もっと知りたい

大洗×まちあるき
03

美しい海水浴場や新鮮な魚介類が注目される観
光地「大洗」。実は、大洗の魅力はまだまだたく
さんあるんです。

大洗でキャンプ!!

海、湖、緑と異なるシチュエーションが楽しめるキャンプ

01

場がある。各施設の最新情報や一部オンライン予約も可能な
公式サイトもチェックしてみよう。

リフレクションビーチ

https://www.oarai-camp.jp

国内でも有数の遠浅ビーチとして有名な大洗サ

ンビーチ。ここでは、満潮から干潮に向かう時
間、浜辺が海水で鏡のように反射する現象が見ら
れる。「リフレクションビーチ」と呼ばれ、まる
で世界的に有名なウユニ塩湖のような光景が見ら
れると話題になっている。

大洗キャンプ場
大洗町磯浜町8231-4
TEL.029-212-3121

ビギナー向けのブラウン、平日はソロ、休日はファ

ミリーキャンプに人気の静かなグリーンなど、5つのエ
リアに分かれている。ペット連れにおすすめのブルー
エリアには将来ドッグランを建設予定。レンタルセッ
トも充実しているので手ぶらでキャンプも可能。

大洗サンビーチキャンプ場

夕日の郷 松川
眼下に太平洋が広
がり、海を感じられ
る。手ぶらOK、屋根
付きのエリアあり。

目の前に涸沼があ
り、沈む夕日ととも
にキャンプを楽しめ
る。直売所併設。

大洗町大貫町1212-57
TEL.029-267-2234

大洗町成田町2573-1
TEL.029-212-3900

グランマーレ茨城大洗

目の前に太平洋が広がる最高のロケーションに、新たな
グランピング施設がオープンした。10棟の大型ドーム型
テントはすべてエアコン完備。そのうち4棟は専用ドッグ
ラン付きで、愛犬も一緒にアウトドアタイムが楽しめる。
鮮度抜群の魚介類や常陸牛など茨城の食材を使ったバーベ
キューは言うことなし。さらに、敷地内にはプールやサウ
ナもあって、遊びきれないほどの充実した内容だ。
大洗町大貫町1212-11 TEL.050-3198-5770

大洗観光協会

https://www.oarai-info.jp

最新テクノロジー、SSMRを活用した全く新し
いアクティビティ。うみまちテラスで受け付けを
して専用端末を受け取り、音声ガイドに従って町
をめぐる。指定スポットを訪れると音声が流れ、
ストーリーが展開していく。体験できるコンテン
ツは「宝探し」と「ホラー」の２種類あり、それぞ
れ違った楽しみ方ができる。

撮影のタイミングは、満潮後３時間。撮
影はできるだけ低い位置から、さらに風が
ないと、うまく反射してきれいに撮影でき
るそうだ。撮影に最適な時間や、マジック
アワーでの撮影可能日が、大洗観光協会の
ホームページに「リフレクションカレンダ
ー」として記載されているので、ぜひとっ
ておきの１枚を撮影してみよう。

02 新感覚のエンターテインメント

「大冒険！海の町に散らばった宝を探して」
海の妖精マリーナ、個性豊かなキャラクター達に導かれ、海の
町に散らばった宝を探すアドベンチャー。
受付10:00〜10:30、お一人1,500円（所要時間２時間30分程度）
「ヒトガタの村 大洗」
ストーリーテラーに稲川淳二さんを迎え、道中にある音声デー
タが配置されたスポットで恐怖の物語が展開する。
受付9:30〜10:00、12:30〜13:00、15:00〜16:00
お一人1,000円（所要時間１時間30分程度）
うみまちテラス TEL.029-352-2715

●WINE●
ピノ

楽しみながら資格取得

エスポアとびた代表か

つバーナヴァン・ピノの

オーナーである︑ＪＳＡ

なんとなく元気が出ない、
そんな毎日も、
ふとしたきっかけで充実させられるはず！
興味があること、勇気を出して今から始めてみませんか？
オトナスクールだから
得られるこんなコト

