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2017 年2017 年

セレクトシアター「おくりびと」 (13:30～) 《県立図書館》

三の丸写真クラブ作品展 (～16日まで、平日9:00～20:00、土日祝9:00～17:00、月曜休館) 《県立図書館》
新矢光子 夢追いかけて絵てがみ展 (～13日まで、10:00～16:00) 《南町3丁目ハーモニーホール》
三の丸寄席「牡丹寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》

第38回 水戸地区高等学校音楽会 (10:00～) 《県民文化センター》
千波湖環境学習会[ホタル観賞] (19:00～21:00) 《千波公園西の谷》 ※要申込み
行政書士くらしのお困りごと無料相談会 (16:00～19:00、17日は13:00～16:00) 《県立図書館》

子育てぽかぽか広場 (13日・20日・27日も、9:30～12:00) 《五軒小学校》 
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10:00～17:00
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※イベント内容は変更になる場合がございます。詳しくは、各主催団体様・各会場へお問い合わせ下さい。
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３(土)・10(土)

四季の広場 -農産物直売-《芸術館広場》

9:00～ ※雨天時は回廊下にて開催

木
金

和竿倶楽部展示会 2017 (～7/4まで、平日9:00～20:00、土日祝9:00～17:00、月曜休館) 《県立図書館》
第20回悠悠映画塾 映画「人生フルーツ」上映会 (10:00～/14:00～/19:00～) 《県民文化センター》 ※要チケット

大成女子高等学校吹奏楽部 第49回定期演奏会 (１１：００～/15:00～) 《県民文化センター》
いにしえのピアノ演奏体験 (14:00～16:00) 《県立歴史館》 ※要申込み

茨城県警察音楽隊 金曜コンサート (12:15～12:55) 《芸術館広場》

茨城メロンメロンラン 水戸偕楽園2017 (8:00～) 《偕楽園公園》 ※要申込み
木版画展ー茨城県の農作物収穫風景ー (～24日まで、平日9:00～20:00、土日祝9:00～17:00、月曜休館) 《県立図書館》
日曜歴史館「中世の古文書をみる」 (14:00～15:30) 《県立歴史館》 ※9:30～整理券配布
歴史館コンサート (14:00～15:00) 《県立歴史館》 ※要申込み

ちょっとお昼にクラシック 吉野直子[ハープ] (13:00開場 13:30開演) 《芸術館》 ※要チケット

第40回 茨城放送杯吟詠コンクール (9:00～) 《県民文化センター》
偕楽園好文亭月釜[石州流] (10:00～15:00) 《偕楽園好文亭》 ※要呈茶料、好文亭入館料別
パイプオルガン・プロムナード・コンサート (10日も、12:00～/13:30～) 《芸術館》
大成女子高等学校 吹奏楽コンサート (13:00～/15:00～) 《京成百貨店》

交通安全ポスター作品コンクール入選作品展 (～8日まで、平日9:00～20:00、土日祝9:00～17:00、月曜休館) 《県立図書館》
「スクリーンの仲間たち」大下武夫作品より (～7/16まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽史料館アートスポット》
久米みどり展[陶芸] (～7/30まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽藝文センター》

水戸の梅まつり「第70回大撮影会と写真コンテスト」入賞作品展 (～7/12まで、9:30～18:00、月曜休館) 《芸術館》

くろばね朝市 (9:00～13:30) 《水戸共同病院駐車場内くろばねパーク》
第18回茨城県読書をすすめる県民のつどい (10:10～15:00) 《県立図書館》
水戸室内管弦楽団メンバーによる小学生吹奏楽セミナー (10:00～/13:30～) 《芸術館》
企画とPR わたしの活動で考えてみよう！ (13:00～16:00) 《三の丸庁舎交流内サルーンいばらき》 ※要申込み
水戸ホーリーホック×カマタマーレ讃岐 (18:00キックオフ) 《K’sスタ》 ※要チケット

※開催日程や会場は変更になる場合があります。

みとちゃん朝市 検索

第２・第４日曜日
《千波公園 ふれあい広場》

健康チェックの日 (14:00～16:00) 《食と農のギャラリー葵》

日比野克彦「明後日朝顔プロジェクト2017水戸」 (10:00～17:00) 《芸術館広場・京成百貨店外壁》 ※集合は芸術館広場
BOOK倶楽部三の丸 (17日も、10:00～11:30) 《県立図書館》
水戸ホーリーホック×大分トリニータ (13:00キックオフ) 《K’sスタ》 ※要チケット

第49回 水戸市芸術祭 Mito City
Arts Festival

水戸芸術館

◆月曜日休館
水戸芸術館

9:30～18:00

10:30～17:00

9:30～15:00

13:00～16:30

  9:30～18:00

10:00～16:30

問合せ  水戸市文化交流課(TEL 029-291-3846)

