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10:00～ 開会行事
全国大学ビブリオバトル
特別講演会

10:45～12:15
13:30～15:00

10:30～15:30 スペシャルおはなし会
こどもとしょしつ

13:00～15:00
(受付14:30まで)

10:00～15:00 まちの保健室
館内探検ツアー11:00～12:00

エントランスホール

(受付10:30～11:00)

(本の修理体験教室)
クラフトで秋を楽しもう！

本のお医者さん10:00～12:00

★古本フリーマーケット ★飲食コーナー
★ジャグリングショー＆体験 などもあります!

会議室１・２視聴覚ホール

屋外ロータリー周辺 【10:00～15:30】 11:45～13:10
野外コンサート♪

石神小学校ジャズバンド部
水戸啓明高等学校Big Band部

会場：県立図書館会場：県立図書館４ 10:00～15:30（日）

問合せ  県立図書館 (TEL 029-221-5569)

2018 年2018 年 ー霜月ー

コワーキングスペース水戸 ワグテイル

Wagtail HP

水戸市南町3-3-35  http://wagtailmito.jp/
TEL 029-297-2770  FAX 029-297-2771
営業時間 9:00~20:00

運営：（一財）水戸市商業・駐車場公社　http://www.ravi.310.ne.jp/

[洋画]武石堯展 (～2/3まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽藝文センター》

図書館俳句会（中級） (10:00～16:00) 《県立図書館》
朗読と邦楽による華物語り (開場13:00、開演13:30) 《護国神社》 ※要チケット

アートタワーマーケット (11:00～14:00) 《芸術館広場》
みと歴史講座「石河明善日記に見る明治維新」 (13:30～15:00) 《市立博物館》 ※要申込み

エクセルてづくり市 (24日も、10:00～17:00) 《エクセル本館正面入口・みなみ正面入口》
紅葉狩りウオーク＆偕に楽しむ集い (10:00～) 《偕楽園》
発掘！いばらき県央おいしい手土産品評会2018 (13:00～16:00) 《三の丸ホテル》
茨城の演奏家による演奏会 田中宏明ピアノ・リサイタル (15:00～) 《芸術館》 ※要チケット

図書館で学ぼう！健康・元気アップ講座「インフルエンザについて」 (14:00～) 《県立図書館》

歴史館コンサート 明治150年記念ピアノコンサート (13:30～、14:30～) 《歴史館》 ※要申込み

よろい・かぶと体験 (10:00～12:00) 《歴史館》 ※要申込み
中学校合唱の祭典 (10:00～/14:30～) 《芸術館》
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「行動分析学から見た『言葉の力』」 (14:00～16:00) 《県立図書館》
ACMファミリーシアター「イワンのばか」 (～25日まで) 《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》
健康チェックの日 (14:00～16:00) 《食と農のギャラリー葵》

セレクトシアター「ブタがいた教室」 (13:00～14:50) 《県立図書館》 

ちょっと昔のあそび (13:30～15:30) 《歴史館》 

パイプオルガン・プロムナード・コンサート (12:00～/13:30～、24日は11:00～/12:30～) 《芸術館》
ライブラリーシアター「アルプスの少女ハイジ アルムの山」 (13:15～14:45) 《県立図書館》 
水戸ホーリーホック×FC岐阜 (14:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット
日曜名画座「桑港(サンフランシスコ)」 (14:10～) 《中央図書館》

横山大観生誕150年記念セミナー (9:00～11:15) 《城東小学校》 ※要申込み
BOOK倶楽部三の丸 (17日も、10:00～11:30) 《県立図書館》
プロムナード・コンサートEXTRA (12:00～12:45) 《芸術館》
女性のための「私にもできる！起業 本気編」起業成功のためのヒントとTALK＆TALK (13:30～16:30) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み
ウィークエンド・ギャラリートーク (～1/20の毎週土日、14:30～) 《芸術館》 ※要入場料
茨城ロボッツ×Fイーグルス名古屋 (18:00～、11日は17:00～) 《青柳公園市民体育館》 ※要チケット

