
ー文月ー

9:00～13:30
10:00～17:00

水戸ホーリーホック×ツエーゲン金沢 (18:00キックオフ) 《Ksスタ》

ミュージカル「End of the RAINBOW」 (13:00～/17:30～) 《芸術館》 ※要チケット

第5回 悠悠映画塾「母と暮せば」 (11:00～/14:00～/18:50～) 《県民文化センター》 ※要チケット

水戸啓明高校美術部展 (～31日まで、平日9:00～20:00、土日祝日9:00～17:00まで、月曜日休館) 《県立図書館》
小林一富美 陶人形展 (～9/18まで、10:00～17:45、月曜日休館) 《常陽史料館アートスポット》

子ども体験プログラム「体験！表具職人－本物の掛軸にさわってみよう」 (10:00～11:30) 《県立歴史館》 ※要申込み
パイプオルガン・プロムナード・コンサート2016 (12:00～/13:30～) 《芸術館》

記憶の円環－榮榮＆映里と袁廣鳴の映像表現 (～9/19まで、9:30～18:00、入場は17:30まで、月曜日休館) 《芸術館》 ※要チケット
第27回 五軒サマーナイトコンサート＆ふれあいまつり (12:00～18:00) 《芸術館広場》 ※雨天時は24日に順延
ちょっとお昼にクラシック 通崎睦美の「木琴デイズ」 (13:00開場、13:30開演) 《芸術館》 ※要チケット
千波湖環境学習会[夜の昆虫] (19:00～21:00) 《千波湖好文カフェ前 親水デッキ》 ※児童向け、要申込み

水戸ホーリーホック×V・ファーレン長崎 (19:00キックオフ) 《Ksスタ》

企画展「乙女デザイン－大正イマジュリィの世界」 (～9/25まで、9:30～17:00、入場は16:30まで、月曜日休館) 《県近代美術館》 ※要チケット
未来サポートプロジェクトvol.7「むりやりドクター!?」 (～18日まで、14:00開演) 《芸術館》 ※要チケット
茨城大学地域連携講座「江戸時代の朝鮮通信使と地域社会－関東地方を中心にして－」 (14:00～16:00) 《県立歴史館》 ※9:30～整理券配布
水戸ホーリーホック×FC岐阜 (18:00キックオフ) 《Ksスタ》

健康チェックの日 (14:00～16:00) 《食と農のギャラリー葵》

子ども体験プログラム「目指せ！歴史博士－茨城の歴史を知る」(10:00～11:30) 《県立歴史館》 ※要申込み
パイプオルガン・プロムナード・コンサート2016 (11:00～/13:00～) 《芸術館》
千波湖ストリートライブ (11:00～16:00) 《千波湖好文カフェ前 親水デッキ》
エレクトーンコンサート (12:00～/15:00～) 《京成百貨店》

パイプオルガン・プロムナード・コンサート2016 (12:00～/13:30～) 《芸術館》
三の丸寄席「萩風寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》

偕楽園好文亭月釜[江戸千家] (10:00～15:00) 《偕楽園好文亭》 ※無料、好文亭入館料別
手作りプラネタリウム上映会 (11:00～15:30の間、30分ごとの上映) 《県立図書館》
那珂高等学校吹奏楽コンサート (13:00～/15:00～) 《京成百貨店》
日曜歴史館「原田家文書の世界－水戸の三田といわれた家の幕末・明治－」 (14:00～15:30) 《県立歴史館》 ※9:30～整理券配布
水戸ホーリーホック×松本山雅FC (18:00キックオフ) 《Ksスタ》

第40回 世界オセロ選手権大会プレイベント「みんなでオセロin保和苑」 (10:00～15:00) 《保和苑》
高校生のための水戸室内管弦楽団メンバーによる公開レッスン＆ミニコンサート (14:00開場、14:30開演) 《芸術館》 ※無料、要入場券
1,000,000人のキャンドルナイト in 水戸 (17:00～20:00、14:00～キャンドル制作) 《芸術館広場》

三の丸写真クラブ作品展 (～9日まで、平日9:00～20:00、土日祝日9:00～17:00まで、月曜日休館) 《県立図書館》

第4回 みよし会油彩画展 (～16日まで、平日9:00～20:00、土日祝日9:00～17:00まで、月曜日休館) 《県立図書館》

「写真を楽しもう」鹿志村保男と受講生展 (～23日まで、平日9:00～20:00、土日祝日9:00～17:00まで、月曜日休館) 《県立図書館》

ミューズのワクワクショップ (11:00～17:00) 《ギャラリー誉りみち》

第42回 水戸のあじさいまつり (～3日まで) 《保和苑及び周辺史跡》

海の日

 
２(土)・９(土)