スポーツジムはもちろ
ん、ダンスやヨガ、また
歌や楽器の演奏も、腹筋
を使ったり姿勢に気を配
るなど体に良い効果が期
待できる！

好きで始めた、興味が
あった、ということの中
には、資格を取得できる
ものも数多い。さらにワ
ンステップ上の自分を目
指してみよう。

今までやってこなかった
こと、敷居が高いと思って
いたことも、やってみると
意外に向いているかも。始
めるのは遅くない。さあ今
始めてみて。

始めてみよう！おすすめクラス

水戸市南町3-4-4よこすか花店3F
TEL.029-221-3489（よこすか花店）

●FLOWER●

よこすか花店 池坊 生け花教室
花との出会いを大切に

池 坊 の 華 道 教 室 ︒﹁ 立 花 ﹂

﹁生花﹂﹁自由花﹂の基礎をは

じめ︑自分で好きな花を選ん

で生ける楽しみも味わえる︒

その日花店に並んだ花を使う

だけでなく︑野の花を生ける

池坊東京生成会

ことにも季節の趣きを感じら

■水曜9:00〜19:00
月謝：5,000円
（花材代別）
入会金：5,000円

れる︒時には苔玉やプリザー

水戸市南町3-4-4よこすか花店2F
TEL.029-221-3489（よこすか花店）
※生け花は他にも教室あり。詳細はお店へ。

伝統の中に新しいものも取り入れなが
ら、季節の花を楽しむ。

ブドフラワーを用いるなど︑

季節を水盆の中に

小原流いけばな教室︒

季節の花材を︑その特徴

を活かしながら生ける︒

小原流には多くの型や表

現があり︑水盆を使った

﹁盛花﹂を基本に︑自然

の描写や景観描写まで︑

◆資格取得

花を生けることによって

◆スキルアップ
◆日々充実

季節感そのものを繊細に

表現していく︒

季節の花材を、花
材と季節に合った生
け方で、楽しみなが
ら基本をしっかりと
指導します。

■水曜14:30〜17:00
月謝：5,000円
（花材代別）
入会金：5,000円

多彩に開催している︒

よこすか花店 小原流 いけばな教室

木村操苑先生

毎日なんとなくつまら
ない、そんな日々を解消
するきっかけに。グルー
プでのレッスンなら、一
人では得られない楽しさ
を得ることも。

●新しい出会い
●新たな発見

●FLOWER●

木村先生は講師歴約40年。海外での指
導経験もある。

●日々充実
●仲間づくり

●スキルアップ
●資格取得

和装を学び感性も磨く

憧れの和装をきりりと

美しく着こなそう︒自分

での着方︑着せ方︑男性

の着物︑袴など︑さまざ

まな着方が学べると同時

に立ち姿や所作も洗練さ

◆資格取得

れる︒初心者から︑成人

◆スキルアップ
◆日々充実

式や花嫁の着付けができ

和田美知子先生

＊
大人のならいごと ♫ ♩

日々充実

●体力作り
●健康増進

美都きもの学院
る資格取得までレベルに

■火曜
14:30〜17:00
月謝：5,000円
入会金：5,000円

水戸市宮町2-4-35-203
TEL.029-302-8756

●KIMONO●

応じて指導してくれる︒

帯の結び方を変え
ることで︑多彩に楽
しむこともできる︒
着る回数を重ねて慣れるほど、
着物がなじみ、より楽しくなりま
すよ。自然に感性が磨かれ、振る
舞いも美しくなります。

シニアソムリエの飛田二

◆資格取得 ◆スキルアップ
◆仲間づくり ◆日々充実

三雄さんによるワインス

クール︒毎回６種類のワ

インを試飲︑グラスの持

ち方や飲み方︑保存の仕

飛田 二三雄先生

方︑料理との相性など︑

楽しみながらワインの勉強をして
います。ソムリエも最初は初心者、
ぜひチャレンジしてみてください。

PINOT ワインスクール
幅広くワインを学べる︒

■ワインを楽しむ(日曜コース・木曜コ
ース）（次回募集は秋を予定）
受講料：33,000円（全６回分、ワイン
代含む）
※初級から上級まで３コースをご用意
※各コース先着16名

