おいしい中華料理
と 麻婆豆腐大集合
2022.4.21
オープン

し の わ

薬膳中華レストラン

肉も魚介もそして野菜も、
バラエティ豊かに味わえる中華料理。
寒くなるこの季節、おいしい中華料理はいかが？
シビ辛で人気の麻婆豆腐も合わせて紹介します。

神農和

2022.8.30
オープン

みずき

チャイニーズダイニング

瑞

地元の豊富な食材を生か
した本格中国料理

中国料理の鉄人・陳建一さん

の店︑赤坂四川飯店で修行した

店主が作る本格四川料理が自

慢︒ランチは︑痺れるような辛

さの黒と︑陳さん直伝のまろや

かな辛さの赤の2種類の麻婆豆

腐に︑日替わり定食など数種

類︒夜は単品が中心︒その他に

予約でコース料理やお弁当など

も対応する︒

野菜たっぷり︑油控えめ
体に優しい薬膳中華

栄養士や薬膳指導員の資格を

持つ店主が作る﹁体の中から健

やかに﹂をテーマにした料理を

提供︒エビチリやレバニラなど

単品に組み合わせる定食セット

をはじめ︑デザートとドリンク

の﹁午後の杏仁セット﹂︑おつま

みセットなど︑いろいろ選べる

のがうれしい︒冬限定の明日葉

けんちんラーメンもおすすめ︒

水戸➡

常陽銀行

茨城町小鶴81
℡029-353-7592
11:30〜14:30
（L.O.14:00）、17:30〜21:00
（L.O.20:30）
月曜定休、
その他不定休あり
日立

6
土浦

神農和

﹁エ ビ の チ リ ソ ー ス 煮﹂

南口

１２００円
夜メニュー
※
プリッとした食感のエビ
と酸味の効いたチリソース
が 絡 み︑ご は ん が 進 む ひ と
品︒

トモア

北口
友部駅

﹁青椒肉絲﹂１２００円

⬅上野

﹁明日葉けんちんラーメン﹂８５０円

笠間市友部駅前4-16
TEL.0296-73-5168
11:00〜17:00 金・土・日曜11:30〜L.O.19:30
火曜・第2水曜定休

中華麺にアシタバのパウダーを練りこんだ緑
色の麺を使用︒野菜たっぷりのけんちんをそば
ではなくラーメンでいただく︑人気のメ
ニュー︒

笠間クラインガルテンから、友部駅南口ロータ
リーが目の前にある場所に移転。移転前からの
ファンも訪れるという。

牛肉とピーマンのみで作るから
こそ素材の良さが際立つ︒夜の人
気メニューの一つ︒

ユニークな蓋つきの器に、自慢の薬膳かゆがたっぷ
り入っている。鶏ガラなどを使った薬膳スープで作っ
たおかゆは、シンプルながら飽きがこない、優しい味
わい。焼餃子または水餃子3個、ミニサラダ、ミニ杏仁
豆腐付き。滑らかな舌触りとさっぱり目の味が締めに
ぴったりの杏仁豆腐も人気がある。これだけでも満足
できるボリュームだが、しっかり食べたい人は単品メ
ニューと組み合わせるのもおすすめ。

「回鍋肉」1,200 円 ※夜メニュー
行方市の中村畜産が大切に育てた美明豚を使った、コク
深い辛さの回鍋肉。プラス 200 円でライス、スープ付きに。

「薬膳かゆセット」950円

魚久
水戸信

瑞

歯科医院
茨城町役場

「醤油ラーメン」1,000円
ひたちなか市・黒澤醤油店の木桶で熟成させる天然醸
造醤油を使用して深みのあるラーメンに仕上げている。

大子へ行こう
秋の大子は、紅葉で色づき、大自然の中でアウトドアも楽しめます。
さらに、旬のりんごや奥久慈しゃもなどグルメも満載。
実りいっぱいの大子へ出かけませんか？