四季の広場 -農産物直売-《芸術館広場》

9:00～12:00 ※小雨決行

〒310-0021 水戸市南町3-3-35
TEL 297-2770　FAX 297-2771
http://wagtailmito.jp/
運営：一般財団法人 水戸市商業・駐車場公社

Wagtailは、共有オフィススペースとして新しい働き方を実践できる場
です。利用する方のスタイルに合わせて利用方法が選べます。
お気軽にお問い合わせください。ご見学もどうぞ♪

毎週木曜日 ９（土） 10:00 ～ 11:30
20（水） 18:00 ～ 19:3010:00/13:00/16:00 のいずれか

各回 定員１名  約２時間

各日 先着５名  ※要申込み受講料￥1,000 ※要申込み

－ワグテイルより７月のお知らせ－

◆3Dプリンター操作講習会 ◆見学＆無料体験会

コワーキングスペース水戸 ワグテイル

９：００～２０：００
日・祝 年末年始 定休

Wagtail Information

Wagtail HP

《千波公園 西の谷》
※小雨決行

☆あると便利なもの
・水着
・着替え

・バスタオル
・ペットボトル

24（日）11:00～15:00水戸商工会議所120周年記念事業

問合せ　水戸商工会議所 (TEL 029-224-3315)

「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに、
子どもたちの創造性を育みながら、水遊び・
竹の伐採・子ども食堂などを実施します。

西の谷プレーパーク
無料

世界のビールと肉の最強タッグマッチ︕世界のビールと肉の最強タッグマッチ︕ 今年は２週連続開催 !今年は２週連続開催 !

at 南町自由広場（金） （金）

第４回

（※15日と22日は16:00～21:00）

チケット料金
●2,000円券（2,000円分）
●3,000円券（3,100円分）
●5,000円券（5,300円分）

世界の生ビール35種と
クラフトビール70種を飲み比べ︕

ステージイベントなどもあります︕
お子様連れでも楽しめます♪

－1 週目－ －２週目－

自慢のお肉料理も盛りだくさん︕

かき氷やソフトドリンク
ノンアルコールなども充実︕

問合せ　いばらきKIZUNAプロジェクト（TEL 029-303-6042）

ビアフェスタ水戸 × 肉フェスタ水戸

～
（月・祝） （日）

入場無料入場無料

JAZZ NIGHT LIVE 2016

（金） 愛恩聖歌隊MUSE
水戸工業BLUE BEGINNERS
mAKiPicO
藤原聡子グループ
仲野亜紀子&石川次郎Trio
TERESSA with Friends
A LUA AZUL jazzset

【出演予定】

南町連合商店会　ジャズナイトライブ2016

問合せ　南町二丁目商店街振興組合 （TEL 029-221-9522)

※小雨決行

無料

場所：ローソン南町二丁目店 駐車場
人気のジャズミュージシャンの
生演奏が楽しめるほか、地元の
飲食店による模擬店も多数出店
します！

９（土）１０：００～１６：００

(あの有名なYouTuberもやって来ます!!!)

水戸市のマスコット「みとちゃん」と
千葉県の「チーバくん」も登場します♪

水戸は納豆の
生産量日本一！

「水戸の納豆」と「千葉の海苔」を
使った納豆巻をご提供します！
※100円以上寄付された方が対象

水戸駅南口 ペデストリアンデッキ
水戸の納豆記念碑 前

問合せ　茨城県納豆商工業協同組合水戸支部 （TEL 029-221-7068）

１日限りの納豆食堂

納豆の日
　 イベント

イベントも盛りだくさん！

7月10日の『納豆の日』にあわせ、納豆のすばらしさをアピールする
イベントが、今年も水戸駅前にて開催されます！

場所

日時

第48回 水戸市芸術祭第48回 水戸市芸術祭
市民の皆さんが、さまざまな芸術文化活動の成果を発表する水戸市芸術祭。
文化都市・水戸の芸術の息吹を感じてみませんか。

問合せ　水戸市文化交流課 (TEL 029-291-3846)

Mito City
Arts Festival

6.29(水)～10(日)

3(日)

5(火)・6(水)

9(土)

10(日)

17(日)

31(日)

期間 時間 内容 会場

9:30～18:00
14:00/16:00
8:45～16:30
9:30～16:00

13:00～16:00
13:00～18:00
14:00～16:00

美術展覧会第2期
バレエフェスティバル
小中学校音楽のつどい
青少年コンサート
映像祭
市民音楽会
少年少女合唱祭

内原図書館

芸術館
芸術館

芸術館
芸術館

県民文化センター
県民文化センター