大高節子先生
花との出会い、どのような花を選んで組
み合わせるかがポイントです。楽しみなが
ら季節を生けていきましょう。

◆スキルアップ
◆日々充実

◆資格取得

水戸市南町3-4-4よこすか花店2F
TEL.029-221-3489（よこすか花店）
※生け花は他にも教室あり。詳細はお店へ。

初夏の 花めぐり
アジサイやアヤメ、ハナショウブといった、この時
期を彩る美しい花たち。あいにくの梅雨空ですが、初
夏の花々に癒やされに出掛けてみませんか？
※新型コロナウイルス感染防止対策のためイベントが中止・
延期・変更になる場合があります。

大宝八幡宮（下妻市）
「あじさい神苑」は、室町時代にあった大宝
城の史跡であり、敵の侵入を防いだ土塁跡の
斜面を利用している。土塁上下からの景観が
素晴らしく、株数よりも種類の多さが自慢
だ。隅田の花火、ホワイトダイヤモンド、甘
茶、カシワバなど多彩な品種のアジサイが楽
しめる。
【EVENT】
●６月18日㈯〜７月３日㈰「あじさい祭」
●６月30日㈭「夏越の大祓」
大宝八幡宮

TEL.0296-44-3756

涸沼自然公園（茨城町）
まつり期間中に新企画「風鈴小路」を開催。
園内に夏の風物詩である風鈴を設置し、涼し
さが感じられる空間を演出。さらに、七夕に
合わせて、短冊には来園者に願い事を書いて
もらうという。

アジサイの名所

【EVENT】
●６月18日㈯〜７月18日㈷「第12回ひぬまあじさ
いまつり」
●７月３日㈰「ふれあいマーケット」飲食コーナー、
ワークショップ、体験コーナーなど
●７月３日㈰「町観光ボランティアガイドによる
あじさい花ガイド案内」
茨城町観光協会

保和苑及び周辺史跡（水戸市）

TEL.029-292-1111

二本松寺 あじさいの杜（潮来市）
境内にダンスパーティやレッドバロン、霧
島のめぐみなど、100種１万株のアジサイが
見事に咲く。新品種が多く、斜面に植えてあ
るので見やすいのがうれしい。また、あじさ
いの期間限定の御朱印頒布も行う。
二本松寺

TEL.0299-64-2263

弘願寺（那珂市）
「開運花の寺めぐり」の一つである弘願寺。
色とりどりのアジサイが境内を彩る。住職
が精魂込めて育てたハスやスイレンも開花
し、参拝者を花でもてなしてくれる。
弘願寺

TEL.029-296-0223

【EVENT】
●６月11日㈯〜７月３日㈰「第48回水戸のあじさいまつ
り」
●６月11日㈯「オープニングイベント」地元学生・茨城
県警察音楽隊によるステージイベント、お楽しみ抽選会、
みとちゃん・梅大使出演
●６月12日㈰「生け花の実演・展示」
●６月18日㈯、19日㈰「提灯を使用したワークショッ
プ」「あじさいを使用したワークショップ」「観光漫遊バ
ス〜水戸のあじさい満喫編〜」
「第40回俳句大会（ひたち野
社）
」（19日㈰のみ）
●６月25日㈯、26日㈰「あじさいクイズラリー」「写真
撮影大会」（26日㈰のみ）
●６月25日㈯〜７月３日㈰「あじさいライトアップ」「あ
じさい花筏」
水戸のあじさいまつり実行委員会事務局（水戸市観光課）
TEL.029-224-1111

保和苑では西洋アジサイ、ガクアジサイな
ど約100種6,000株、水戸八幡宮では山アジサ
イを中心に約60種5,000株のアジサイが色鮮や
かに咲き誇る。
まつり期間中は、地元産品やあじさいまつ
りオリジナル土産品（手拭い）の販売、あじ
さい育成相談コーナーの設置、苗の販売など
様々なイベントが開催される。

