
新型コロナウイルス感染症対策について

※植物公園、森の交流センターは原則月曜日が休園・休館となります。 問合せ　観光課　☎ 029-224-1111（代）

スプリングフェスティバル２０２２ 謎解きラリースプリングフェスティバル２０２２ 謎解きラリー3/26（土）～ 5/5（木・祝）3/26（土）～ 5/5（木・祝）

回答場所：水戸市役所観光課（平日のみ8:30～17:15）　または水戸観光案内所　　　　回答期間：3月26日（土）～ 5月15日（日）

スプリングスプリング
水戸市マスコットキャラクター

みとちゃん

３月の桜まつりをはじめとして、植物公園、森林公園、かたくりの里公園などで多彩な催し物を行います。
春の訪れを感じてみませんか。３月の桜まつりをはじめとして、植物公園、森林公園、かたくりの里公園などで多彩な催し物を行います。

春の訪れを感じてみませんか。

水戸の水戸の
第38回第38回

フェスティバルフェスティバル

Spring Festival in Mito 2022Spring Festival in Mito 2022

面積約2,000㎡にわたるカタクリ群
生地は毎年４月上旬が見頃で、うつ
むき加減の赤紫色の可憐な花が咲き、
訪れる人々を楽しませています。

出店時間（9：00～15：00）

会場：かたくりの里公園

会場：千波湖

第30回第30回 4/1（金）～4/10（日）4/1（金）～4/10（日）

2022
in水戸
2022
in水戸

美しく咲き競う桜のもと、
「水戸の桜まつり」を行います。
桜で色づく春の水戸を、心行
くまでお楽しみください。

 （水戸市有賀町 2053-2）

かたくりまつりかたくりまつり
問合せ  農産振興課 ☎ 029-259-2212

問合せ   （一社）水戸観光コンベンション協会
　　　　☎ 029-224-0441

各イベントは、各種感染症対策を講じた上で開催いたします。
皆様に安心してお楽しみいただけるよう考えてのことでございますので、ご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。
・風邪の諸症状が見られる場合は、ご来場をご遠慮ください。　　　　　　　　　　　・マスクの着用、手指消毒にご協力をお願いいたします。
・茨城県が実施している「いばらきアマビエちゃん」への登録にご協力ください。　　・その他、各イベントで実施する感染症対策にご協力をお願いいたします。
※今後の新型コロナウイルス感染症の状況等によっては、予定されている行事等が変更、または中止となる場合がございます。

以下の４つの施設を巡って、みとちゃんと一緒に謎を解こう！
答えを書いていって、 ●に入る文字を順番に読むと、キーワードになるよ。（答えはひらがなで書いてね）

偕 楽 園：

弘 道 館：

植物公園：

森林公園：

（見晴亭）

（料金所）

（花の売店）

（森の交流センター）

○○❶○
○○❷○○○
❸○○○
○○○❹○○○○○○

キーワード Ａ ：

キーワード Ｂ ：

キーワード Ｃ ：

❶❷

❸❹

❶❷❸ ゙ ❹

ここに、 謎の答えを
書いてね！

キーワードＡまたはＢを回答すると、
みとちゃんオリジナル缶バッジが、
キーワードＣを回答すると、
みとちゃんオリジナルマルチケースが
もらえるよ！

18：00 ～ 22：00
※桜の開花状況により変更となる場合があります。

森林公園には、やまつつじや
くるめつつじなど約10,000株
が植えられています。
５月上旬～中旬が見頃です。

つつじつつじの名所の名所

3/26（土）～4/10（日）3/26（土）～4/10（日）

3/26（土）～4/10（日）3/25（金）～4/10（日）

千波湖畔桜の
     ライトアップ
千波湖畔桜の
     ライトアップ

桜 まつり桜 まつり



いばらきガーデン＆
オーチャードツーリズム

庭園 (ガーデン )の四季折々の花々や、旬の果物が楽し
める果樹園 ( オーチャード ) をめぐる、茨城ならでは
のツーリズムです。国土交通省のガーデンツーリズム
登録制度に 2019年に登録されました。
水戸市では、偕楽園、七ツ洞公園、植物公園の３ヵ所が
登録されています。

