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アートタワーマーケット (12:00～15:00) 《芸術館広場》

人形作家 矢部藤子展 (～7/17まで、10:00～17:45、月曜日休館) 《常陽史料館 アートスポット》

アカペラフェスティバル in 水戸 2016 (11:00～17:00) 《芸術館広場》
歴史館コンサート(14:00～15：00) 《県立歴史館》 ※要申込み

母の日

第41回「ちびっこ広場」 (9:30～15:30) 《偕楽園公園 四季の原広場》
パイプオルガン・プロムナード・コンサート (12:00～/13:30～) 《芸術館》

展示解説「くらしを読む」 （１１：００～/14:00～） 《県立歴史館》 ※要入館券
日本史のなかの学校ー学ぶ心と礼節の本源をたどるー (14:00～16:00) 《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》

第43回 茨城工芸美術展 (～24日まで) 《京成百貨店》

防災再考-茨城の災害史と民俗- (～29日まで、平日9:00～20:00、土日祭日9:00～17:00) 《県立図書館》

風の流れを知る方法～小さな風見鶏づくり～ （10:30～12:00/14:00～15:30） 《県近代美術館》 ※要チケット
水戸ホーリーホック×北海道コンサドーレ札幌 (13:00キックオフ) 《Ksスタ》

第32回 水戸のつつじまつり (～8日まで) 《偕楽園・千波公園・森林公園》
こいのぼりまつり (～8日まで) 《水戸駅北口ペデストリアンデッキ》
サテライトミュージアムーくらしの中の動物ー (～8日まで、平日9:00～20:00、土日祭日9:00～17:00) 《県立図書館》
田中功起 共にいることの可能性、その試み (～15日まで、9:30～18:00) 《芸術館》
プロムナード・コンサート EXTRA (12:00～/13:30～) 《芸術館》
茨城高等学校・中学校 大成女子高等学校ジョイントコンサート (13:00～) 《県民文化センター》
天までとどけ！ゲタ飛ばし大会 (13:30～15:00) 《県近代美術館》 ※要申込み
日曜歴史館「二宮金次郎の生き方と思想・実践」 (14:00～15:30) 《県立歴史館》 ※9:30～整理券配布

オートマタ堀江出海展 「解説・実演」 (14:00～) 《常陽史料館アートスポット》
オスペンギン 茨城をもっと好きになろうライブ VOL.2 (19:00～) 《南町3丁目 ハーモニーホール》 

女声コーラス「コール道」 母の日コンサート (13:00～/15:00～) 《京成百貨店》

〈母の日企画〉ママさんバンドコンサート (13:00～/15:00～) 《京成百貨店》
水戸ホーリーホック×ギラヴァンツ北九州 (13:00キックオフ) 《Ksスタ》

第68回 小・中学生将棋大会 (集合10:30) 《京成百貨店》 ※要申込み
パイプオルガン・プロムナード・コンサート 子どもの日スペシャル (13:30～) 《芸術館》
映画「くもりときどきミートボール」 (14:00～16:00) 《県近代美術館》

第20回 小・中学生オセロ達人戦 (集合10:30) 《京成百貨店》 ※要申込み
飴細工師 花輪茶之介さんの飴細工実演 (12:00～) 《芸術館》
水戸女子高等学校 吹奏楽部「第１２回 定期演奏会 Ｓｐｒｉｎｇ Ｃｏｎｃｅｒｔ」 (13:30～) 《県民文化センター》

ゆうくんとマットさんの「くものすおやぶん とりものちょう」 (～8日まで) 《芸術館》
第6回 すくすく育て いばらきっ子かるた大会 (集合10:30) 《京成百貨店》 ※要申込み

7日(土)・14日(土)

9:00-12:00 ※小雨決行

-農産物直販-

  四季の広場
 

茨城総合物産音楽フェスティバル2016 (10:00～20:00、開場9:00) 《千波湖ふれあい広場》 ※要チケット
　　FOOD 県内グルメが大集合！[約40店舗] フードエリア入場無料 
パイプオルガン・プロムナード・コンサート (12:00～/13:30～) 《芸術館》
茨城大学地域連携講座「板谷波山と茨城の陶芸」 (14:00～16：00) 《県立歴史館》 ※9:30～整理券配布
三の丸寄席「菖蒲寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

　　　　　 Co-working space MITO Wagtail
　　　　　　　　   ［コワーキングスペース水戸 ワグテイル］

　　　　　　　　   〒310-0021 水戸市南町３－３－３５

TEL 297-2770　FAX 297-2771　http://wagtailmito.jp/

　　　　運営：一般財団法人 水戸市商業・駐車場公社

共有オフィススペースとして、新しい働き方を
実践できる場です。利用する方々のスタイルに
合わせて、利用方法が選べます。
お気軽にお問い合せください。ご見学もどうぞ♪

