
　「とうかいまるごと博物館」とは、歴史と未来の交流館を拠点に、
東海村をまるごと屋根のない博物館と捉える考え方です。
　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。
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次ページから、始まるメニューの見方を説明します。

このメニューＢＯＯＫでは，東海村内のあらゆる場所で開催される様々なイベントを掲載しています。

自分の好きなジャンルのページだけをみるも良し、様々なジャンルに参加してみるも良し、

講座や体験を通して、東海村をまるごと学び、体感し、楽しんじゃいましょう。

メニュー表の「申込」の箇所に記載してある期間に以下の申し込み先まで、お申込みください。

お申込みの際は、名前・住所・電話番号、学生であれば学校名・学年をお願いいたします。

申し込み先が歴史と未来の交流館ではない場合があります。

その場合は、メニュー表に記載してありますので、そちらにお問い合わせ・お申込みください。

記載されている対象は目安です。参加する講座を選ぶ参考にしてください。

大　人：高校生以上のレベル

子ども：中学生以下

誰でも：全年齢対象

窓　口：東海村歴史と未来の交流館　博物館・文化財担当
電　話：０２９－２８７－０８５１
メール：  maruhaku@vill.tokai.ibaraki.jp

申込方法

申込・問合せ先

284

62

東海駅

東海村産業・情報プラザ
アイヴィル（iVil）

総合
体育館 東海文化

センター

図書館

東海消防署

東海中学校

中丸小学校

東海高校

中央公民館

東海南
中学校

村立東海病院

総合福祉センター

東海村歴史と未来の交流館

駐車場 【開館時間】　9：00～19：00（火～金）

　　　　　　9：00～17：00（土・日・祝）

【休館日】　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）

　　　　　　祝日の翌平日・年末年始（12/29 ～ 1/3）

【アクセス】　東海駅より徒歩10分
　　　　　　東海スマートICより車で約10分
【入館料】　無料

まる博メニュー BOOK の見方



解明するシリーズ１：
石神小野崎氏と石神城

【日時】11月13日（日） 13：30～15：00

【場所】歴史と未来の交流館
【講師】高橋裕文氏

■対象：大人　　■定員：30名（先着）　　
■申込：10月18日～11月10日までにメール・電話

（主催：生涯学習課）

No.5

解明するシリーズ３：
白方氏と白方城を解明する

【日時】11月27日（日） 13：30～15：00

【場所】歴史と未来の交流館
【講師】高橋裕文氏

■対象：大人　　■定員：30名（先着）　　
■申込：10月18日～11月10日までにメール・電話

（主催：生涯学習課）

No.11

茨城県北の大地の成立ちから
東海村の自然を見直してみよう

【日時】1月29日（日） 13：30～15：00

【場所】歴史と未来の交流館研修室1・2
【講師】安藤寿男 茨城大学名誉教授
■対象：大人　　■定員：50名（先着）　　
■申込：2023年1月4日～1月26日までにメール・電話

（主催：NPO法人いばらき TU・NA・GUジオ）

No.32

解明するシリーズ２：
真崎氏と天神山城

【日時】11月20日（日） 13：30～15：00

【場所】歴史と未来の交流館
【講師】高橋裕文氏

■対象：大人　　■定員：30名（先着）　　
■申込：10月18日～11月10日までにメール・電話

（主催：生涯学習課）

No.7

海の古墳の被葬者にせまる

【日時】1月7日（土） 10：00～11：30

【場所】歴史と未来の交流館
【講師】稲田健一氏

■対象：大人　　■定員：30名（先着）　　
■申込：12月15日～12月27日までにメール・電話

（主催：生涯学習課）

No.23

歴史・自然について学ぶ  まる博講座・講演会
歴史・自然・文化に関する様々な講演会を開催します。
色々なテーマで開催されるので、全部に参加すると世界が広がること間違いなし！
講演会の内容の希望も随時受付中です！

