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プリエールプロデュース「愛しのドラム」 (15:00～、10/1は14:00～) 《芸術館》 ※要チケット
水戸ホーリーホック×松本山雅FC (1５:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット

第一回 茨城伝統文化ワークショップ (14:00～16:00) 《常陽藝文センター》 ※要申込み

萬狂言水戸公演2017 (13:30開場、14:00開演) 《芸術館》 ※要チケット 秋分の日

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

敬老の日

茨城総合物産音楽フェスティバル I.S.O.Fes.2017 (9:00開場、10:00開演) 《千波湖ふれあい広場》 ※要チケット
日本映画が好き2017 (10:30～、13:10～) 《芸術館》 ※要チケット
放送大学ライブラリー講演会 「カウンセラーは何をするのか？」 (14:00～16:00) 《県立図書館》
茨城大学地域連携講座「焼け跡からの生存権－闇市と福祉国家」 (14:00～16:00) 《県立歴史館》 ※9:30～整理券配布
第32回 水戸映画祭 (16:00～、17日は11:45～、18日は12:30～) 《芸術館》 ※要チケット
第27回 茨城の名手名歌手たち (17:30開場、18:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

健康チェックの日 (14:00～16:00) 《食と農のギャラリー葵》
ジョルディ・サヴァール・トリオ ケルティック・ヴィオール (18:30開場、19:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

[展示]飛毛操写真展 (～9/17まで、平日9:00～20:00、土日祝9:00～17:00、月曜休館) 《県立図書館》
セレクトシアター「パーフェクトワールド」 (13:30～) 《県立図書館》

花の絵コンクール作品展 (～24日、9:30～18:00) 《芸術館》

パイプオルガン・プロムナード・コンサート (12:00～/13:30～、23日は12:00～) 《芸術館》
ライブラリーセミナー「恋を詠う和歌、うたわない漢詩」 (13:00受付、13:30～15:00) 《県立図書館》
第14回寺子屋サルーン 一緒に活動する仲間の集め方を考えよう！ (13:00～16:00) 《三の丸庁舎内交流サルーンいばらき》 ※要申込み

三の丸寄席「菊水寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》
未来サポートプロジェクトvol.10 アートタワー寄席 (14:30開場、15:00開演) 《芸術館》 ※要チケット
水戸ホーリーホック×FC岐阜 (18:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット

女性限定 創業支援セミナー (18:30～20:00) 《コワーキングスペース水戸Wagtail》 ※要申込み

くろばね朝市 (9:00～13:30) 《共同病院駐車場》
水戸ホーリーホック×ザスパクサツ群馬 (13:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット
明治維新150年記念・世界遺産登録推進連続講座 “学びの文化”の底力 ー教育遺産を世界遺産にー 第二回 (13:30～15:00) 《弘道館》 ※要申込み・要入館料
茨城県警察音楽隊 プロムナードコンサート (14:00～) 《千波公園黄門像広場》

9:00～13:30
10:00～17:00

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 HP

※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》

水戸市南町3-3-35  http://wagtailmito.jp/
TEL 029-297-2770  FAX 029-297-2771
運営：（一財）水戸市商業・駐車場公社
　　  http://www.ravi.310.ne.jp/

[展示]鍛金 友常みゆき展 (～11/19まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽史料館アートスポット》
ママのための座談会 月別ママトーク！ (10:00～11:30) 《わんぱーく・みと》 ※要申込み

子育てぽかぽか広場 (12・19・26日も、9:30～12:00) 《五軒小学校》

プロムナード・コンサートEXTRA (12:00～/13:30～) 《芸術館》
日曜歴史館 特別展Ⅰ関連講座 「志士のかたちー桜田門、天狗党、そして新選組ー」 (14:00～15:30) 《県立歴史館》 ※9:30～整理券配布
偕楽園好文亭月釜[江戸千家] (10:00～15:00) 《偕楽園好文亭》 ※要呈茶料、好文亭入館料別

Color Me Rad MITO/IBARAKI (10:00～14:30) 《偕楽園公園 四季の原》 ※要申込、要参加費
小学校入学前特別講座 いってらっしゃい！の心構え 第1回 (10:00～12:00、第2回は9日10:00～12:00) 《生涯学習センター》
青木FUKIドラマティックコンサート (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×名古屋グランパス (18:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット

