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水戸は水の都であり、歴史の都

那珂川に棹さすようなアートタワーから

ぶらり美術館を巡って、日がな一日

または陶芸の街、笠間から、一気に大洗へ

ここは水平線の向こうから太陽が昇るという

旅の終わりは次の旅への始まり、なのですね

歴史とアートの
息吹を感じて

※
平成28（2016）年2月末で調査した情報を掲載しています。 
必ず最新情報をお確かめの上、ご利用ください。
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県都、水戸を中心に
東西に広がる
山並みと水辺

　茨城県の県都、水戸市。北は那珂川、南は千波湖に護られ、小高い台地

上に築かれたかつての水戸城は、自然の地形を利用した要害の地に建ち、水

の都を意味する「みと」の必然に気付かされます。水戸を支点に茨城県央を

概観すれば、北は東西をよこぎる那珂川から、南は涸沼までのエリア。さら

に西側は、鶏
けいそく

足山系のなだらかな山並みが栃木県境となり、東は鹿島灘に望

む大洗の海岸線となっています。

　大洗に注ぐ涸沼は海水と淡水が出入りする汽水湖で、魚類や鳥類の貴重

な生息地として平成27（2015）年、湿地保全を進めるラムサール条約の登録

地となりました。県内では渡良瀬遊水池に次いで2番目。

　水戸から始める鉄道の旅は、JR常磐線、JR水郡線、JR水戸線、鹿島臨

海鉄道大洗鹿島線の4路線。なかでも、水戸線と大洗鹿島線のローカル線

の旅は、県央の風情を味わわせてくれます。水戸線は、陶芸の街・笠間を経

て、稲田から下館まで。稲田石の名で知られる良質な白い花崗岩が明治時

代に発見され、それを東京に運ぶため開通したのが水戸線という歴史は、意

外に知られていません。一方、大洗鹿島線は、農工両全を掲げて開発された

鹿島開発の物資輸送を目的に敷設された歴史を持ちます。大洗につながっ

ているという意味で、いまならアニメ「ガールズ＆パンツァー（ガルパン）」の

鉄道という方が分かりやすいでしょう。

写真は「常陽フォトコンテスト」入賞作品

上：「明日に向かって」（茨城町 涸沼川、古橋一郎）
下：「ともしび」（水戸市 偕楽園、佐川貴史）
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斉昭公が創設した
日本最大級の藩校

弘道館
水戸藩第9代藩主徳川斉昭公によ
り、天保12（1841）年に創設された日
本最大級の藩校です。弘道館は文
武両道を掲げ、武芸一般はもとより、
儒学、医学、天文学、蘭学など幅広
い分野が対象で、徳川慶喜公も5
歳～11歳までここで英才教育を受
けました。約60品種800本の梅林
は、偕楽園と合わせ梅の名所となっ
ています。

水戸市三の丸1-6-29  {B} JR「水戸駅」
北口から徒歩 8分  {C} 9:00～17:00 
（10/1～2/19は ～16:30）  {D} 12/29
～31  {E} 大人 200円、小人100円  {F} 
029 -231-4725（弘道館事務所）

山里に残る平家ゆかりの古刹

小松寺
那珂川の流れに美しい緑が映える
御前山をはじめ、豊かな自然に囲
まれた山里の町、城里町。日本三
春慶の一つに数えられる漆工芸品、
「粟

あわのしゅんけいぬり

野春慶塗」が伝わります。町内
七会地区にある鶏

けいそくさん

足山には弘法大
師伝説が残り、その麓に小松寺が
あります。小松寺は、養和元（1181）
年、平貞

さだよし

能が平重
しげもり

盛の遺骨を埋葬
し、七堂伽藍を建てたのが始まりと

梅の名所として知られる 
日本三名園のひとつ

偕楽園
天保13（1842）年に水戸藩第9代
藩主徳川斉昭公が造園した「日本
三名園」のひとつであり、梅の名所。
約13haの園内の梅は約100品種、
3,000本。2月20日から3月31日
に「水戸の梅まつり」を開催。斉昭
公が創意工夫をこらした好文亭が
公開されています。梅のシーズン以
外にも桜、つつじ、萩や紅葉など年
間を通して花が鑑賞できます。偕
楽園周辺に、水戸藩主光圀公と斉
昭公をまつった常磐神社と資料館
「義烈館」があります。

水戸市常磐町1-3-3  {B} JR「水戸駅」
北口4番・6番バスのりばから約20
分、「偕楽園前」または「偕楽園」下車  
{C} 6:00～19:00（10/1～12/29は7:00
～18:00）好文亭は9:00～17:00（10/1
～2/19は～16:30）  {D} 無休（好文亭
は12/29～31休み）  {E} 入園は無料。 
好文亭のみ＝大人200円、小人100円 
{F} 029-244-5454（偕楽園公園センター）

