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注注 意意 事事 項項

本日は、一般社団法人牛久青年会議所８月例会「茨城を食べて学ぼう ～親子で

地曳き網体験～」にご参加頂き誠にありがとうございます。今日一日、本事業

を楽しく安全に行えるよう、以下の事を守ってください。宜しくお願い致します。

1 牛久青年会議所メンバーの指示に従ってください 。保護者の方は、 お子様か

ら目を離さないで下さい 。 また、 小学生のみんなは、お父さん 、お母さんの

言う事をきちんと聞いてください。

2 熱中症対策として 、 こまめな水分補給等十分に行ってください。 また、 気分

が悪くなったり怪我をした場合には 、 早めに牛久青年会議所メンバーに伝え

てください。

最寄りの病院：医療法人渡辺会 大洗病院

茨城県東茨城郡大洗町大貫町９１５番地

ＴＥＬ 029-267-2191

3 時間厳守をお願いします。集合時間等に遅れないよう注意してください。

※別紙タイムスケジュール参照ください。

4 貴重品等は自己管理でお願い致します。

5 地震が発生した場合には 、 牛久青年会議所メンバーの指示に従い避難案内板

を確認し高台に避難をお願いします。

避難場所：大洗町立大洗南中学校

茨城県東茨城郡大洗町大貫町１２１２番地の１４

ＴＥＬ 029-267-2942

6 その他ご不明な点は、牛久青年会議所メンバーにお尋ねください。
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避難案内板（津波ひなん目標地点）  
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タタイイムムススケケジジュュ ーールル（（ 晴晴天天時時））   

７：００  受付  

（牛久市保健センター）  

 

７：３０  ８月例会事業開会セレモニー  

（牛久市保健センター  ２Ｆ研修室）  

 

７ ：４２  バス移動 途中トイレ休憩  

（牛久市保健センター前 〜大洗サンビーチ）  

 

９：３０  地引網体験  ※雨天時 バーベキュー会場にて親子魚捌き体験  

（大洗サンビーチ：茨城県東茨城郡大洗町大貫町地先）  

 

１０：３０  バス移動 

    （大洗サンビーチ 〜 バーベキュー 会場）  

 

１１：００  バーベキュー体験  

    （バーベキュー 会場：場所 大洗市場 ） 

 

１４：００  バス移動 

    （バーベキュー会場〜牛久市保健センター）  

 

１５：５５  ８月例会事業閉会セレモニー  

    （ 牛久市保健センター  ２Ｆ研修室）  
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タイムスケジュ ール（ 雨天時）  

７：００  受付  

（牛久市保健センター）  

 

７：３０  ８月例会事業開会セレモニー  

（牛久市保健センター  ２Ｆ研修室）  

 

７：４２  バス 移動 途中トイレ休憩  

（牛久市保健センター前 〜大洗サンビーチ）  

 

９：３０  親子魚捌き体験 

  （大洗サンビーチ 〜バーベキュー 会場）  

 

１１：００  バーベキュー体験  

    （バーベキュー 会場：場所  大洗市場） 

 

１４：００  バス 移動 

    （バーベキュー 会場〜牛久市保健センター）  

 

１５：５５  ８月例会事業閉会セレモニー  

    （ 牛久市保健センター  ２Ｆ研修室）  
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シャトーカミヤ

シャトーカミヤは、 茨城県牛久市にあるワイン醸造施設である。
「シャトー」 は一貫生産醸造所に対する称号で、
原料を生産するブドウ畑は大部分がなくなったが極僅かに継続している。

通称 「牛久シャトー」。

事務室 （現 ・本館） など

3 棟の建物が日本国の重要文化財に指定されている。

牛久大仏

牛久大仏 （うしくだいぶつ、 正式名称 ：牛久阿弥陀大佛） は、

日本の茨城県牛久市にあるブロンズ （青銅） 製大仏立像で、

全高 120m （像高 100m、 台座 20m） あり、

立像の高さは世界で 3 番目だが、 ブロンズ立像としては世界最大。

浄土真宗東本願寺派本山東本願寺によって造られた。

雲魚亭 （小川芋銭記念館）

「雲魚亭」 は、 小川芋銭 （以下、 芋銭） の最晩年に建てられた、
住まいを兼ねたアトリエです。
昭和 63 年開催の、 小川芋銭生誕 120 年記念事業に際し、

遺族から牛久市に寄贈され、 現在は 「小川芋銭記念館」 として、
一般に公開されています。
茨城の水系にはカッパが棲むと伝えられてきており、
特に牛久沼のカッパは 「小川芋銭」 の描いたカッパの絵で有名になった。