久自国造について

【日時】2月19日（日） 13：30～15：00

【場所】歴史と未来の交流館
【講師】茂木雅博氏

■対象：大人　　■定員：30名（先着）　　
■申込：1月17日～1月31日までにメール・電話

（主催：生涯学習課）

No.40



■対象：誰でも　　■定員：15名（先着）

（主催：生涯学習課）

フィールドワーク

博物館長と歩く植物観察会

東海村の様 な々ところで開催されるフィールドワーク★
東海村の自然・歴史・文化を体感しましょう。

探鳥会

【集合場所】阿漕ヶ浦運動公園駐車場予定
【講師】日本野鳥の会茨城支部、
　　　 池野進先生、益子美由希先生

【講師】安嶋 隆氏

■対象：誰でも　　■定員：5家族　
■参加費：500円/1家族　　

阿漕ヶ浦運動公園駐車場周辺で
鳥を観察します。

（主催：東海村環境調べ隊）

2時間ほど歩きながら博物館長が植物の特徴や名前の由来を解説します。
各季節によって様々なテーマで開催されますので、ぜひご参加ください。
楽しく歩きながら身近な植物を観察することができます。

【日時】12月11日（日） 8：50～12：00頃
【申込】11月15日～11月25日までに
　　　 メール・電話

No.15

【日時】1月15日（日） 8：50～12：00頃
【申込】12月15日～12月27日までに
　　　 メール・電話

No.27

【日時】2月5日（日） 8：50～12：00頃
【申込】1月15日～1月27日までに
　　　 メール・電話

No.35

古墳巡り―須和間古墳群―
【日時】1月15日（日） 10：00～11：30
【場所】須和間古墳群
【講師】中泉雄太氏

■対象：誰でも　　■定員：20名　
■申込：12月15日～12月27日までにメール・電話

学芸員と一緒に村内の古墳をめぐります。

（主催：生涯学習課）

No.26

古墳巡り―舟塚古墳群―
【日時】1月22日（日） 10：00～11：30
【場所】舟塚古墳群
【講師】中泉雄太氏

■対象：誰でも　　
■定員：20名　
■申込：12月15日～12月27日までにメール・電話

学芸員と一緒に村内の
古墳をめぐります。

（主催：生涯学習課）

No.29

博物館長と歩く植物観察会
「身近な植物の実とタネ」

【日時】11月19日（土） 9：00～11：00
【場所】後日通知
【申込】10月18日～11月17日までにメール・電話

No.6

博物館長と歩く植物観察会
「冬越しする植物」

【日時】2月18日（土） 9：00～11：00
【場所】後日通知
【申込】1月31日～2月15日までにメール・電話

No.39

博物館長と歩く植物観察会
「樹皮と冬芽で樹木を

見分ける」
【日時】1月21日（土） 9：00～11：00
【場所】後日通知
【申込】1月6日～1月18日までにメール・電話

No.28博物館長と歩く植物観察会
「紅葉する樹木」

【日時】12月17日（土） 9：00～11：00
【場所】後日通知
【申込】11月16日～12月15日までにメール・電話

No.16

博物館長と歩く植物観察会
「ヒノキ林内のシダの芽生え」

【日時】3月18日（土） 9：00～11：00
【場所】後日通知
【申込】3月3日～3月15日までにメール・電話

No.46

天体観測会
【日時】11月27日（日） 18：00～20：00
【場所】真崎コミセン多目的ホール
【講師】岡村典夫氏

■対象：誰でも　　
■定員：20名（コロナの状況による）　
■参加費：500円/1家族
■申込：11月1日～11月17日までにメール・電話

星のお話を聞いて双眼鏡と望遠鏡で
天体観測をします。

（主催：東海村環境調べ隊）

No.10

博物館長と２時間程度歩きながら、
植物の名前や由来のお話を聞きます。



東海村内の様々なコースを歩きながら健康づくりをしましょう！
四季折々の変化を感じて新たな発見があるかも…！

とうかい子どもキャンパスは、
科学実験や工作野外活動やスポーツなど、
多岐に渡る体験活動を1年間を通して提供していきます！
今年も科学実験やものづくりをはじめ、
いろいろな体験活動を計画しています。
少しでも興味や面白そうだなと思った講座には
参加してみてください。
新しい発見がありますよ！