Ａ

B

C

上：偕楽園の好文亭
下：萩祭りでライトアップされた好文亭

上、下：四季を通して市民が憩う千波湖
左：茨城県近代美術館

市民の憩いの水辺と美の殿堂

千波湖と
茨城県
近代美術館
千波湖は、水戸市街地に隣接し、
周囲約3kmのひょうたん形の湖。
桜並木の遊歩道が湖をぐるっと囲
い、ウォーキングやジョギングが楽
しめ、市民や観光客にとって身近な
水辺です。その千波湖のほとりに建
ち、銅板葺きの屋根が湖面に映え
るのが茨城県近代美術館です。横
山大観、菱田春草、下村観山、木
村武山の「五

いづら

浦の作家」、小川芋
銭、中村彝

つね

など茨城県ゆかりの作
家のほか、ルノワール、モネ、ロダン
など海外作家の近代美術作品を所
蔵。定期的に企画展を開催してい
ます。

水戸市千波町東久保 666 -1  {B} JR「水
戸駅」北口8番バスのりばから「払沢
方面・本郷方面」行き5分、「文化セン
ター入口」下車  {C} 9 :30～17:00（入
館は～16:30）  {D} 月曜日（祝日の場合
は翌日）、 年末年始 ※その他変更あり  
{E} 一般 310円、高校・大学生 240円、
小・中学生170円 ※企画展は別途  {F} 
029-243-5111

D

E

英国庭園で人気

七ツ洞公園
周辺の豊富な水と池を利用して造
られた英国風景式庭園で、園内に
は、四季を通して様 な々花 を々楽し
めるレンガと生垣に囲まれたコテー
ジガーデン「秘密の花苑」があります。
上流から下流へと流れる5つのダム
は、水の流れに呼応して、古代から近
世的な造形が時代の移り変わりを
表現。英国庭園のフォリー（廃墟）や
パビリオンの景観が古代ローマを彷
彿させ、平成24（2012）年に映画「テ
ルマエ・ロマエ」のロケ地となりました。

水戸市国井町2457   JR「水戸駅」
北口7番バスのりばから「大宮営業所」
行き、「農業試験場入口」下車、徒歩約

30分   秘密の花苑＝8:30～17:00
（11月～2月は16:00まで）   無料   
029-232-9214（水戸市公園緑地課）

されます。その後、火災により観音
堂、山門を残し焼失。現在の本堂は、
水戸藩2代藩主徳川光圀の寄進に
より再建されたもので、春に咲くし
だれ桜がきれいな寺として有名です。

城里町上入野3912  {B} JR「水戸駅」
から車で40分  {F} 029-288-4312

平成27（2015）年4月、
水戸市にある
偕楽園と弘道館などが
「近代日本の教育遺産群」として
日本遺産に認定されました。

那珂川大橋と御前山の芽吹き
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生き物にも、
ひとにもやさしい水辺

涸沼の夕陽
平成27（2015）年5月に、国際的に重
要な湿地の保全を目指すラムサー
ル条約に登録された涸沼は、淡水
と海水が混じる汽水湖。湖面積
935ha、周囲20km。ヒヌマイトトン
ボなどの絶滅危惧種のほか、ヤマト
シジミやニホンウナギなどの海産、汽
水産の多様な生物が見られ、野鳥
の宝庫としても知られています。湖
岸の広浦からの眺めはすばらしく、
特に夕陽は時間を忘れさせてくれます。

茨城町下石崎1651（広浦公園キャンプ
場）  { B } JR「水戸駅」から車で20分  {F} 
029-293-7441

利用可能な江戸時代の民家

小美玉市民家園
霞ヶ浦を望む高台にある小美玉市
民家園は、旧玉里村の上玉里・小
松家から寄贈された江戸時代中期
の農家の母屋。平成8（1996）年に
現在の場所に移築されました。庄
屋格の住宅とされ、土間部分と厩

うまや

部分の二つの曲がりを持ち、土間全
体が大きな曲がり部分を占める「土
間曲がり」とよばれる珍しい形式で、
分厚い茅葺き屋根が特徴です。囲
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海の生き物の世界に
引き込まれる

アクアワールド 
茨城県大洗水族館
アクアワールド・大洗には約580種、
68,000点の海の生き物を展示。特
にシンボルマークのサメは世界各
地のさまざまな種類を飼育。そのほ
か、国内最大の専用水槽でのんび
り泳ぐマンボウなど、子供だけでな
くおとなが見ても見応え十分。イル
カ・アシカショーをはじめ館内の裏
側も見学できる水族館探検ツアー
なども人気です。