高徳寺
大子七福神の一つ恵比寿様が安置されて
いる。室町時代末期の建築様式の特徴を残

永源寺

す山門は、大子町の文化財。秋になると参

JR水郡線の常陸大子駅から徒歩約15分の高台にあ

道にイチョウの絨毯が敷き詰められる。

1

る永源寺は、通称「もみじ寺」とも呼ばれるほどの
紅葉の名所。紅葉の時期に境内は赤や黄色に色づい

生瀬滝

色づく山々の間を走る水郡線の風景
は撮影スポットとしても人気。

袋田の滝の上流にある生瀬滝︒袋

久慈川沿い

田の滝を仰ぎ見る吊り橋を渡り︑月

15

居山登山コースを上っていくと木々

の垣間から︑落差約 ｍ の生瀬滝を

見ることができる︒

たもみじに埋め尽くされる。

山々に囲まれた大子は、
紅葉で町全体が華やかな
雰囲気にドレスアップ。

大子町紅葉スポット
見頃：10月下旬〜11月中旬

袋田の滝

高さ120m、幅73mの大きさを誇り、滝の流れが大岩壁を四
段に落下することから、別名「四度（よど）の滝」とも呼ばれ、
国の名勝にも指定されている。色鮮やかに染まる木々と、雄

滝の裏側に回り込むことができ︑別名﹁裏見

の滝﹂とも言われ︑マイナスイオンをたっぷり

浴びることができる︒滝へと向かう沿道が色づ

く季節の美しさはまた格別︒

大に流れ落ちる純白の瀑布が織りなすコントラストが美しい。

2022大子来人〜ダイゴライト〜

毎年、秋から冬にかけて

自然と光が作り出す神秘の
空間が演出される。滝をラ
イトアップし滝の流れが荘
厳な墨絵のように浮かび上
がる。さらに滝へ向かうト
ンネル内にもイルミネー

八溝山
栃木、福島との県境にそびえ立つ八溝山は、標

月待の滝

高1022mと茨城県一を誇る。山頂の展望台からは
那須連山を望め、人気のハイキングスポット。

紅葉に関する問い合わせ：大子町観光協会

TEL.0295-72-0285

大子町観光協会
TEL.0295-72-0285

開催期間：10月1日㈯〜11月27日㈰
ションが装飾される。
※毎日開催
※今年は秋のみの開催。
開催時間
◆袋田の滝・さざれ石のライトアップ／日没〜20:00
◆光のトンネル／8:00〜20:00
料金／袋田の滝トンネル入場料 大人 300円、 子ども150円

水戸市

第62回水戸黄門まつり開催！

水戸市

11月13日㈰

いばらきイベントガイド

11月13日㈰〜
2023年

第31回風土記の丘ふるさとまつり
茨城町
常陸国風土記と巨人伝説の地を会場に、国選択
11月6日㈰
無形民俗文化財「大串ささらばやし」「大野のみろ
くばやし」公演、勾玉づくりなどの体験コーナー、
ヒーローショーなどが行われる。

2022
いばらきまつり
9:00〜15:00
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

2月26日㈰

お出かけが楽しい季節はまだまだ続く！
県内のイベントをぎゅっと詰め込みました。

縄文ファッションストリート

大洗町

子供達がデザインした、オリジナル縄文

11月服を展示する。
22日㈫
日㈰ NIGHT WAVE
〜27
9:00〜16:15

〜海のイルミネーションin大洗〜

水戸市埋蔵文化財センターエントランスロビー特設
青白く発光しているような波のイルミ
ブース
水戸市埋蔵文化財センター TEL.029-269-5090
ネーションは、波の大きさにより繊細にも

３年ぶりに行われる茨城町を代表するイベ
力強くにも、さらには幾重にも重なるよう
ント。茨城県住みます芸人のオスペンギン
に変化。まさに幻想的なアート作品だ。キッ
しろさと里山めぐり
が総合司会を務め、楽しいイベントが目白
チンカーや野外シアターも開催予定。
押し！ ちびっこに人気のヒーローショーに
里山の魅力と登山の楽しみを紹介する。行き先によって難
15:00〜21:00 日没に合わせて点灯
ビンゴゲーム大会、飲食物や雑貨の出店が
大洗サンビーチ 鑑賞無料
易度が異なるので、レベルに合わせて参加しよう。参加希望
大洗観光協会
にぎやかに行われ、フィナーレの花火で盛
者は事前に申し込みが必要。
TEL.029-266-0788
り上がりは最高潮になる。
城里町