いけばな展

三曲各流演奏会

美術展覧会第1期

美術展覧会第2期

謡と仕舞の会

2(金)～4(日)

4(日)

10(土)・11(日)

11(日)

28(水)～7/9(日)

観る、聴く、感じる。9部門、22プログラムで開催する水戸市芸術祭。
市民の皆さんの手で作り上げられた芸術文化の魅力を味わってみませんか。

民謡民舞大会 県民文化センター

茶会 みと文化交流プラザ※要入場料

11(日)～23(金)

18(日) 人形劇発表会 11:00／14:00 わんぱーく・みと

25(日)

◆月曜日休館
水戸芸術館

9:30～18:00

7/3(月)

太
鼓
の
叩
き
手
募
集
！

　南貮会 太鼓若連 (南町２丁目)　南貮会 太鼓若連 (南町２丁目)

　太鼓若連 (南町３丁目)　太鼓若連 (南町３丁目)

中村まで中村まで

事務局 
 大里まで
事務局 
 大里までTEL : 029-221-4516TEL : 029-221-4516

TEL : 090-5339-5468TEL : 090-5339-5468

説明会＆練習開始
19:30～19:30～

南町二丁目コミュニティホール
ぜひお気軽にご参加ください！

黄門まつりを盛り上げよう！

第43回 水戸のあじさいまつり
11(日)～7/2(日)まで保和苑 及び周辺史跡

問合せ　水戸のあじさいまつり実行委員会(TEL 029-232-9189)

オープニングセレモニー11(日) 10:00～13:00

地元あじさい名人によるあじさい講座24(土) 11:00～

写真撮影コンテスト25(日) 10:00～15:00
水戸黄門漫遊一座 写真撮影サービス10:00～15:00

野点茶会【石州流】18(日) 10:00～15:00

第36回 俳句大会

※俳句大会のみ、

　新荘市民センターにて開催　　10:00～15:00

17(土) 高校生野点茶会【常磐大学高等学校】10:00～15:00
観光漫遊バス～あじさいの名所編～運行9:00～17:00

《会場》 《期間》

コワーキングスペース水戸ワグテイル「6月のお知らせ」

【先着5名】※お申込み優先

※申込締切日…開催週の月曜

【各回 定員１名】

☆全て要申込みです。詳細については、ワグテイルのH Pをご覧ください。

10:00～11:30
18:00～19:3028

見学＆無料体験会３Ｄプリンター操作講習会

10:00～/13:00～/16:00～ 受講料
￥1,000

17
（水）
（土）

８（木）, 22 （木）

自分の創業プランをカタチにしませんか。少人数制でじっくり基礎から学べる
ワークショップ形式の勉強会です。

【定員5名】18:00～20:00
事業計画書作成勉強会
  ７（水） 無料14（水）

水戸市環境フェア2017

４(日) 10:00～16:00 県三の丸庁舎広場にて

環境戦隊ステレンジャーショー

たのしいイベントがたくさん!!巨大地球バルーンが会場に出現するよ！

地球にいいことはじめませんか？温暖化防止や省エネなど、
様々な環境問題について考えるためのイベントです。

・らくがきバス
・セグウェイ・ベロタクシー試乗

　 ・ ペットボトルや小型家電の回収・地産地消グルメ
・スタンプラリー

11:30～／14:00～

・環境学習発表など
・ ワークショップ

・フリーマーケット

　問合せ 水戸市環境フェア実行委員会 事務局 029-232-9154

みとちゃんが

 待ってるよ♪

みとちゃんが

 待ってるよ♪

地球の環境を守るヒーローが登場！
資源物を持って行こう！
ペットボトル・小型家電などの
資源物を持っていくと、プレゼ
ントがもらえるよ♪

テーマ展Ⅱ「茨城の民俗学者・藤田稔のみた世界」 (～7/30まで、9:30～17:00、月曜休館) 《県立歴史館》 ※要入館料
第1回 ゆうくんとマットさんのおはなしキャリーボックス (10:30～10:50) 《芸術館》
放送大学ライブラリー講演会 「世界のコーヒーマーケットの現状と変貌について」 (14:00～16:00) 《県立図書館》
ラッヘンマンの肖像 (15:10開場、15:20プレトーク、16:00開演) 《芸術館》 ※要チケット
ドゥエンデ・デル・フラメンコ (16:30開場 17:00開演、18日は13:30開場 14:00開演) 《芸術館》 ※要チケット
水戸ホーリーホック×ジェフユナイテッド千葉 (18:00キックオフ) 《K’sスタ》 ※要チケット

茨城のプロカメラマン展2017
20(火)～25(日)
写真の未来を実験しよう。
17名による写真展！

 〈会場〉　県民文化センター 
問合せ  IPA茨城写真家協会 事務局 029-276-0075

9:00～17:00
最終日は16:00まで
入場無料

コワーキングスペース水戸ワグテイル「6月のお知らせ」