大洗町磯浜町8252-3  {B} 鹿島臨海鉄
道大洗鹿島線「大洗駅」から大洗町循
環バス「海遊号」アクアワールド・大洗
ルートで、「アクアワールド・大洗」下車  
{C} 9:00～17:00（入館は～16:00） ※季
節により変動あり  {D}  6月と12月に休
館日あり  {E} 大人1,850円、小・中学
生930円、幼児310円 ※2歳以下無料   
{F} 029-267-5151

K

伝統工芸と新しい造形美術、 
陶芸専門の美術館

茨城県陶芸美術館
茨城県陶芸美術館は、東日本初の
県立の陶芸専門の美術館。茨城県
出身の板谷波山をはじめ、日本の
近現代陶芸界において優れた業績
を残した文化勲章受章者や人間国
宝の作品などを展示するほか、陶芸
を中心とする国内外の優れた工芸
品を鑑賞できるよう、幅広い視野で
多彩な企画展を開催しています。

笠間市笠間2345  { B } JR常磐線「友
部駅」から「かさま観光周遊バス」で
20分。JR水戸線「笠間駅」から車で5
分  { C }  9:30～17:00（入場は～16:30）  
{D }月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年
始  { E }【常設展】一般310円、高校・大
学生260円、小中生150円 ※企画展は
別途  {F } 0296-70-0011

炉裏やかまど、厩などを復元、民具
などが置かれています。見学だけで
なく、座敷、広間、土間などを会議、
講習会などに利用できます。

小美玉市下玉里1831（小美玉市生涯学
習センター並び）  {B} 【電車】JR常磐線
「高浜駅」から関東鉄道バス「鉾田」行き
「松山」下車、徒歩15分【車】常磐自動
車道「千代田・石岡IC」から20分  {C} 9:00
～17:00（12月から2月は9:00～16:00）  
{D}  月曜日、祝日、年末年始  {E} 無料   
{F} 0299-26-9111（小美玉市生涯学習セ
ンターコスモス「玉里史料館」）、0299-
27-0369（小美玉市民家園）
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日本三大稲荷として信仰を集める

笠間稲荷神社
宇
うかのみたまのかみ

迦之御魂神をまつる笠間稲荷神
社は日本三大稲荷のうちの一社で
す。創建は古く、白雉 2（651）年と
いわれます。江戸末期の御本殿は、
国指定重要文化財。食、農業、そ
して商売の神様として広く信仰を集
めてきた笠間稲荷は、年間350万
人もの参拝者が訪れ、初詣と秋に
開催される「笠間の菊まつり」はと
くに賑わいを見せます。

笠間市笠間1  { B } JR水戸線「笠間駅」
から徒歩20分、または車で5分  { C }6:00
～日没  { F } 0296-73-0001

石マニアでなくてもうっとり

石の百年館
東京駅や国会議事堂など日本を代
表する建築物に使用されている稲
田石は、花崗岩のひとつで、笠間市
稲田から産出され、上品な白い光沢
と耐久性が特徴です。稲田石をは
じめ花崗岩の石のサンプルなど日
本の石の歴史についての展示が観
られるのが「石の百年館」。稲田石
の本格的な採掘が始まったのは明
治22（1889）年。先人たちが100年
以上にわたって築き上げた稲田石
採石の歴史を広く後世に伝え、100
年先の未来につなげたいという願い
がこめられています。

笠間市稲田2307  {B} JR水戸線「稲田
駅」に隣接  {C} 9:00～17:00（10月～3
月は16：00まで）  {D} 月曜日（祝日の場
合は翌日）、年末年始  {E} 無料  {F} 0296-
74-5114

茨城県指定文化財になっています。
神社下の大洗海岸の岩礁は神が降
り立った地、「神磯」と呼ばれ、岩
上に鳥居が建っています。神磯の
鳥居と共に望む日の出は絶景です。

大洗町磯浜町6890  {B}鹿島臨海鉄道
大洗鹿島線「大洗駅」から周遊バス「海
遊号」で約15分  {C} 6:00～17:00（4～
9月=5:30～18:00） {F} 029-267-2637 
（大洗磯前神社）

大海原に登る雄渾な太陽

大洗磯
いそさき

前神社と 
神磯の鳥居
大洗の海原を望む高台に大洗
磯前神社があります。大

おおなむちのみこと

己貴命、
小
すくなひこなのみこと

彦名命をまつり、古くから家内
安全、海上交通の守り神として信仰
を集めてきました。本殿、拝殿は

上：復元された囲炉裏
左：土間曲りの構造を持つ小美玉市民家園
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