0歳からのわくわくオルガン★コンサート (10:30～11:30、10日は10:30～11:30/13:30～14:30) 《芸術館》 ※要チケット

歯医者さんの子育て講座 (10:00～11:30) 《わんぱーく・みと》 ※要申込み

子育てぽかぽか広場 (20・27日も、9:30～12:00) 《五軒小学校》

明治維新150年記念「水戸学の道」スペシャルウオーク (9:00～) 《水戸城跡周辺》
水戸市商店会感謝フェスティバル (9:30～15:00) 《芸術館広場》
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
水戸ホーリーホック×ヴァンフォーレ甲府 (13:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット
日曜歴史館 明治150年関連シリーズ「香川敬三と明治の水戸藩士-維新をめぐる勝者と敗者-」 (14:00～15:30、9:30～整理券配布) 《歴史館》

十二単試着体験 (13:30～15:30) 《歴史館》 ※要申込み

水戸の菊花展 (～15日まで、9:00～15:30、最終日は12:00まで) 《県三の丸庁舎》
弘道館講座「弘道館の孔子廟と釈奠」・論語素読」 (10:00～11:30) 《弘道館》 ※要入館料
図書館俳句会（初級） (13:00～16:00) 《県立図書館》

勤労感謝の日

文化の日

場所／偕楽園公園四季の原
           

  23（金 ・ 祝）～25（日） 10:00～19:00
※25日は17:00まで

水戸のラーメンまつりⅣ
日本一のラーメン屋が全国から大集合！

入場無料

ラーメン1杯

800円！

大人気イベントが今年も開催！
県外9店と県内3店の他、地元酒造やB級グルメも出店。
特設ステージではバンド演奏も楽しめます。
水戸のラーメンまつりオフィシャルサイト／http://fes.mito-ramen.jp/

15
観光と物産展

(木)～

明治維新150年記念 姉妹･親善都市と
交流都市の

20(火)

水戸市と深い繋がりのある都市の特産品が一堂に集まります。
また、それぞれのまちの自然や文化、観光名所を紹介します。

問合せ 親善都市の観光と物産展実行委員会事務局（029-232-9189）

記念品プレゼント！
来場者に各都市の記念品を差し上げます。
(10:00～、各日300個、なくなり次第終了)

15日はご当地キャラも

遊びに来るよ！

場所／京成百貨店（泉町１）
10:00～19:３0 ※2０日は17:00まで

～開館9:30
　（入館は16:30まで、月曜日休館）

17:00231 （金・祝）（木）

13日の県民の日は入館無料13日の県民の日は入館無料

問合せ  県立歴史館（TEL 029-225-4425）

コンサート・フォトスタンプラリー
ワークショップなど、期間中は
イベントが盛りだくさんです。

ライトアップ時は混雑が予想されます
ので公共交通機関をご利用ください。

9（金）

10（土）

スペースラッピング・灯りのステージコンサート・水府提灯彩りアート

プロジェクションマッピング・キャンドルナイト・灯りのステージコンサート

プロジェクションマッピング・いちょう並木イベント(10:00～15:00)

茨城県民の日イベント(10:00～15:00)

11（日）

13（火）

9日は18:30～点灯式9日は18:30～点灯式

いちょう並木ライトアップいちょう並木ライトアップ
（金）9 （火）13 ～17:１５ 20:１５

歴史館いちょうまつり歴史館いちょうまつり

【先着5名】※お申込み優先

※申込締切日…各開催日の3日前

【各回 定員１名】

☆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

10:00～/13:00～ 受講料
￥1,000

10
（水）
（土）

  11（日）
22（木）

無料・要申込み

コワーキングスペース水戸ワグテイル「11月のお知らせ」

【定員5名】　　
7 （水） ・

　
事業計画書作成勉強会
少人数制で基礎から学べる勉強会　

３Ｄプリンター操作講習会 見学＆無料体験会
13:00～

21（水） 18:00～20:00

みと創業支援塾チャレンジショップ
～本気で夢をカタチにする～inワグテイル

10（土） 15:00～18:00
入場無料・時間内出入自由

事業のブラッシュアップを図るため、目に見える形での【実践型プレゼン】を行います。どなたでも見学可！　

・誰でもできる！簡単ホームページ作成講座
・地方で起業するとは？vol.5

この他にも多種多様な
セミナーが行われます！ スタッフまでお問い合せ下さい

みと創業支援塾1日体験講座 詳しくは裏面をご覧ください！


