
とうかいまるごと博物館 ポイント
ポイントをためて、プレゼントをゲットしよう！
まるごと博物館に １回参加するごとに
１ポイントゲットできるよ！

　「とうかいまるごと博物館」とは、東海村をまるごと屋根のない博物館
と捉える考え方で、歴史と未来の交流館を見すえて、昨年度からスター
トした事業です。
　東海村全域をフィールドに、歴史・自然に親しみ、郷土愛を育むこと
のできる講座や見学会・イベントなどを実施します！
　詳細は次のページをご覧ください。

略して
“まるはく”！2018　前期メニュー

植物やキノコの
観察！

久慈川で
サケ漁見学！

村内でバード
ウォッチング

村の里山で
虫の観察！

細浦で
ホタル観察！

真崎古墳群で
古代体験！

石神城を
歩こう！

（仮称）
歴史と未来の
交流館
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村の鳥は？

村の木は？

こんな所が
あったのね！

甘くて
おいしいよ！

マスターまで
あと１歩！

村の花って
何？

干しイモって
知ってる？

村に
山はある？

史跡は
いくつある？

プレゼント
ゲット！

㊙体験
プレゼント

プレゼント
ゲット！
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㊙体験
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㊙体験
プレゼント

「まる博」マスター！
㊙プレゼント

東海村教育委員会　生涯学習課



石神城
さくらまつり

サギのコロニー
観察会 春の野草観察会 ゲンジボタル

観察会

磯の生き物観察会真崎古墳群で古代体験
～地域の宝再発見～

村花スカシユリ
増殖事業調査報告会

歴史さんぽ
 in 船場

ヘイケボタル
観察会

真崎古墳群で古代体験
～地域の宝再発見～

虫博士がやってくる！
クラミツ博士の研究日記

キノコを研究
しよう！

絆北側緑地の生き物に
会いに行こう！

オオムラサキ
観察会 秋のキノコ観察会

村のお宝
バックヤードツアー

真崎古墳群で古代体験
～地域の宝再発見～

やってみっぺ！
糸紡ぎとアンギン編み

大昔の海や沼を探検してみよう！
～地層観察会～

『東海村の自然誌Ⅱ』
リレー講座

火星大接近を見よう！

どんな植物が見つかるかな？
～石神城址公園の植物を調べてみよう～

クマムシ？
コケの小さな生き物

天体観測会（秋）

東海村の民話
紙芝居バスツアー

夜の虫の観察会

ナゾのワラ人形
「大助人形」を作ろう

【日時】4月7日（土）

【場所】石神城址公園
【日時】5月13日（日）

【場所】久慈川河川敷
【日時】5月29日（火）

【場所】東海南中学校周辺
【日時】6月12日（火）・13日（火）

19：00～20：00
【場所】細浦

【日時】6月30日（土）
※予備日7月14日（土）

【場所】平磯海岸

【日時】6月30日（土）
9：00～12：30

【場所】真崎古墳群・真崎コミセン

【日時】6月24日（日）
10：00～12：00

【場所】村立図書館交流ラウンジ

【日時】6月24日（日）
13：00～14：30

【場所】船場稲荷神社周辺

【日時】7月20日（金）
19：00～20：00

【場所】細浦

【日時】9月8日（土）
9：00～12：30

【場所】真崎古墳群

【日時】8月21日（火）
13：30～15：30

【場所】村立図書館交流ラウンジ

【日時】8月4日（土）
10：00～12：00、13：30～15：30

【場所】中丸コミセン周辺

【日時】7月26日（木）
9：00～11：00

【場所】総合福祉センター北側緑地

【日時】7月21日（土）
9：00～12：00

【場所】中丸コミセン周辺

【日時】9月30日（日）
10：00～12：00、13：00～15：00

【場所】石神城址公園

【日時】8月22日（水）
①10：00～11：30
②14：00～15：30

【場所】旧中央公民館

【日時】8月4日（土）
9：00～12：00

【場所】真崎古墳群

【日時】7月30日（月）
10：00～12：00

【場所】未定

【日時】7月26日（木）
8：30～12：00