OPEN 9:00-20:00
日・祝日 年末年始 定休

『3Dプリンター操作講習会』

12(木)

19(木)

26(木)

21(土)
①10:00～12:00
②13:00～15:00
③16:00～18:00

10:00 ～ 11:00
無料／先着５名　※要申込み

受講料￥1,000  ※要申込み

※お問合せ・お申込みについては、
ワグテイル HP をご覧いただくか、
お電話にてお問い合わせください。

ワグテイル ５月のお知らせ

『Wagtail 見学＆体験会』
—各日 3回ずつ—

共有オフィススペースとして、新しい働き方を

第48回 水戸市芸術祭
市民の皆さんが、さまざまな芸術文化活動の成果 を発表する

水戸市芸術祭。文化都市・水戸の芸術の息吹を感じてみませんか。

日時 内容 時間 会場

オープニングセレモニー
吹奏楽演奏会

13:20～13:50　◆
14:00～16:00　◆

会場

5(木)

交響楽演奏会(第1部) 14:00～16:00　◆　8(日)

民謡民舞大会 10:30～17:00　◇28(土)

茶会 9:30～15:00　★29(日)
◆…県民文化センター大ホール ★…みと文化交流プラザ
◇…県民文化センター小ホール

問合せ 水戸市文化交流課 (TEL 029-291-3846)

風の流れを知る方法～小さな風見鶏づくり～ （10:30～12:00/14:00～15:30） 《県近代美術館》 ※要チケット
水戸ホーリーホック×北海道コンサドーレ札幌 (13:00キックオフ) 《Ksスタ》

オートマタ堀江出海展 「解説・実演」 (14:00～) 《常陽史料館アートスポット》
オスペンギン 茨城をもっと好きになろうライブ VOL.2 (19:00～) 《南町3丁目 ハーモニーホール》 

茨城総合物産音楽フェスティバル2016 (10:00～20:00、開場9:00) 《千波湖ふれあい広場》 ※要チケット

茨城大学地域連携講座「板谷波山と茨城の陶芸」 (14:00～16：00) 《県立歴史館》 ※9:30～整理券配布

子ども読書フェスティバル
１０：００～１５：３０

－会場－
茨城県立図書館

主催  茨城県立図書館 (TEL 029-221-5569)

◆映画上映

13:00～「トム＆ジェリー」
13:30～「忍たま乱太郎」

◆子どもわくわく講座
(10:30～12:00)(10:30～/13:30～)

(10:30～15:30)

◆まちの保健室

◆おはなしかい

etc...

その他にも、

◆ギャラリー展示

◆本のお医者さん
  [本の修理体験教室]

(10:00～12:00)

(10:30～/13:00～)

◆親子で作ろう
　　 クラフト教室

視聴覚ホール(2F)1Fのイベント
会議室(3F)

◆館内探検ツアー

古本フリーマーケットや飲食コーナー、
展示・販売・体験コーナーなども開催します♪

etc...

◆ギャラリー展示

５(木・祝)

母の日

〈母の日企画〉ママさんバンドコンサート (13:00～/15:00～) 《京成百貨店》

パイプオルガン・プロムナード・コンサート 子どもの日スペシャル (13:30～) 《芸術館》

子ども読書フェスティバル －会場－

水戸のラーメンまつりⅡ水戸のラーメンまつりⅡ
～炎のラーメンウィーク～

10:00～19:00 ラストオーダー

会場 ： 千波公園 千波湖西駐車場

ラーメンチケット

１杯 
７５０円

※最終日のみ18:00まで  ※雨天決行・荒天中止

～炎のラーメンウィーク～

ラストオーダー

茨城初上陸のお店や
特製コラボラーメンも！

主催  一般社団法人 水戸観光協会 (TEL 029-224-0441)

３（火・祝）～８（日）

・ 灼熱のライブパフォーマンス !!
・ おいしさ満載の飲食店ブース !!
・ 楽しみいっぱいの特設ブース !!

水戸黄門様の常磐神社でゴールデンウィークを彩る、
おなかも心も満たされる奉納ライヴ。

八十八夜～初音～月の祭

常磐神社

◆雨天決行◆

常磐神社

入場
無料

第２回 

11:00～
14:00～
17:00～

【ライブ】

常磐神社・未来塾水戸
(TEL 029-239-6595)主催

1(日) １１：００～20:00

あおぞらクラフトいち  水戸

10:00～17:00
at 水戸芸術館広場

雨天
決行，

主催  水戸デザインフェス実行委員会 (TEL 029-255-6026)

～魅力的な作家・作品・感性と出会える２days～

20軒以上の
飲食店による

「あおぞら食堂」



１(日)
５/4

30(土)/
100を越える
作家の展示販売

etc...
盛り沢山♪

ワークショップ
アコースティックLIVE
DJパフォーマンス