9:00～17:00（入園は16:00まで）

会場：水戸市植物公園（水戸市小吹町504）

生まれたばかりの子ヤギ
はとてもかわいいです
（ふれあえます）。
野外コンサートや、写真
やバードカービング、陶芸
の作品展なども行います。

ハーブ教室やスイーツデコ体験など、大人も
子どもも楽しめるイベントを実施します。

4/29（金・祝）～5/5（木・祝）
4/29（金・祝）～5/5（木・祝）
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森林公園に行ったら、ぜひ食べてみてね♥

フロマージュ・フレ（フレッシュ
タイプのチーズ）をふんだんに
使い、手作りで一つ一つ仕上げ
た商品で、ヨーグルトのような
爽やかな風味とコクが特徴です。

　日本遺産である弘道館をはじめ、復元整備された水戸
城大手門や、水戸城の歴史に関する資料等が見学できる
水戸城二の丸角櫓等、水戸の歴史を今に伝える歴史的資
源が多く存在しています。
　水戸城大手門や水戸城二の丸角櫓等では、夜間にライ
トアップが行われ、昼間とは違った景色を楽しむことがで
きます。
　観光漫遊バス～桜とライトアップ編～では、水戸城大手
門前に停車します。

森のシェーブル館の
レアチーズタルト
森のシェーブル館の
レアチーズタルト

植物公園
フェスティバル
植物公園
フェスティバル

レンタサイクル

千波湖・桜川レンタサイクル

水戸駅北口レンタサイクル
①貸出場所：水戸駅北口地下自転車等駐車場　  　☎ 029-228-3220
②貸出期間：12月29日～12月31日を除く毎日
③営業時間：９時～18時

①貸出場所：水戸駅南口東棟自転車等駐車場　  　☎ 029-224-5140
②貸出期間：12月29日～12月31日を除く毎日
③営業時間：９時～18時

観光型カーシェアリング

↑ご利用は↑
アプリが必要です

ステーション

水戸駅南パーキング
料金
基本料金　  距離料金　  オプション
（詳細は右HPをご確認ください。）

スマホで無料登録すると、
気軽にカーシェアサービスを利用できます！

● 料金 １日１回 ：500 円

【 問合せ 】 (一社)水戸観光コンベンション協会　 　☎ 029-224-0441

気持ちよく
街巡り
しませんか

第１便13：00～、第14便（最終便）19：30～
3/26（土）・27（日）

観光漫遊バス
桜とライトアップ編

【問合せ】観光課　☎ 029-224-1111（代）

森林公園
フェスティバル
森林公園
フェスティバル

子ヤギふれあいコーナー
4/29（金・祝）～5/5（木・祝） 11：00～14：00

※ 雨天中止

会場：水戸市森林公園 （水戸市木葉下町588-1）

入園料

小中学生・県央
地域の60歳以上 …… 150円

大人 ………………… 300円

※ 電動アシスト付自転車は1日1回 1,000円

※ 電動アシスト付自転車の取扱いはありません。

※ 電動アシスト付自転車のみの取扱いです。

水戸駅南口レンタサイクル

弘道館・水戸城跡周辺

価　格

販売場所

（一社）水戸観光コンベンション協会、
水戸観光案内所、北澤売店（弘道館内）

①貸出場所：千波湖西駐車場　　　　　　　　  　☎ 029-241-1251
②貸出期間：12月29日～12月31日を除く土日祝日と水戸の梅まつり期間
③営業時間：９時～16時

乗車
無料

問合せ  農政課ふるさと農業センター
　　　  ☎ 029-252-7500

☎  029-243-9311問合せ  水戸市植物公園

5/3（火・祝）～5/5（木・祝）5/3（火・祝）～5/5（木・祝）

※ １周あたりの所要時間は約42分です。

運行ルート：水戸駅南口→水戸城大手門前→
護国神社前→千波湖西駐車場→水戸駅南口

常
磐
道

１個 （プレーンタルト） 230円
１箱 （プレーン箱6個入） 1,380円

春限定版 水戸城御城印

御城印や販売場所の詳細はこちら

１枚 400円（税込） 
水戸の桜まつりにあわせて発売します。