とうかい子どもキャンパス

申し込み方法や、
最新情報はこちら

東海村を歩こう！ 皆ですこやかウォーキング

【日時】11月27日（日） 9：30～11：30
【場所】白方コミュニティセンター集合
【講師】安嶋 隆、健康増進課
■対象：親子　　■定員：親子15組　　
■申込：広報とうかい10月25日号に掲載 （主催：健康増進課・生涯学習課）

No.9 親子ウォーク☆まる博☆
どんな木の実があるのかな？
歩きながら見つけよう！

【日時】11月4日（金） 9：30～11：30

【場所】真崎コミュニティセンター
【講師】健康増進課

■対象：誰でも　　■定員：制限なし　　
■申込：広報とうかい10月25日号に掲載

（主催：健康増進課）

No.4 みんなですこやかウォーキング
「真崎  いちょうとはなみずきの並木通りコース」

【日時】12月2日（金） 9：30～11：30

【場所】総合福祉センター絆
【講師】健康増進課

■対象：誰でも　　■定員：制限なし　　
■申込：広報とうかい11月25日号に掲載

（主催：健康増進課）

No.12 みんなですこやかウォーキング
「押延・天神山　水と緑の里山コース」

【日時】2月3日（金） 9：30～11：30

【場所】舟石川コミュニティセンター
【講師】健康増進課

■対象：誰でも　　■定員：制限なし　　
■申込：広報とうかい1月25日号に掲載

（主催：健康増進課）

No.34 みんなですこやかウォーキング
「舟石川　まほろばの里と近隣公園コース」

【日時】3月3日（金） 9：30～11：30

【場所】総合福祉センター絆
【講師】健康増進課
■対象：誰でも　　■定員：制限なし　　
■申込：広報とうかい2月25日号に掲載 （主催：健康増進課）

No.44 みんなですこやかウォーキング
「総合福祉センター絆

 周回ヘルスロードＤコース」

【日時】1月6日（金） 9：30～11：30

【場所】村松コミュニティセンター
【講師】健康増進課

■対象：誰でも　　■定員：制限なし　　
■申込：広報とうかい12月25日号に掲載

（主催：健康増進課）

No.22 みんなですこやかウォーキング
「阿漕ヶ浦・虚空蔵堂コース」

電話 029-282-2797【申込・問合せ先】
東海村健康増進課



実りの秋！木の実を使って遊びましょう！
みんなでアート・ピタゴラどんぐり・カラフルどんぐり
特別展示：文化祭50周年記念－東海村の文化を創り上げた人 －々

地図の絨毯の上に古墳が登場！
企画展示室で展示している埴輪、
どの埴輪が一番かを決める埴輪総選挙を開催！

開館記念特別展示で行った「時空マップ」が大好評につき再登場！
地図の上に乗ると、センサーが反応し、その場所の動画や昔の写真、未来ポストに投函された
子どもたちの未来の絵が高速で流れます。

村内出土の人物埴輪が大集合！
どんな姿をした埴輪があるのか、それにはどんな意味があるのかを展示します。
ここに来れば埴輪博士になれるかも！

展示室１

展示室１

企画展示室

企画展示室

交流スペース

10月～11月

1月～2月

東海村の文化的景観【秋】

帰ってきた！東海村時空マップ

東海村の埴輪図鑑

交流館 de 文化祭　

東海村の古墳・埴輪総選挙

ちょっと昔の暮らし ―昔の民具を使ってみよう―
貝合わせで遊ぼう
東海村郷里かるた

いばらき県北の魅力再発見！
茨城県北の大地と地域発展の足跡展

【日時】1月24日（火）～2月4日（土） 9：00～17：00
【場所】歴史と未来の交流館
■対象：誰でも　　■申込不要 （主催：NPO法人 いばらき TU・NA・GUジオ）

