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

ー水無月ー

第32回悠悠映画塾 映画「キューポラのある街」 (10:00～/14:00～) 《県民文化センター》 ※要チケット

ちょっとお昼にクラシック 宮本益光 (13:00開場、13:30開演) 《芸術館》 ※要チケット

近代女流文学研究会読書会 (13:00～16:00) 《県立図書館》

セレクトシアター「ミスティック・リバー」 (13:00～) 《県立図書館》 

図書館俳句会（初級） (13:00～16:00) 《県立図書館》

三の丸こだまの会ボランティア 法律相談室 (9:00～11:00) 《三の丸市民センター》 ※要申込み

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

映画「コスタリカの奇跡」上映会 (14:30/19:00) 《県民文化センター》 ※要チケット

千波湖環境学習会[「ビオトープ」を作ろう] (9:00～10:30、受付8:30～) 《千波湖ふれあい広場》
好文亭月釜[東阿部流] (10:00～15:00) 《偕楽園好文亭》 ※要呈茶料、好文亭入館料別
子ども体験プログラム「唐沢山城、沼尻古戦場、古河歴史博物館」 (10:00～12:00) 《歴史館》 ※要申込み、要参加費
アカペラフェスティバルin水戸2018 (11:00～17:00) 《芸術館広場》
大人のためのお話会 (14:00～15:30) 《中央図書館》 
千波湖環境学習会[外来種フィッシング] (14:30～16:00、受付13:30～) 《千波湖ふれあい広場》
磯山純アコースティックホールワンマンライブ「僕」 (14:30～) 《県民文化センター》 ※要チケット

いばらきおはなしの会 (15:00～16:00) 《県立図書館》
千波湖環境学習会[「ホタル」を観察しよう] (19:00～21:00、受付18:00～) 《偕楽園駅前駐車場集合》

開館30周年記念企画展「美術館へのおくりもの」 (～3日まで、9:30～17:00、月曜休館) 《近代美術館》 ※要入館料
水戸の風2018  (～14日・19日～7/8まで、9:30～18:00、月曜休館) 《芸術館》 
[陶芸]前野善樹展 (～17日まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽藝文センター》

茨城県警音楽隊 金曜コンサート (12:15～12:55) 《芸術館広場》

水戸の梅まつり「第71回大撮影会と写真コンテスト」入賞作品展 (～7/4まで、9:30～18:00、月曜休館) 《芸術館》
[日本画]太田圭展 (～8/19まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽藝文センター》

プロムナード・コンサート EXTRA (12:00～12:30/13:30～14:00) 《芸術館》
放送大学 ライブラリー講演会「『枕草子』の現代性」 (14:00～16:00) 《県立図書館》
水戸ホーリーホック×大宮アルディージャ (18:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット

ファミリースポーツフェスティバル (8:20～) 《総合運動公園》 ※要申込み、一部有料
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》
子ども体験プログラム「山城と石垣のまとめ」 (10:00～12:00) 《歴史館》 ※要申込み
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》
水戸でコーヒーを楽しむ会 (13:00～16:00) 《常陽藝文センター》 ※要参加費
大成女子高等学校吹奏楽部 第50回記念定期演奏会 (15:00～) 《県民文化センター》

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》
アートタワーマーケット (11:00～14:00) 《芸術館広場》
大人のための朗読会 「ホタルの熱」 (14:00～15:30) 《中央図書館》

第3回 茨城メロンメロンラン (9:00～) 《偕楽園公園》 ※要申込み
茨城肉バトル×世界のビール祭典 (10:00～15:00) 《千波湖黄門像広場》
パイプオルガン・プロムナード・コンサート (12:00～12:30/13:30～14:00、23日・30日も、23日は13:00～13:45) 《芸術館》
「言葉を読み解く方略ー俳句と万葉集を例としてー」 (14:00～15:30、13:50受付開始) 《県立図書館》
日曜歴史館「徳川斉昭再考②」 (14:00～15:30、9:30～整理券配布) 《歴史館》

二人芝居「家族熱」 (14:00開演) 《芸術館》 ※要チケット
三の丸寄席「雨垂寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》

