テーマに沿った情報がギュッと詰まった博物館
は、大人も子供も、
つい夢中になってしまうスポット。

博物館

と

おでかけグルメ

おいしいお弁当を持って、
お出かけしませんか？

自然・科学博物館
坂東市

日立市

ミュージアムパーク茨城県自然博物館

日立シビックセンター
サクリエの一番
人気は、日本最大
級の大型科学体験
ジャングルジム。

EVENT
春のイベント「恐竜・化石コーナー」
〜5/8日㈰

S

GOOD

宇宙のグミ380円

カレーの中から、恐竜型のニンジンを
発掘できたら景品がもらえるという。ま
た、企 画 展 開 催 時 に は オ リ ジ ナ ル メ
ニューが登場する。
・８ ヘクタールという広大
な 敷 地 内 に︑昆 虫 の 森 や 花 の 谷
が広がり︑木や石の解説も設置
さ れ て い る︒ま さ に 自 然 と ふ れ
あいながら学ぶことができる︒
また︑事前申し込みでワーク
シ ョ ッ プ 等 も 開 催︒詳 し く は
ホームページを︒
15

ロシアのソユーズ
ロケットに乗って宇
宙 を 旅 し た 乳 酸 菌。
その子孫たちを使っ
たグミキャンディ。

日立市幸町1-21-1 TEL.0294-24-7731
■開館時間／科学館9:00〜17:00（入館は
16:30まで）
■休館日／毎月最終月曜日（祝日の場合は開館）、
年末年始
■入館料／科学館サクリエ（一般500円、小・
中学生・高校生200円）、天球劇場（一般500
円、小・中学生・高校生200円）その他セット
券あり。
■交通／常磐自動車道日立中央ICから約8分
http://www.civic.jp/

地下 1 階のオリエンテーションルームに、実寸大の恐竜
フィギュアや、触れる化石などが大集合。実際に化石に触
れて、本物の化石発掘体験もできる。見て、触って、恐竜
の世界を楽しもう！

FOOD

カフェ ハルモニア

スパイスと鶏ガラから
ことこと煮込んだスープカ
レ ー は、チ キ ン ス ー プ カ
レーとグリーンカレーの２
種類がある。テイクアウト
も OK。

スープカレー770円

科学館︑天球劇場︵プラネタリ

ウム︶︑音楽ホール︑会議室︑ギ

ャラリー︑図書館が入った複合施

設で多くの人に親しまれている︒

中でも︑昨年4月にリニューアル

した科学館﹁サクリエ﹂は︑体と

頭を働かせて遊びながら科学を学

べるスポットとして人気が高い︒

また︑天球劇場は大きなドームに

臨場感ある映像が映し出されて迫

力満点︒土日・祝日は映像だけで

レストラン ル・サンク

なく︑解説員による生の星空解説

天 球 劇 場 で は、子
供 向 け 番 組 の 他 に、
ヒーリング音楽と字
幕による星空解説な
ど、バリエーション
豊富なプログラムを
用意している。

巨大な球形ドームがひときわ目を引く
日立市のシンボル的な施設

も実施︒その日の星空や天文の旬

億年前に誕生した地球

宇宙飛行士が見た地球の姿や、宇宙から現在の地球が映し
出される様子など、大人でも夢中になってしまう。また、サ
クリエでは、毎日４回サイエンスショーを開催している。

の話題を紹介してくれる︒

７つの展示室では︑宇宙からは

の歴史︑自然や生命の仕組みなど

じまり︑

テーマごとに紹介︒動く恐竜や森

林のジオラマなどでわかりやすく

坂東市大崎700 TEL.0297-38-2000
■開館時間／9:30〜17:00（入館は16:30まで）
■休館日／月曜日（月曜が祝日の場合は翌日以降）、
年末年始 ■入館料／企画展開催時（一般750円、
高校・大学生460円、小・中学生150円） 通常時
（一般540円、高校・大学生340円、小・中学生100
円） 野外施設のみ（一般210円、高校・大学生100
円、小・中学生50円）その他入館無料日あり
※土・日・祝日及び特定の日は要オンライン予約
■交通／常磐自動車道谷和原ICから約20分
https://www.nat.museum.ibk.ed.jp

解説しているので︑子供達も興味

オリジナル
クッキー
540 円。

FOOD

津々だ︒また︑苔や化石などユニ

企画展「ミュー
ジアムパーク・コ
レクション」のオ
リジ ナル サ コッ
シュ 490 円。

6/12㈰まで
館内の収蔵庫に保管されてい
る、約39万点の動物、植物、地
学のコレクション。今回の企画
展では、その中から学芸員のイ
チ推し標本を特別公開。多岐に
わたるコレクションの数々に圧
倒される。