No.30

バックヤードツアー
【日時】1月7日（土）・8日（日） 10：00～11：00
【場所】歴史と未来の交流館　　【講師】当館学芸員

■対象：誰でも　　■申込不要 （主催：博物館・文化財担当）

No.24

普段は見ることができない博物館の裏側へご案内します。

展示解説  東海村の埴輪図鑑
【日時】2月11日（土・祝） 10：00～11：00
【場所】歴史と未来の交流館　　【講師】当館学芸員

■対象：誰でも　　■申込不要 （主催：博物館・文化財担当）

No.38

東海村の人物埴輪について当館学芸員がお話します。
大地から創生された産業、
文化の歴史を展示します。

東海村歴史と未来の交流館　展示＆イベント

秋
10月～11月

12月～2月

冬

東海村郷里かるた DAY
【日時】1月14日（土） 10：00～14：00
【場所】歴史と未来の交流館　　

■対象：誰でも　　
■申込：1月6日～1月13日までにメール・電話 （主催：東海村子ども会育成連合会）

No.25

東海村郷里かるた原画展や展示解説、体験会などもりだくさん！！



企画展「宇宙をさわる」
【日時】12月6日（火）～1月15日（日） 
　　　 9：00～16：00
地球や、月、惑星などの太陽系天体の模型や、宇宙
を観測する望遠鏡の立体模型など、視覚の有無を乗
り越え万人にとって、触ることで理解しやすく、かつ、
宇宙を身近に感じられる模型等の展示です。

No.13

■対象：誰でも　　■申込不要

原子力科学館へ行こう！

げんでん東海原子力館別館へ行こう！

げんでんウィンターフェア げんでん春のぽかぽかテラちゃんフェア
【日時】12月17日（土）・18日（日） 9：00～16：00 【日時】2月25日（土）・26日（日） 9：00～16：00

館内クイズ、館内工作、発電体験、VR上映 等
親子で楽しめる催しを行います。 （主催：日本原子力発電（株））

原子力科学館は、東海村にある原子力について学べる科学館です。
様々なイベントが開催されるので要チェック★楽しみながら原子力について学びましょう。

げんでん東海原子力館別館は、パネルをご覧いただきながら簡単に答えられるクイズを通じて、エネルギーや 
原子力について学べます。また、発電所の安全対策を体感できるバーチャルリアリティー、地域の皆さまの展示
の場としてご使用いただく「ふれあいギャラリー」（春夏秋冬のつるし飾り等）を自由にご見学できる施設です。

No.17 No.42

最新の研究成果を知ろう！ハローサイエンス
J-PARC主催で、毎月1回、気軽にサイエンスに触れる場として、世界で活躍する研究者とサイエンスについて語りあいましょう！
一流の研究者と話せるチャンス！参加費無料で、どなたでも参加できます。ぜひお気軽にご参加ください。
詳細は、広報とうかい、またはhttps://j-parc.jp/c/events/hello-science/にてご確認ください。

ハローサイエンス
【日時】1月27日（金） 18：00～19：00No.31

No.41 【日時】2月24日（金） 18：00～19：00

No.47 【日時】3月24日（金） 18：00～19：00

【場所】いばらき量子ビーム研究センター（AQBRC）1F、
　　　 オンライン併用

■対象：誰でも　　■定員：制限なし
■申込：広報とうかい、またはhttps://j-parc.jp/c/events/hello-science/ （主催：J-PARC センター）

J-PARCセンター

続・宇宙にあるのか “ハイパー原子核”
【日時】11月25日（金） 18：00～19：00
【講師】東北大学大学院理学研究科 田村裕和

No.8

J-PARCでは、陽子、中性子、ハイペロンから成る「ハイパー
原子核」を作っています。この人工原子核が、宇宙のかなた
にある「中性子星」の内に自然に存在しているらしいのです。
J-PARCの地上実験が真実を解き明かそうとしています。