　　　　　　　　　　　　　　
[展示]動物愛護写真展 (～9/10まで、平日9:00～20:00、土日祝9:00～17:00、月曜休館) 《県立図書館》
コッペ DE みみちゃんえほん クラフト展 (～17日まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽史料館アートスポット》
テーマ展Ⅲ「刀剣のイロハ」 (～24日まで、9:30～17:00、月曜休館) 《県立歴史館》 ※要入館料
[洋画]塙富士夫展 (～10/1まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽藝文センター》

【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
18:00～19:3020

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

 9
（水）
（土）

14 （木）, 21 （木）

事業計画書作成勉強会
【定員5名】18:00～20:00  13（水） ・ 27 （水）

コワーキングスペース水戸ワグテイル「9月のお知らせ」

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。
【講師】大友憲政氏 (日本政策金融公庫水戸支店 国民生活事業融資第二課長)

参加費無料

水戸
クリエイティブ
ウィーク

場所：
水戸市街地各所 [金] → [土]15 23

問合せ   クリエイティブウィーク実行委員会(TEL 029-255-6026)
2017

参加プログラム
30以上を予定！

●第32回水戸映画祭・日本映画が好き2017
●ザ☆リノベマーケット×まちなかほしぞら横丁
●茨城総合物産音楽フェスティバル2017など...

街をもっとクリエイティブに楽しむ！
水戸の今を発信するプロジェクト

16

問合せ　水戸デザインフェス実行委員会 ０２９－２５５－６０２６

あおぞらクラフトいち
Autumn
in 水戸

(土) · 17(日) 場所／水戸芸術館広場時間／10:00～17:00

作家によるクラフト展示即売会

100を超える作家による展示販売ブース　20軒以上の飲食店による「あおぞら食堂」
ワークショップ　DJによるパフォーマンス　アコースティックライブ　他

作り手とユーザーを直接つなぐ新しいコミュニティを目指して。
ゆったり流れる時間の中で、クラフトやデザイン、
音楽と戯れる時間をお過ごしください。

※雨天決行

水戸まちなかフェスティバル
～秋のストリート文化祭～

第６回

10:00-16:00
水戸中心市街地

水戸のメインストリートが歩行者天国に︕

24（日）

●みとワン☆デパート
●雑貨商店街 ●子ども広場●アートタワーマーケット
●みんなで踊ろう!!!みとちゃんダンス

●水戸肉メシバトル＆水戸カレーバトル

など...その他、盛り沢山︕︕

スタンプラリー参加店で商品を購入し、
スタンプを３つ以上集めると、抽選で
参加店で使える商品券が当たります！

22( 金 )-24（日）

水戸まちなかフェスティバル実行委員会 (TEL 029-232-9185)

関連イベント『みとペタ＋ワンコイン商店街』も開催！

京成百貨店・丸井・エクセル
オーパ・商店街71店舗 が参加!!

水戸の萩まつり水戸の萩まつり
1（金）～20（水）偕楽園 他

第50回第50回
【期間】

問合せ 一般社団法人 水戸観光コンベンション協会 (TEL 029-224-0441)

10:00～   
10:00～15:00
10:00～15:00

【会場】

3（日） スズムシの放虫〈見晴広場〉
旅の思い出に記念撮影〈見晴広場〉

「みとちゃん」と一緒に写真を撮ろう！ 〈東門付近〉
10:00～15:00
10:00～15:00
18:00～

９（土） 野点茶会 〈見晴広場〉
「みとちゃん」と一緒に写真を撮ろう！ 〈東門付近〉
萩ノ夜祭～第二夜～ 〈偕楽園内〉

1６（土）15:00～19:00 好文亭茶会〈好文亭〉※一席300円
合同野点茶会〈見晴広場〉※一席300円

好文亭入館料別

1７（日）10:00～15:00 萩まつり俳句大会〈青少年会館〉

2（土） 10:00～15:00
18:00～

野点茶会 〈見晴広場〉
萩ノ夜祭～第一夜～ 〈偕楽園内〉

萩のライトアップ 偕楽園の開園時間を延長し、園内をライトアップします日没～21:00

大工町交差点から水戸中央郵便局前交差点（歩行者天国），他