10:00〜18:30
月 日㈬
茨城町総合福祉センター ゆうゆう館前駐車場
ほか
茨城町商工観光課 TEL.029-292-1111
茨城町商工会 TEL.029-292-5979

11 9

きもの de 菊まつり

第62回水戸黄門まつり

11月5日㈯

11月5日㈯、
6日㈰

菊が美しく咲く笠間を
笠間市のイベント
着物で散策できるレンタ
ル を 実 施 中 。 手 ぶ ら で ひたちなか市産業交流フェア
OKなので、着物デート ひたちなか市の産業を一堂に集結させた
や着物女子会にいかが？ ビッグイベント。ご当地グルメの販売やス
11月3日㈷〜6日㈰
着物レンタル 4,180円〜
（男 テージイベント、各種体験コーナーなどが
女、着付け込み）
あり、家族で楽しめる。
陶とくらし2022

着物レンタル千成屋笠間店
https://sennariya.co.jp/furisode/about/kasama/

第5回
笠間きつねの祭典

水戸市

ひたちなか市

ヘアセット2,200円（髪飾り
付き）
9:00〜15:30 ひたちなか市総合運動公園
※予約は着物レンタル千成屋
ひたちなか市産業交流フェア推進協議会
ホームページで
TEL.029-273-0111

11月23日㈷

県央地区のイベント

リモート開催などを経て、待望の現地開催！

水戸市

11月6日㈰

いばらき読書
フェスティバル2022

手作りの陶器を暮らしに取り入
れてほしいと始まった「陶とくら
書籍専門校閲会社「鴎来堂」代表の柳下
し」は今年で10年目を迎える。手
恭平さんによる講演会をはじめ、図書館の
仕事の良さを感じられる作品の販
裏側を探検したり、本を修理する体験コー
売と飲食ブースが登場する。
ナー、小・中学生向けのSDGsが学べるゲー
10:00〜17:00
9:00〜16:00（最終日は〜15:30）
佐白山山ろく公園 時鐘楼前、笠ムなどを行う予定。
笠間工芸の丘 特設会場

今回は、佐白山からき
つねが行列を作って下り
てくるという伝承を再現。 間稲荷門前通りおよびその周辺
陶とくらし実行委員会事務局
参加者の仮装やストー
笠間きつねの祭典実行委員会 9:45〜16:00 茨城県立図書館
TEL.090-2259-5090（鈴木）
茨城県立図書館
TEL.029-221-5569
TEL.080-3314-5829
リーを楽しもう。

10:00〜19:00
茨城県三の丸庁舎広場ほか
水戸黄門提灯行列

メイン会場の茨城県三の丸庁舎広場では、ス
テージ発表のほか、水戸ホーリホックと茨城ロ
ボッツの体験コーナー、水戸黄門カーニバルや
山車巡行・神輿連合渡御を行う。2019年に初披
露された日本最大級の「水戸ふるさとみこし」
の展示、夜の水戸黄門提灯行列も必見だ。新し
い形になった水戸黄門まつりを楽しもう！

各大学予選会

▼

11月23日㈷まで

11月9日㈬那須岳（栃木県那須塩原市） 7,200円（お弁当付き）
11月27日㈰鍋足山（常陸太田市） 5,500円（ホロルの湯特製ランチ付き）
城里町健康増進施設ホロルの湯正面玄関集合
城里町健康増進施設ホロルの湯 TEL.029-288-7775

※新型コロナウイルス感染予防対策のため、イベントが中止・延期、内容が変更になる場合があります。

茨城決戦大会 を勝ち上がって 全国大会へ

※配信媒体は YouTube LIVE

明海大学
浦安キャンパス

主催／活字文化推進会議 共催／一般社団法人 ビブリオバトル協会・ビブリオバトル普及委員会 主管／読売新聞社

爺
ビブ

本すけ

本かく

水戸市

YouTube生配信

大学

茨城決戦大会

大切な一冊
みんなに
届けたい

大学生バトラー
（出場者）

募集中!!

