TEL:0299-84-0778

ツアー

ミコットとタイムスリップ
第3回 ミコットと歩こう！風土記遺称地を探検！
（霞ヶ浦ふれあいランド（行方市））

行方市企画政策課
TEL:0299-72-0811(市役所代表）

展示

特別展「理想郷とよばれた常陸国－古代茨城の魅力と実力－」
（かすみがうら市郷土資料館）

かすみがうら市郷土資料館
TEL:029-896-0017

6 8/3（土）

講演会

歴史講演会「鹿島神郡『常陸国風土記』にみる鹿島の地名」
（鹿嶋勤労文化会館）

鹿嶋市どきどきセンター
TEL:0299-84-0778

7 8/10（土)

イベント

常陸国風土記1300年記念オペラ「小町百年の恋」～筑波山愛ものがたり～
（土浦市民会館）

土浦市文化課
TEL:029-862-1941

ツアー

風土記の世界巡検
8/31 「常陸国風土記～行方郡を歩く～」コース
9/1
「常陸国風土記～古代官衙を巡る～」コース
（つくばサイエンスインフォメーションセンター集合）

行方市企画政策課
TEL:0299-72-0811(市役所代表）

講座

神栖市歴史講座
（神栖市歴史民俗資料館）

神栖市文化スポーツ課
TEL:0479-44-6496

展示

平沢官衙遺跡開園１０周年記念「古代のつくばの郡役所―よみがえる官衙遺跡－」
（つくば市役所，出土文化財管理センター他）

つくば市文化財課
TEL:029-883-1111（市役所代表）

ツアー

常陸国風土記ツアー「筑波・信太郡のゆかりの地」
(土浦駅集合）

かすみがうら市郷土資料館
TEL:029-896-0017

講座
ウォーキング

風土記の時代の風景を歩く（出前講座とウォーキング）
（鹿嶋市まちづくり市民センター）

鹿嶋市教育総務課
TEL:0299-82-2911（市役所代表）

13 9/29(日)

講演会

古代茨城における鉄と瓦の生産
（歩崎公園ビジターセンター（かすみがうら市））

かすみがうら市郷土資料館
TEL:029-896-0017

14 10/6（日）

シンポジウム

風土記1300年悠久の世界シンポジウム
（ホテルオークラフロンティアつくば（つくば市））

行方市企画政策課
TEL:0299-72-0811(市役所代表）

15 10/6（日）（予定）

イベント

第16回陸平縄文ムラまつり
（陸平貝塚公園（美浦村））

美浦村文化財センター
TEL:029-886-0291

16 10/10（木）

ツアー

常陸国風土記ツアー「茨城・行方郡ゆかりの地」
（石岡駅集合）

かすみがうら市郷土資料館
TEL:029-896-0017

17 10/19（土）（予定） 講演会

平沢官衙遺跡と古代の筑波（仮）
(つくば市役所)

つくば市文化財課
TEL:029-883-1111（市役所代表）

18 10/20(日）

講演会

常陸国風土記にみえる茨城県の魅力と実力
（歩崎公園ビジターセンター（かすみがうら市））

かすみがうら市郷土資料館
TEL:029-896-0017

19 10/24（木）

ツアー

常陸国風土記ツアー「那賀・久慈郡ゆかりの地」
（水戸駅集合）

かすみがうら市郷土資料館
TEL:029-896-0017

特別企画展「静織の里とその周辺」
倭文織実演
（那珂市歴史民俗資料館）

那珂市歴史民俗資料館
TEL:029-297-0080

イベント

つくば物語2013（野外コンサート，遺跡ガイド，物産展ほか）
(平沢官衙遺跡歴史ひろば（つくば市）)

つくば市観光物産課
TEL:029-883-1111（市役所代表）

4 7/13（土）

5

8

8/3（土）～11/4
（月）

8/31(土）～9/1
（日）

9 9月～11月

10

9/24(火）～
12/24(火)(予定)

11 9/26（木）

12

20

9/28(土），
10/19（土）

10/26（土）～12/8
展示
（日）

21 10/26(土)

22

11/1(金)～
11/2(土)

イベント

「歴史の広場in国田分館」
(茨城県教育財団埋蔵文化財整理センター国田分館(水戸市))

(公財)茨城県教育財団埋蔵文化財整理センター国田分館
TEL:029-239-6000

23

11/6 (水)～
11/10(日)

展示

見てふれて楽しい考古学～茨城県教育財団調査遺跡紹介展2013in県立図書館～
（茨城県立図書館（水戸市））

(公財)茨城県教育財団埋文企画管理課
TEL:029-225-6587

24 11/10（日）

イベント

第23回 風土記の丘ふるさとまつり
（水戸市大串貝塚ふれあい公園）

水戸市埋蔵文化財センター
TEL:029-269-5090

25 11/16日（土）

ウォーキング

静織の里めぐり
（静神社集合（那珂市））

那珂市歴史民俗資料館
TEL:029-297-0080

26 11月

イベント

「常陸国 国府がおかれた地 歴史の里石岡を探る ～常世の国いしおか～」
（常陸風土記の丘（石岡市）
他）

石岡市生涯学習課
TEL:0299-43-1111（市役所代表）

27 12/6（金）

講演会

静織の里とその周辺
（那珂市中央公民館）

那珂市歴史民俗資料館
TEL:029-297-0080

12/7(土)～
28 2014
1/26(日)

展示

見てふれて楽しい考古学～茨城県教育財団調査遺跡紹介展2013in県立歴史館～
（茨城県立歴史館（水戸市））

茨城県立歴史館
TEL:029-225-4425

29 12/14(土)

講演会

茨城県教育財団埋蔵文化財講演会
(茨城県立歴史館(水戸市))

(公財)茨城県教育財団埋文企画管理課
TEL:029-225-6587

講演会

平成25年度茨城県文化財愛護推進セミナー
(茨城県立歴史館(水戸市))

茨城県教育庁文化課
TEL:029-301-5449

展示

茨城県立歴史館ギャラリー展「常陸国風土記1300年」
（茨城県立歴史館（水戸市））

2 11/4（月・祝）

フォーラム＆
フェスタ

常陸国風土記1300年記念フォーラム＆フェスタ
常陸国風土記の紹介、いばらき大使によるトークショー等
（茨城県立県民文化センター（水戸市））

茨城県生活環境部生活文化課
TEL:029-301-2824

3

━

コンクール

いばらき風土記新聞等コンクールの実施
風土記編さんの詔と同じテーマを新聞風にまとめたものを公募し、優秀作品を表彰

茨城県生活環境部生活文化課
TEL:029-301-2824

4

━

レシピ開発

風土記関連料理レシピの開発
風土記の時代の産物を使ったレシピを開発

茨城県生活環境部生活文化課
TEL:029-301-2824

30

2014
1/24(金)

（県の事業）
1

8/24(土）～
12/1（日）

常陸国風土記写本等の展示

茨城県立歴史館
TEL:029-225-4425