【場所】絆芝生広場集合

【日時】9月～10月

【場所】中央公民館ほか

【日時】8月26日（日）
※予備日8月27日（月） 
18：00～20：00

【場所】白方コミセン

【日時】8月7日（火）
9：00～11：00

【場所】石神城址公園

【日時】7月27日（金）
13：30～15：00

【場所】図書館会議室

【日時】9月～11月

【場所】

【日時】8月27日（月）
9：00～12：00

【場所】石神城址公園ほか

【日時】8月18日（土）
18：00～20：00

【場所】中丸コミセン周辺

【日時】8月2日（木）
9：30～12：00

【場所】白方コミセン

■対象／どなたでも
■申込／不要

■対象／村内在住の小学生
■参加費／ 200 円

■対象／どなたでも
■参加費／無料
■人数／先着 10名
■申込／窓口・電話・メール

■対象／どなたでも
※ただし、小学生は保護者同伴
■人数／各先着 50名
■申込／ 6月11日（月）までに
窓口、TEL、メールのいずれか

■対象／村内在住の親子
■参加費／1家族500円（写真と資料代）
■人数／先着親子 5組
■申込／6月14日（木）～6月25日（月）
に窓口、TEL、メールのいずれか

■対象／どなたでも
※小学 3年生以下は保護者同伴
■人数／先着 100 名
■申込／6月11日（月）～6月22日（金）
に窓口、TEL、メールのいずれか■対象／どなたでも

■申込／申込不要

■対象／どなたでも
※小学３年生以下は保護者同伴
■人数／先着 30名
■申込／6月11日（月）～6月22日（金）
に窓口、TEL、メールのいずれか

■対象／どなたでも
※小学生は保護者同伴
■人数／先着 30名
■申込／ 7月13日（金）～7月18
日（水）までに窓口、TEL、メール
のいずれか

■対象／どなたでも
※小学 3年生以下は保護者同伴
■人数／先着 100 名
■申込／ 8月31日（金）までに
窓口・TEL・メールのいずれか

■対象／村内在住の小学生の方
■人数／当日先着 75名
■申込／当日整理券配布

■対象／①村内在住の親子②中学生以上（小学
生以下は午前中保護者同伴。午後は子どものみでも可）
■人数／先着で①②合計 20人、午前中の
み・午後のみ・1日参加の 3種類で受付
■参加費／一律1家族500円（材料費等）。
■申込／ 6月29日（金）～7月10日（火）
に窓口・TEL・メールのいずれか
①はエンジョイサマースクールで申込

■対象／村内在住の小学 4～ 6年生
■人数／先着 30名
■申込／エンジョイサマースクール
にて申込

■対象／小学生以上
※小学生は保護者同伴。
■人数／先着 30名
■参加費／ 1家族200円（ニュース・写真代）
■申込／6月29日（金）～7月10日（火）
に窓口、TEL、メールのいずれか

■対象／どなたでも
■人数／ 20名
■申込／後日お知らせ

■対象／村内在住の小学生の親子
■人数／①②ともに先着親子20組
■申込／エンジョイサマースクール
にて申込

■対象／どなたでも
※小学 3年生以下は保護者同伴
■人数／先着 100 名程度
■申込／7月10日（火）～7月27日（金）
までに窓口・TEL・メールのいずれか

■対象／村内在住の親子
■参加費／1台300円（材料代）
■人数／先着 10組
■申込／エンジョイサマースクール
にて申込

■対象／村内在住の小学 4～ 6年生
■人数／先着 20名
■申込／エンジョイサマースクール
にて申込

■対象／村内在住・在勤の方
■人数／ 15名
■申込／後日お知らせ

■対象／村内在住の小学生以上の方
※小学生以下は保護者同伴
■参加費／ 500 円（資料代）
■人数／先着 40名
■申込／（小学生）エンジョイサマー
スクールにて申込　（一般）7月27日（金）～
8月17日（金）窓口・TEL・メールのいずれか

■対象／村内在住の小学生
■人数／先着 20名
■申込／エンジョイサマースクール
にて申込

■対象／①村内在住の小学生（3 年生以
上、保護者参加可能）②村内在住の一般
■参加費／ 1人500円（器材費・資料代等）
■人数／①は 10人、②は 5人募集。
先着合計 15人
■申込／①エンジョイサマースクール
②6月29日（金）～7月13日（金）に窓口、TEL、メール