牛久自然観察の森

関東平野の東部、 北東を霞ヶ浦、 南西を牛久沼とそれに連なる利根川に囲まれた

稲敷台地上に位置します。

その立地は古くからの里山の集落に隣接し、 周囲の風景と調和しています。

その植生の大半は用材林として植えられたスギ ・ ヒノキの二次林が占め、

残りは雑木林、 草はら、 そして新たに造成した池や流れからなっています。

園内は利用形態の違いにより大きく三つのゾーンを設定し、

さらに観察テーマや管理方法などの環境形成目標の違いによって

15 のエリアに分けて管理しています。

茨城の観光名所



土浦全国花火競技大会

土浦全国花火競技大会は、 茨城県土浦市で開催される花火競技大会である。

日本三大花火大会の一つに数えられる。 日本煙火協会が後援。

会場は土浦市の桜川に架かる茨城県道 24 号土浦境線の

学園大橋付近下流側河川敷で、 打ち上げは桟敷席の対岸にある

市民運動広場において行われる。

打ち上げ時間は例年午後 6 時から午後 8 時 30 分まで。

袋田の滝

袋田の滝 （ふくろだのたき） は、 茨城県久慈郡大子町袋田にある滝。

位置は、 久慈川支流の滝川上流にあたり、 長さ 120m、 幅 73m。

冬は 「氷瀑」 と呼ばれる、 滝が凍結する現象が発生することがある。

茨城県指定名勝。

茨城県北ジオパークのジオサイトの一つ。

華厳滝、 那智滝とともに日本三名瀑のひとつに挙げられる場合もあり、

日本の滝百選にも選定されている。

1990 年 （平成 2 年） に行われた日本の滝百選の人気投票では 1 位を取った。

江戸時代は水戸藩の領地内であり、

水戸黄門として知られる徳川光圀が訪れたことがあるとされる。

茨城の観光名所

筑波山

筑波山 （つくばさん） は、 関東地方東部の

茨城県つくば市北端にある標高 877m の山。

西側に位置する男体山 （標高 871m） と東側に位置する

女体山 （標高 877m） からなる。

雅称は紫峰 （しほう）。 筑波嶺 （つくばね） という異称も持つ。

アクアワールド ・ 大洗

太平洋に面した茨城県最大、 全国でもトップクラスの大型水族館。

大洗水族館から大規模なリニューアルを行い、

博物館や科学館的な展示手法を採り入れた

海の総合ミュージアムとして 2002 年 3 月にオープンした。

事業所名は 「アクアワールド茨城県大洗水族館」。



                           

                             

 47 都道府県　魅力度ランキング

順位            都道府県名        点数                  順位           都道府県名      点数
1         (1)        北海道              65.3                 25       (23)     香川県            14.5
2         (2)        京都府              49.1                 26       (24)     岩手県            14.1
3         (3)        沖縄県              44.3                 27       (25)     高知県            13.7
4         (4)        東京都              40.6                 28       (26)     山形県            13.5
5         (6)        神奈川県           29.1                 29       (43)     福島県            13.3
6         (5)        奈良県              27.3                 30       (26)     新潟県            13.2
7        (10)       福岡県              27.1                 31       (31)     大分県            13.1
8         (8)        大阪府              26.2                 31       (26)     三重県            13.1
9         (7)        長野県              23.9                 33       (39)     島根県            12.9
10       (11)      兵庫県              22.6                 34       (30)     愛媛県            12.4
11        (9)       長崎県              22.0                 35       (33)     岡山県            12.2
12       (12)      静岡県              21.3                 36       (37)     滋賀県            11.4
13       (21)      宮城県              21.1                 37       (36)     岐阜県            11.3
14       (13)      石川県              20.4                 38       (35)     和歌山県       　11.2
14       (18)      鹿児島県           20.4                 39       (34)     山口県            10.8
16       (15)      愛知県              18.5                 40       (38)     福井県            10.4
16       (19)      熊本県              18.5                 41       (44)     栃木県            10.3
18       (20)      千葉県              18.1                 41       (42)     鳥取県            10.3
19       (22)      広島県              16.7                 43       (41)     徳島県            10.2
20       (14)      青森県              16.4                 44       (47)     群馬県            9.5
21       (31)      富山県              15.7                 45       (40)     埼玉県            8.6
22       (16)      秋田県              15.2                 46       (45)     佐賀県            7.0
23       (29)      山梨県              15.0                 47       (46)     茨城県            6.6
24       (17)      宮崎県              14.8                    　　※(   )内は 2012 年調査の順位