※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》

9:00～13:30
10:00～17:00

【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】

☆詳細については、ワグテイルのHPをご覧ください。

10:00～11:30
18:00～19:3027

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）

  7（木）, ２1 （木）

事業計画書作成勉強会
【定員5名】 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」

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。　
18:00～20:00    6 （水），13（水）

就活セミナー

1 （金） 18:00～20:00

【定員２5名】　　無料

自分の天職ってなに？

仕事への悩みを解決するヒントになる
かもしれない、学生向けのセミナーです。　

みと創業支援塾

２ （土） 14:00～17:00

【定員３０名】　　要受講料

フォローアップセミナー

ビジネスプランをブラッシュアップ
するためのアドバイスを行います。　

主催・問合せ/マルシェドノエル実行委員会、他    029-243-5111(近代美術館)

場所／近代美術館
                             出展／野菜・パン・菓子

　　　　　古家具・雑貨・ワインなど

  ２（土）, ３（日）
9:30～16:30

旬の食材を使ったお料理や飲み物、和洋折衷
選りすぐりの商品の販売、「ル・カドー(おくりも
の)」に相応しい素敵なものを沢山集めました。

Le Cadeau
近代美術館企画展と連動したマルシェ

水戸市環境フェア2018

３(日) 10:00～16:00 千波公園ふれあい広場ほか

さかなクンのトークショー

世界湖沼会議のサテライト会場として、規模を拡大して開催！
環境や自然について、みんなで考えてみませんか？

11:00～12:00  (変更あり)

　問合せ 水戸市環境フェア実行委員会 事務局 029-224-1111

SENBAKO
Café 2018
SENBAKO
Café 2018

東京海洋大学客員准教授、大人気の
さかなクンが千波湖にやってくる！

資源物を持って
いくとプレゼントが
もらえるよ♪

千波湖のめぐみ

資源を回収します

  ２（土）, ３（日）
11:00～20:00
南岸の特設会場

楽しいイベント盛りだくさん！
★ワークショップ・クイズブース　★物販ブース　★おいしいもの出店　★ボート漕ぎ
★環境啓発劇　★環境学習会　★スタンプラリー　★自動車の展示　★バザー など

第44回 水戸のあじさいまつり
10(日)～7/1(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 029-224-1111)

オープニングセレモニー10(日) 10:00～13:00

格の市 in あじさいまつり23(土)  8:30～16:00

写真撮影大会24(日) 10:00～15:00
水戸黄門漫遊一座
　　  写真撮影サービス

野点茶会【石州流】17(日) 10:00～15:00

第37回 俳句大会

※俳句大会のみ、

　新荘市民センターにて開催　　

16(土) 高校生野点茶会【常磐大学高等学校】10:00～15:00

《会場》 《期間》

16(土)･17(日)
 9:00～17:00

             観光漫遊バス運行
　　　　　　　～あじさいの名所編～

明治維新
150年記念

第50回記念 水戸市芸術祭

水戸芸術館

県民文化センター

9:30～18:00

10:00～

問合せ  水戸市文化振興協議会事務局 (TEL 029-291-3846)

三曲各流演奏会

美術展覧会第2期

謡と仕舞の会

～14(木)

17(日)

19(火)

　～7/8(日)

第50回を迎える水戸市芸術祭。9部門、32プログラムという
多彩な内容をとおして、芸術の息吹を感じてみませんか。

民謡民舞大会

常陽史料館

10(日) 人形劇発表会 11:00／14:00 わんぱーく・みと

24(日)

◆月曜日休館

美術展覧会第1期
10:00～17:45

13:00～ 水戸芸術館

水戸芸術館9:30～18:00
常陽藝文センター10:00～17:45

合唱祭
10:00～ 水戸芸術館

◆月曜日休館

太
鼓
の

叩
き
手
募
集
！

黄門まつりを
盛り上げよう！

　南貮会 太鼓若連 (南町２丁目)　南貮会 太鼓若連 (南町２丁目)
TEL : 090-5339-5468 中村までTEL : 090-5339-5468 中村まで

　太鼓若連 (南町３丁目)　太鼓若連 (南町３丁目)

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