世界で活躍する研究者から最先端の
研究のお話を聞きましょう。

素粒子の作る匠の技
【日時】12月23日（金） 18：00～19：00
【講師】J-PARCセンター物質・生命科学ディビジョン 的場史朗

No.20

世界で活躍する研究者から最先端の研究のお話を聞きましょう。

■対象：誰でも　　■定員：制限なし　　■申込不要

（主催：（公社）茨城原子力協議会）

毎日クイズラリ―
【日時】通年  9：00～16：00 休館日：月曜日

（祝日の場合は翌平日） 【日時】通年  9：00～16：00 休館日：月曜日
（祝日の場合は翌平日）

■対象：小学生　　■申込不要

展示を見ながらクイズにチャレンジ！
キミは何問正解できるかな !?

No.1

クリスマスイベント
【日時】12月10日（土）・11日（日） 

■対象：誰でも　　■申込：詳細はHP参照

工作教室や実験教室を開催します。
ジオ・ラボ号も来るよ！

No.14

バレンタインイベント
【日時】2月11日（土・祝）・12日（日） 9：00～16：00

■対象：誰でも　　
■申込：詳細はHP参照

工作教室や実験教室を開催します。

No.37

科学館カタカナラリ―

■対象：小学低学年・未就学児　　■申込不要

展示を見ながらカタカナをさがそう！
キミは全部見つけられるかな !?

No.2

冬の星座と惑星のおはなし＆観望会
【日時】12月18日（日） 
　　　おはなし①13：30～14：30②15：00～16：00
　　　観望会 17：00～18：30
【講師】茨城県立土浦第三高等学校 岡村典夫 先生

■対象：小学生とその保護者　　■定員：親子18組
■申込：詳細はHP参照

ただいま大接近中の火星・木星・土星・
天王星・海王星を見てみよう！

No.19

講演会
「はやぶさ２と小惑星リュウグウ

のおはなし（仮）」
【日時】3月5日（日） 
　　　 ①10：30～11：30 ②13：30～14：30
【講師】国立大学法人茨城大学理学部教授
　　　 百瀬宗武 先生

■対象：小学生とその保護者　　■定員：親子18組
■申込：詳細はHP参照

（内容はまだ未定です。詳しくはHP 参照）

No.45

企画展「はさぶさ２の
ミッションにチャレンジ！」

【日時】2月10日（金）～3月26日（日）

　　　 9：00～16：00

■対象：誰でも　　■申込不要

はやぶさ２のミッションを遊びながら楽しめる
体験型の展示です。

No.36

リニューアルオープニングイベント
【日時】3月（未定） 

【場所】原子力科学館

■対象：誰でも　　■申込：詳細はHP参照

工作教室や実験教室を開催します。

No.43

親子星空観望会
＆ナイトミュージアム

【日時】1月6日（金）・2月17日（金） 
　　　 18：30～19：30

■対象：小学生とその保護者　　■定員：各日10家族
■申込：詳細はHP参照

天体望遠鏡で星座や惑星を見てみよう！

No.21

【場所】げんでん東海原子力館別館

原子力科学館

げんでん
東海原子力館別館



まる博メニュー 一覧（日付順）
日 曜日 ジャンル 対象 タイトル

1 通年 休館日：月曜日
（祝日の場合は翌平日） 科学・体験 小学生 毎日クイズラリ―

2 通年 休館日：月曜日
（祝日の場合は翌平日） 科学・体験 小学低学年

未就学児 科学館カタカナラリ―

3 10月8日～11月27日 展示 誰でも 交流館 de文化祭

4 11月4日 金 健康 誰でも みんなですこやかウォーキング
「真崎　いちょうとはなみずきの並木通りコース」

5 11月13日 日 まる博講座 大人 解明するシリーズ１・石神小野崎氏と石神城

6 11月19日 土 館長講座 誰でも 博物館長と歩く植物観察会「身近な植物の実とタネ」

7 11月20日 日 まる博講座 大人 解明するシリーズ２：真崎氏と天神山城

8 11月25日 金 科学 誰でも 続・宇宙にあるのか "ハイパー原子核 "

