
2018 年2018 年 ー弥生ー

水戸子どもミュージカルスクール発表公演「パーフェクト・ファミリー!?」 (4/1も、11:00～/15:30～) 《芸術館》 ※要チケット

ライブラリーシアター「旅立ちの島唄～十五の春～」 (13:15～15:30) 《県立図書館》 

春分の日

第17回水戸ヘルスロード観梅ウオーキング大会 (9:00～) 《県三の丸庁舎前》 ※要申込み
パイプオルガン・プロムナード・コンサート (24日も、12:00～/13:30～) 《芸術館》
三の丸寄席「桜花寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》

第6回大好きいばらきキャンドルナイト (15:30～19:00) 《県三の丸庁舎前》

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

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/

くろばね朝市 (9:00～13:30) 《協同病院駐車場内くろばねパーク》
手作りプラネタリウム上映会 (11:00～15:30、30分ごとに9回上映) 《県立図書館》 
ライブラリーセミナー 茨城文芸協会講演会「竹久夢二と茨城」 (13:30～16:00) 《県立図書館》
水戸ホーリーホック×横浜FC (14:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット

「市民のためのオルガン講座」受講生の発表会 (13:00～14:00) 《芸術館》
ミュージアムコンサート「好文の梅 華麗なる桜 春の一日 “箏”の花を咲かせます」 (13:30開場、14:00開演) 《近代美術館》
講演会Ⅱ「明治維新期の一橋徳川家」 (13:30～15:30) 《県立歴史館》 ※要入館料、9:30～整理券配布 

対等な立場で考えよう 男女平等参画社会 (13:30～15:30) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み

子育てぽかぽか広場 (13日も、9:30～12:00) 《五軒小学校》

[講話]多様性を認め合う社会の実現のために (13:00～15:00) 《芸術館》 ※要申込み
講演＋実演「清宮の木版技法のツボ」 (14:00～15:30) 《近代美術館》

赤ちゃんと一緒に美術館散歩 (10:30～12:00) 《芸術館》 ※要参加費

早春のスタンプラリー (～25日まで) 《保和苑周辺》
「ハロー・ワールド ポスト・ヒューマン時代に向けて」展 (～5/6まで、9:30～18:00、月曜休館) 《芸術館》 ※要チケット
若手作家紹介企画「クリテリオム」益永梢子 (～5/6まで、9:30～18:00、月曜休館) 《芸術館》 ※要チケット
特別展Ⅱ「一橋徳川家の200年」 (～21日まで、9:30～17:00、月曜休館) 《県立歴史館》 ※要入館料
企画展「生誕100年 清宮質文 あの夕日の彼方へ」 (～4/8まで、9:30～17:00) 《近代美術館》 ※要入館料
[洋画]野沢二郎展 (～30日まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽藝文センター》

健康チェックの日 (14:00～16:00) 《食と農のギャラリー葵》

水戸市内の子どもたちによるコンサート (第四中学校、11:00～) 《芸術館》
プロムナード・コンサートEXTRA (13:00～) 《芸術館》

第7回水戸観梅ウオーク (8:30～) 《駅南口さくら東公園》 ※要申込み
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》
水戸市内の子どもたちによるコンサート (第一中学校、11:00～／第二中学校、15:00～) 《芸術館》
放送大学ライブラリー講演会「遺伝子の運び屋さんーウイルス・トランスポゾン・プラスミドー」 (14:00～16:00) 《県立図書館》
徳川光圀公と明治維新150周年講演会 (13:30開場、14:00講演) 《三の丸ホテル》 ※要申込み
水戸ホーリーホック×レノファ山口FC (15:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット

0歳からのわくわくオルガン・コンサート (10:30～/13:30～、24日は10:30～) 《芸術館》 ※要参加費

ライブラリーセミナー「万葉集巻二所収の名歌観賞」 (13:30～15:00) 《県立図書館》
第38回日本フルートフェスティバルin茨城 (14:00～) 《芸術館》 ※要チケット
高校生ウィーク2018 (～4/8まで、火～金15:00～18:00、土日祝13:00～18:00) 《芸術館》

第29回悠悠映画塾 映画「君の笑顔に会いたくて」 (10:00～/14:00～/19:00～) 《県民文化センター》 ※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４日曜日開催
《千波公園 ふれあい広場》