ミュージアム
ショップ

ークな題材で年に３回開催される

S

GOOD
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恐竜発掘カレー
９００円

第83回企画展
「ミュージアムパーク・
コレクション」

企画展や︑展示の一部と位置付け

EVENT

られている広々とした野外施設も

最初に来館者を迎えてくれ
るのは、世界最大級といわれ
る松花江マンモスの骨格標
本。また、吹き抜けにはヌオ
エロサウルス、メタセコイア
がそびえ立ち、そのスケール
の大きさに、これから訪れる
展示室への期待も高まる！

あり︑すべて見るには一日では足

ティラノサウルスの親子とトリケラトプスが動き、咆哮する様
子は迫力満点。近年の研究では、ティラノサウルスには羽毛がは
えていたと考えられており、模型にもそれが反映されている。

りないほどの充実した施設だ︒

宇宙から地球、動物、人間の体まで
自然をテーマに幅広く展示・紹介

子どもの日

森林公園フェスティバル

森のコンサート

5月5日㈷12:30〜13:30
水戸市・水戸市森林公園森の交流セ
ンター野外デッキ
ミュージック・ファクトリー
TEL.029-231-9011

サックス・トランペット
教室生徒による「Big Big
バンド」コンサート。ジャ
ズのスタンダードから懐か
しの歌謡曲、そして、ドラ
えもんやジブリコレクショ
ンまで、大人も子供も楽し
める幅広いナンバーが演奏
される。

4月29日㈷〜5月5日㈷11:00〜14:00「動
物ふれあいコーナー」
4月29日㈷〜5月4日㈷「森の文化教室作
品展」
5月4日㈷、5日㈷9:00〜16:00「木育・木
づかい運動啓発イベント」
水戸市・水戸市森林公園
水戸市森林公園 TEL.029-252-7500

水戸市植物公園フェスティバル
春の花が咲き乱れる園
内で、ハーブ教室やスイ
ーツデコ体験、コンサー
トなどを開催する。期間
中は焼き菓子や季節の野
菜、パンのテント出店も
ある。

第47回ちびっ子広場
水戸ホーリーホックのサッカー教室
（事前予約制）、アーティスト・井上
純さんと描くアートバス、DJ沖野修
也さんとキッズDJによるキッズディ
スコなど、イベントがいっぱいだ。

5月3日㈷10:30〜12:00「アカザの杖作り体験」（500円、要予
約）、12:00〜13:30「JOYの植物公園コンサート〜新緑に響け！
うたごえ！」
5月4日㈷11:30〜、14:30〜「植物公園ツアー」（要予約）、11:30
〜12:00「カントリー＆ブルーグラスコンサート」
5月4日㈷、5日㈷10:00〜15:00「スイーツデコ体験」
（300円〜）
5月5日㈷10:30〜11:00、13:00〜13:30「みんなで飛ばそうシャ
ボン玉！」
5月3日㈷〜5日㈷ 水戸市・水戸市植物公園
水戸市植物公園 TEL.029-243-9311

風が気持ち良い季節をさらに楽しくして
くれるイベントやお花見スポットを紹介。

子ども読書フェスティバル

5月5日㈷10:00〜15:30
水戸市・茨城県立図書館および正面玄関
口ロータリー付近
茨城県立図書館 TEL.029-221-5569

水戸ノ夜市

開中

ホーム・ムービング!
ー水戸の風景と生活をめぐるアーカイブー

「蔵出し映像｜8ミリフィルムに残された風景」

あおぞらクラフトいちSpring 2022
クラフト商品の展示販
売やワークショップなど
が行われる。
5月3日㈷、4日㈷
10:00〜17:00
水戸市・千波湖畔ふれあい広場
あおぞらクラフトいち実行委員会
TEL.029-255-6026

水戸の
イベント

読書に親しみ、読書の喜びを
知ってもらうイベント。図書館
では映画上映、おはなし会、ク
イズラリーなど、館外ではフリ
ーマーケットや飲食コーナー、
販売コーナーを行う。

各地で公

水戸市内

5月15日㈰9:30〜15:30
水戸市・千波公園ふれあい広場
水戸青年会議所事務局
TEL.029-221-6384

GWイベント＆
お花見スポット

豊かな自然や動物と触れ合える
イベントが行われる。

水戸芸術館では、市民から提供さ
れた８ミリフィルムのデジタル化と
公開作業を行なっており、現在、市
内各所でダイジェスト版を公開中。
昭和30〜50年代に撮影した８ミリフ
ィルムを募集している。
5月8日㈰まで9:30〜18:00
水戸市・水戸芸術館、茨城トヨタ株式会
社水戸泉町店 ※随時、公開場所が加わ
る予定
水戸芸術館現代美術センター
TEL.029-227-8120