9 11月27日 日 健康 親子 親子ウォーク☆まる博☆どんな木の実があるのかな？歩きながら見つけよう！

10 11月27日 日 自然 誰でも 天体観測会

11 11月27日 日 まる博講座 大人 解明するシリーズ３：白方氏と白方城を解明する

12 12月2日 金 健康 誰でも みんなですこやかウォーキング
「押延・天神山　水と緑の里山コース」

13 12月6日～1月15日 展示 誰でも 企画展「宇宙をさわる」

14 12月10日・11日 土・日 科学・体験 誰でも クリスマスイベント

15 12月11日 日 自然 誰でも 探鳥会

16 12月17日 土 館長講座 誰でも 博物館長と歩く植物観察会「紅葉する樹木」

17 12月17日・18日 土・日 体験 誰でも げんでんウィンターフェア

18 12月17日～2月26日 展示 誰でも 東海村の埴輪図鑑

19 12月18日 日 科学 小学生と
その保護者 冬の星座と惑星のおはなし＆観望会

20 12月23日 金 科学 誰でも 素粒子の作る匠の技

21 1月6日・2月17日 金 科学・体験 小学生と
その保護者 親子星空観望会＆ナイトミュージアム

22 1月6日 金 健康 誰でも みんなですこやかウォーキング
「阿漕ヶ浦・虚空蔵堂コース」

23 1月7日 土 まる博講座 大人 海の古墳の被葬者にせまる

24 1月7日・1月8日 土・日 バックヤードツアー 誰でも バックヤードツアー

25 1月14日 土 大会 誰でも 東海村郷里かるたDAY

26 1月15日 日 フィールド 誰でも 古墳巡り―須和間古墳群－

27 1月15日 日 自然 誰でも 探鳥会

28 1月21日 土 館長講座 誰でも 博物館長と歩く植物観察会「樹皮と冬芽で樹木を見分ける」

29 1月22日 日 フィールド 誰でも 古墳巡り―舟塚古墳群－

30 1月24日～2月4日 自然、歴史 誰でも いばらき県北の魅力再発見！茨城県北の大地と地域発展の足跡展

31 1月27日 金 科学 誰でも ハローサイエンス

32 1月29日 日 講演会 大人 茨城県北の大地の成立ちから東海村の自然を見直してみよう

33 1月～2月 展示 誰でも ちょっと昔の暮らし・貝合わせで遊ぼう・東海郷里かるた

34 2月3日 金 健康 誰でも みんなですこやかウォーキング
「舟石川　まほろばの里と近隣公園コース」

35 2月5日 日 自然 誰でも 探鳥会

36 2月10日～3月26日 科学・体験 誰でも 企画展「はさぶさ２のミッションにチャレンジ！」

37 2月11日・12日 土（祝)・日 科学・体験 誰でも バレンタインイベント

38 2月11日 土（祝) 展示解説 誰でも 展示解説　東海村の埴輪図鑑

39 2月18日 土 館長講座 誰でも 博物館長と歩く植物観察会「冬越しする植物」

40 2月19日 日 講演会 大人 久自国造について

41 2月24日 金 科学 誰でも ハローサイエンス

42 2月25日・26日 土・日 体験 誰でも げんでん春のぽかぽかテラちゃんフェア

43 3月(未定) 科学・体験 誰でも リニューアルオープニングイベント

44 3月3日 金 健康 誰でも みんなですこやかウォーキング
「総合福祉センター絆　周回ヘルスロードDコース」

45 3月5日 日 科学・体験 小学生と
その保護者 講演会「はやぶさ２と小惑星リュウグウのおはなし（仮）」

46 3月18日 土 館長講座 誰でも 博物館長と歩く植物観察会「ヒノキ林内のシダの芽生え」

47 3月24日 金 科学 誰でも ハローサイエンス