講演会Ⅰ「寛政改革の黒幕・一橋治済」 (13:30～15:30) 《県立歴史館》 ※要入館料、9:30～整理券配布

Wagtailは二周年を迎えます。
日頃のご愛顧に感謝し､キャンペーンを実施します！

詳しくは
裏面へ

梅まつり梅まつり水戸の水戸の

第12２回 明治維新150年記念

五軒香梅ひな流し
琵琶演奏
尺八・箏・三味線演奏
夜・梅・祭201８

10:30～
14:00～

吟詠剣詩舞
水府一紘琴・箏・尺八

〈会場〉

〈偕楽園 吐玉泉下〉
〈弘道館 正庁〉

〈弘道館[3日]/偕楽園[10日]〉

（11日・18日・25日も）

（1０日も）

（4日は15:00まで）
前売券：700円／当日券：800円

第 6回第 6回

in 水戸in 水戸全国梅酒まつり全国梅酒まつり

10:00～16:00

〈常磐神社境内〉

11:00～
11:30～
13:00～
18:00～

11:00～
11:30～
13:00～
18:00～

高校生野点茶会
弘道館公開講座
好文亭プロジェクションマッピング

10:00～
13:30～
18:00～

10:00～【日】

〈偕楽園 吐玉泉下〉

17（土）

第 17 回

水戸納豆早食い

世界大会

水戸納豆早食い

世界大会

偕楽園下
田鶴鳴梅林〈 〈

10:00～ 第72回観梅俳句大会〈歴史館 講堂〉25【日】25【日】

17【土】17【土】

10【土】10【土】

〈偕楽園 見晴広場〉※要呈茶料
〈偕楽園 梅林・見晴広場 他〉第71回大撮影会と写真コンテスト

野点茶会
観梅着物Day

いばらき
県産品まつり
いばらき
県産品まつり

10:00～13:00

10（土）

10:00～16:00
10:00～16:00
3（土）,4（日）2（金）,3（土）,4（日）

3【土】3【土】

〈偕楽園 見晴広場〉

〈弘道館 対試場〉

黄門様の台所黄門様の台所

〈千波湖畔 黄門像広場〉

この他にも
沢山の行事が
開催されるよ♪

この他にも
沢山の行事が
開催されるよ♪

偕楽園・弘道館 他偕楽園・弘道館 他
2/17【土】～3/31【土】2/17【土】～3/31【土】

漫遊バス催行
（3日・4日）

市内の観光施設を巡る
ボンネットバスを運行!

[無料/2ルート ]

4

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）

〈弘道館 正庁〉

毎週日曜日は
「観梅デー」

〈弘道館 正庁〉

〈偕楽園 見晴広場〉※要呈茶料
〈弘道館 正庁〉
（２４日も）

アニメ 続「刀剣乱舞ー花丸ー」
コラボイベント
アニメ 続「刀剣乱舞ー花丸ー」
コラボイベント

花丸遊印録
～梅の花舞う水戸の陣～
花丸遊印録
～梅の花舞う水戸の陣～

~25（日）

〈徳川ミュージアム他〉

〈偕楽園好文亭〉

43/1[木] [日]

３店分のスタンプを集めて
プレゼントをゲットしよう♪20182018

個性的で魅力あるお店が、新しい街歩きのストーリーを提案する「三店ものがたり」を開催します
問合せ 水戸商工会議所 (TEL 029-224-3315) http://mito.intecci.or.jp

ものがたりものがたり三店三店
スタンプラリー

水戸駅前商店会（029-221-2365） 水戸市商業・駐車場公社（029-257-6656）

４【日】４【日】 ～～ ～～

梅香径梅香径・・
うめ かおる みち 国体のPRタイム

もあるよ！

※都合により変更になる場合がございます

まちなかステージまちなかステージ

・村上真理子・守・盲導犬ギル
・AYAKA
・加藤万里奈
・三の丸小学校 吹奏楽
・北沢健

・村上真理子・守・盲導犬ギル
・AYAKA
・加藤万里奈
・三の丸小学校 吹奏楽
・北沢健

11:2011:20
・水戸商業高校 チア・ダンス部
・水戸工業高校 ブルービギナーズ
・AYAKA
・水戸第二中学校 吹奏楽
・オニツカサリー/ガウラーシー
・磯山純

・水戸商業高校 チア・ダンス部
・水戸工業高校 ブルービギナーズ
・AYAKA
・水戸第二中学校 吹奏楽
・オニツカサリー/ガウラーシー
・磯山純

１１【日】１１【日】11:0011:00

梅まつりに合わせて設置された梅の木と共に楽しんでください♪

場所：水戸駅北口ペデストリアンデッキ　【雨天中止】

会場：水戸芸術館コンサートホールATM【シンポジウム＆コンサート】

３（土） 要参加費
チケット発売中

～もっとみとれる水戸～
地域の芸術・文化の活性化を図り、水戸の魅力を感じてみませんか。

エンジン02エンジン02 in 水戸in 水戸

12:00～12:15
12:15～13:30
14:10～15:25
16:30～17:45

18:30～20:30
会場：ホテル テラス ザ ガーデン水戸」

エンジン02in水戸実行委員会事務局(TEL 029-291-3846)
※チケットの購入方法や詳細については、HPをご覧ください。

【交流パーティー】

エンジン02in水戸 交流パーティー
～ここだけの話～

開会式 主催者あいさつ
シンポジウム①「水戸人とはなにか？」 
シンポジウム②「芸術による未来の街づくり」
明治維新150年のひなまつりコンサート