リアル宝探し

水戸拓やキャンドル作りなど8
種類の体験や、かつて徳川御三家
がおかれた尾張・紀州・水戸の地
酒ブース（地ビール、日本酒、梅
酒ほか）などが登場する。
5月3日㈷〜5日㈷15:00〜20:00
水戸市・水戸城大手門広場周辺
水戸観光コンベンション協会
TEL.029-224-0441
https://mitokoumon.com/event/experience/mito̲yoichi/

イバラキャッスルアドベンチャー

宝の地図を手に入れ、
宝探しに出かけよう！ 大
人も夢中になれる体験プ
ログラムの第２弾は、笠
間市、水戸市、大洗町で
開催される。
5月29日㈰まで
水戸市、笠間市、大洗町内
水戸観光コンベンション協会 TEL.029-224-0441
https://huntersvillage.jp/quest/ibaracastle̲adventure

イランの遊牧民、カシュガイ族の
女性による手織りの絨毯。ウール
100%の草木染め。品質は安心のゾ
ランヴァリ社製。紋様にそれぞれ意
味があり、また全て一点ものなの
で、気に入ったものに出会えたら
ラッキー！ホームシックでは、半年
に１回250枚展を行なっているの
で、きっとお気に入りが見つかるは
ず。アートギャッベ ミニ 20,000〜
30,000円。（ホームシック）
ギフトに人気上昇中。ふわふわの肌ざわ
りとデザインもかわいい。洗えるラグマッ
ト各1,430円。（ログフォート）

華やかさと優しさ、そし
て上品さが漂う、あじさい
柄のシルク扇。骨にはさり
げなく透かし細工が施され
ている。夏扇2,200円。
（よしみや）

メガネのクロサワ水戸本店

季節のあじさい柄の手拭。部屋
のインテリアとして飾っても素敵
だ。手拭1,650円。（よしみや）

和の店 よしみや

顔を3D計測し、一人ひとりにあわせて
設計するフルオーダーメイド眼鏡「アイ
メトリクス」も取り扱う。

※4/27㈬〜5/29㈰まで10％オフセール中（一部除く）

スクランブル交差点
常銀本店

よしみや

那珂市役所瓜連支所
カスミ

大子⬆

➡水戸駅

50

ローソン

⬅大工町

➡水戸駅

ローソン

クロサワ

那珂市瓜連796 TEL.029-296-3800
11:00〜16:00 月・火・土曜定休

水戸市南町2-4-45 TEL.029-221-2630
10:00〜18:00、土祝〜17:00 日曜定休

スクランブル交差点
常銀本店

キッチン、インテリア雑貨から、やさ
しい肌触りのベビー用品など日常に使い
たい雑貨と木製品が揃う。

手拭やふろしき、夏扇、季節商品など、
普段使いはもちろん、贈り物にぴったり
な商品が揃っている。

水戸市南町2-4-37 TEL.029-224-9630
10:00〜19:00 年中無休

50

ログフォート

118

クロネコ
ヤマト

ログフォート

普段は言えない感謝の気持ちを︑
心を込めた贈り物で表してみませんか︒
花はもちろん︑雑貨や食事︑
癒しのひとときなど︑
きっと思いが伝わるはず︒

キャラクターが描かれた可愛らしいメ
ガネケースは種類も豊富。さまざまなタ
イプにフィットする大きめサイズで、お
手頃価格なのもうれしい。各1,100円。
（メガネのクロサワ）

初夏のガーデニングとおでかけに
フェイスガード付き帽子２０９０円︑
猫イラスト帆布バッグ １５９５円︒
ショルダーにもなる２WAYバッグ３
１９０円 ︒
︵ログフォート︶

メガネの曇り止めは、愛用
者には必需品。（写真上）メ
ガネ拭きに曇り止めを染み込
ませた、トランスペアレンツ
防曇クロス1,100円。（写真
下・左から）強力くもり止め
スプレー880円。強力くもり
止めジェル440円。（メガネ
のクロサワ）

とっておきの
贈り物

小さめだけどしっかり収納
できる刺繍バッグと履きやす
い足袋ソックス︒ ＵＶケアの
３重ガーゼストールも人気︒
バッグ ４０７０円︑靴下 ４１
８円 ︑ ス ト ー ル ９ ９ ０円 ︒
︵メ
イプルファーム︶

父の日
母の日