116
1100 1200

2022. .
：

〜

魅力ある本に
出会いたい

茨城県立図書館視聴覚ホール

会場

：

11月6日㈰

オーディエンス
大募集中!!

（いばらき読書フェスティバル2022）

ホール内のオーディエンスは100名限定

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、
イベント内容が変更になる場合もございます。

全国大学ビブリオバトル2022 関東Aブロック地区予選 知的書評合戦、
いざ開幕！
まずは予選を勝ち上がろう!! 各大学にてエントリー受付中

予選会

茨城大学
開催
日時

2022

10.26

14：30〜16：00

●オンライン開催
●使用ツール

2022

10.7

10：40〜12：10
会

Zoom

●事前申込

視聴申込先

お問合せ

029-228-8076

Tel.
ser-lib01@ml.ibaraki.ac.jp
主催／茨城大学図書館

予選会

常磐大学
開催
日時

場

常磐大学H棟大講義室
お問合せ

029-232-2511

論を交えて、
もっとも読みたくなった

チャンプ本を決定する大会です。

予選会

茨城キリスト教大学
開催
日時

バトラーがお勧めの本を紹介し、
議

ビブリオ
バトル って？

茨 城 県 内 大学予選会 開催
予選会

2022

10.18

開催
日時

14：20〜15：50
会

茨城キリスト教大学図書館2F
ラーニングコモンズエリア
お問合せ

0294-52-3215

Tel.
akutsu@tokiwa.ac.jp

Tel.
library@icc.ac.jp

主催／茨城キリスト教大学

2022

筑波大学
開催
日時

10.18

14：20〜15：50

場

主催／常磐大学学生支援センター

予選会

茨城女子短期大学

会

18：30〜20：00

10.19

茨城女子短期大学
視聴覚室

●オンライン開催
●使用ツール／Zoom

お問合せ

お問合せ

029-298-0596（

Tel.

2022

10.24

一次予選会／
①15：30〜17：00 ②18：30〜20：00

場

内線4332
小松崎

h.komatsuzaki@taisei.ac.jp

主催／茨城女子短期大学表現文化学科

）

029-305-6200

Tel.

bibliobattle.tsukuba@gmail.com
主催／筑波大学ビブリオバトル実行委員会

■主催／茨城県ビブリオバトル実行委員会 ■協力／特定非営利活動法人 子ども大学水戸 茨城大学放送研究会
■後援／活字文化推進会議 ビブリオバトル普及委員会 茨城県 茨城県教育委員会 茨城県立図書館 茨城県読書推進運動協議会 茨城大学図書館 常磐大学
茨城キリスト教大学 茨城女子短期大学 筑波大学ビブリオバトル実行委員会 日本出版販売
（株） カルチュア・コンビニエンス・クラブ
（株）（株）
ブックエース

●お問合せ／茨城県ビブリオバトル実行委員会

水戸観光コンベンション協会
TEL.029-224-0441

ご視聴はこちらの
QRからじゃ！

全国 ビブリオバトル
大学 2022〜本戦〜

2022.12.25

水戸ふるさとみこし

◆当日のイベント
「水戸黄門カーニバル」13:00〜
15:00
「山車巡行」15:00〜18:00
「神輿連合渡御」15:00〜18:00
「水戸黄門提灯行列」18:00〜
19:00
「山車大叩き合い＆神輿総担ぎ み
んなで明日への三本締め」18:30
〜19:00

029-305-6200［(株)ブックエース内］

biblio-ibaraki@bagr.co.jp

ビブリオバトル
茨城決戦大会

思いがけない本に出会えるビブリオバトル。茨城大学・
常磐大学・茨城キリスト教大学・筑波大学・茨城女子短
期大学で行われた予選会を勝ち抜いた発表者が集結。12
月の全国大会に向けて熱い書評合戦が繰り広げられる。
11:00〜12:00 YouTube生配信
ブックエースYouTubeチャンネル内よりアクセス
茨城県ビブリオバトル実行委員会事務局
TEL.029-305-6200（株式会社ブックエース内）

