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桜川市
茨城県

真壁について

真壁町

茨城県の中西部に位置する桜川市真壁町は、
広い関東平野に南北に連なる筑波山・足尾山・加波山を
望め、米や小麦などの農作物を栽培できる豊かな土壌に
恵まれた環境です。
真 壁 町 と 聞 く と 、「 ひ な ま つ り 」 や 「 石 材 業 」 を 思 い 浮
かべる方も多いと思います。
真壁にはこんな姿があったのか ! と新たな気づきが生ま
れる一冊になったら嬉しいです。

写真 真壁に自生している山桜
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以上前から大切に種を
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光景を見る事ができま
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ツバメは外敵から身を
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性のある和菓子屋さん

下宿通り

真壁には、それぞれ個

和菓子

定されている「こだ

農産物

茨城県の銘柄産地に指

こちらの写真は平安時代の末
から約４００年間、真壁地方
を支配した真壁氏が戦陣に掲
げたと思われる猪絵旗指物
( いのししえはたさしもの )
です。
旗指物は戦陣で武将の所属や
任務を示す旗であり、武士の
守り本尊である摩利支天がイ
ノシシに乗るとされており、
意匠化したものと考えられて
います。

１３

１４

真壁 年間 の行事予定
・どんど焼き
・だるま市

開催地：真壁市街地

・書初め展

開催地：真壁市街地

・流し雛

開催地：山口川

・真壁白井座公演会

・初夏の風

開催地：真壁伝承館

・真壁のひな祭り

開催地：真壁市街地

・真壁神武祭

開催地：神武天皇遥拝所

・まかべ日和

開催地：下宿通り

開催地：伊勢屋旅館

・屋根より低いこいのぼり
・六月大祓
・まかべ日和

開催地：下宿通り

・真壁祇園祭

開催地：真壁市街地

・かったて祭り

・まかべ日和

開催地：下宿通り

・酒蔵ライブ

開催地：西岡本店

開催地：西岡本店

開催地：五所駒瀧神社

開催地：五所駒瀧神社

・まかべ♡街灯り 十三夜祭
開催地：遥拝所周辺・真壁伝承館

・酒寄みかん狩り
・まかべ日和

開催地：下宿通り

・真壁町なか美術館
・まかべ INI フェスタ
開催地：高上町駐車場

開催地：真壁町酒寄 10 月下旬〜 12 月

開催地：真壁市街地

・火渉祭

開催地：加波山三枝祇神社本宮

写真 七夕期間中の下宿通り