■対象／どなたでも
■申込／後日お知らせ

■対象／村内在住の小学生の親子
■人数／先着親子 10組
■申込／エンジョイサマースクール
にて申込

■対象／①村内在住の親子②中学生以上の方
■参加費／1家族200円（写真とニュース代）
■人数／先着① 5組② 5名
■申込／7月13日（金）～7月20日（金）
に窓口・TEL・メールのいずれか
①のうち小学生はエンジョイサマースクールで申込

■対象／村内在住の小学生
■人数／抽選 20名
■申込／エンジョイサマースクール
にて申込

　隠れた桜のス
ポットである石
神城で、お花見
をしながらお城
について学びま
しょう！

　鳥の専門の先
生のお話を聞き
ながら、サギ類
のコロニー（集
団繁殖地）を観
察します。

　春うららかな
東海村を歩きな
がら、キンラン
やサイハイラン
など、春の野草
を観察します。

　細浦でゲンジボ
タルの観察を行い
ます。

　平磯海岸で磯の生き物を観察し
ます。海岸でどんな生き物を発見
できるでしょう？親子で楽しみな
がら自然観察をしませんか。

　火おこしや古墳
の探検をし、古代
米を美味しくいた
だきます。

　スカシユリ
調査結果の中
間報告を行い
ます。

　船場環境活性化サーク
ルが管理を行っている菖
蒲園を見ながら、稲荷神
社や石仏石塔など船場の
歴史を歩いて巡ります。

　細浦でヘイケボ
タルの観察を行い
ます。

　火おこしや古墳の探
検をし、古代米を美味
しくいただきます。

　先生から不思議な
昆虫の世界を楽しく
教えてもらいます。

　午前中はキノコ採りを行い、午後はキノ
コの同定とキノコトークショーを行います。

 絆の北側で
生き物の観察
を行います。

　里山のオオムラサキ
を観察し、保護活動を
行っている先生たちか
らお話を聞きます。

　キノコを採
集し、名前や
生活史を専門
家の先生から
学びます。

　新しく建設され
る交流館でどんな
お宝を展示するの
か親子で探検して
みましょう。

　火おこしや古墳
の探検をし、古代
米を美味しくいた
だきます。

　東海村でかつて行
われていた、糸紡ぎ
とアンギン編みを体
験しませんか。

　中丸～中丸崎
に見られる不思
議な地層の観察
会を行います。

　『東海村の自然誌Ⅱ』で執筆
をしていただいた先生をお招き
します。

　先生のお話を聞きながら、外で地球に
大接近の火星を望遠鏡と双眼鏡で見ます。

　東海村の自然誌
マップを使って、
石神城址公園やそ
の周辺を歩きなが
ら、植物を観察し
ます。

　うちにもいる！？コケの中
に住む小さな生き物クマムシ
を探して観察しよう！

　先生のお
話を聞きな
がら秋の夜
空を観察し
ましょう。

　民話『東海村の遺跡』に出て
くる場所をバスで巡ります。

　里山の林周辺の夏
の夜の虫を観察し、
東海村の虫について
お話を聞きます。

　村の民俗行事で
ある大助人形を作
ります。2018 前期メニュー 一覧

申し込み・問合わせ先
　窓　口：東海村役場４階　教育委員会生涯学習課　文化財・芸術文化担当
　電　話：０２９－２８２－１７１１（内線１４２３）
　メール：maruhaku@vill.tokai.ibaraki.jp

＊窓口・電話は土日祝日を除く9:00～17:00 受付
＊お申込みの際は、名前・住所・電話番号、
　学生であれば学校・学年をお願いします。

No.1

No.5

No.9 No.10 No.11 No.12 No.25 No.26 No.27

No.13 No.14 No.15 No.16

No.6 No.7 No.8

No.2 No.3 No.4 No.17 No.18 No.19 No.20

（主催：東海村の環境調べ隊） （主催：東海村の文化財と自然を守る会）

（主催：真崎の未来を考える会）

（主催：東海村の環境調べ隊） （主催：環境政策課） （主催：東海村の環境調べ隊） （主催：東海村の環境調べ隊）

（主催：東海村の環境調べ隊）

（主催：東海村の環境調べ隊、村立図書館） （主催：ごじゃっぺの会） （主催：東海村の環境調べ隊）

（主催：真崎の未来を考える会） （主催：東海村の環境調べ隊）

（主催：東海村の環境調べ隊）

（主催：東海村の環境調べ隊）

No.21 No.22 No.23 No.24

（主催：真崎の未来を考える会）

申込は
生涯学習課へ！！


