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全国定住自立圏構想推進シンポジウムin水戸 (13:00～17:00) 《ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸》 ※要申込み

第7回 すくすく育ていばらきっ子かるた大会 (10:30集合) 《京成百貨店》 ※要申込み
[小学生向けイベント]歴史館探検ツアー (13:30～15:30) 《県立歴史館》 ※要申込み

第45回水戸市新春たこあげまつり (10:00～14:30) 《偕楽園公園 四季の原》
名作を楽しむ会「漱石の女弟子たち～野上弥生子～」 (13:30～14:50) 《県立図書館》
SUGADAIRO PROJECT vol.2「秘境/魔境」 (18:00開場、18:30開演) 《芸術館》 ※要チケット

お店で使える！タブレット＆スマートフォン やってみようタブレット端末を使ったＰＯＳレジ・カード決済入門 (14:00～16:00) 《水戸商工会議所》 ※要申込み

[展示]全国の地方紙「新年号」展 (～2/5まで、平日9:00～20:00、土日祝日9:00～17:00、月曜日休館) 《県立図書館》
初天神祭 (11:00～) 《東照宮／水戸八幡宮》

くろばね朝市 (9:00～13:30) 《水戸協同病院駐車場内くろばねパーク》
第68回水戸小倉百人一首かるた大会 (10:00～17:00) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み、要参加費
サイトウ・キネン・オーケストラ ブラス・アンサンブル (13:30開場、14:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

水戸市新春親子オセロ大会 (10:00～15:00) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み
第4回美術館セミナー「変身アート？！身体をつくろう！」 (10:30～12:00) 《県近代美術館》
こども食堂 310[サンイチマル]食堂 (11:30～14:00) 《泉町会館》
行政資料講座「行政資料でたどる科学万博への歩み」 (13:30～16:00) 《県立歴史館》 ※要申込み
水戸市民吹奏楽団 第39回定期演奏会 (16:30開場、17:00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》

第34回 漫遊いばらきの味と技展 (～24日まで) 《京成百貨店》

[展示]「絵で伝えよう！わたしの町のたからもの」絵画展 (～22日まで、平日9:00～20:00、土日祝日9:00～17:00、月曜日休館) 《県立図書館》

千波湖環境学習会[渡り鳥観察] (13:00～15:00) 《千波湖好文カフェ前親水デッキ》 ※12:30～受付、先着順
十二単試着体験 (13:30～15:30) 《県立歴史館》 ※要申込み
放射線・原子力の基礎講座 (13:30～16:00) 《県水戸生涯学習センター》 ※要申込み

第21回 小・中学生オセロ達人戦 (10:30集合) 《京成百貨店》 ※要申込み
キミトジャグジー番外公演「誰が澤辺さんを殺したの？」 (15日も、13:00～/15:00～) 《アプラウド》 ※要チケット
繭玉奉献式「イイミミキケ行事」 (14:00～) 《水戸八幡宮》
三の丸寄席「松葉寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》

クリティカル・シンキング～考える力・伝える力を鍛える～ (27日も、19:00～21:00) 《Rememberホール》 ※要申込み

はねつき神事・破魔弓神事 (11:30～) 《水戸八幡宮》
水戸小倉百人一首 かるた初心者体験会 (13:00～16:00) 《みと文化交流プラザ》
ちょっと昔のあそび (13:30～15:30) 《県立歴史館》

はたちの献血 (10:00～12:00/14:00～17:00) 《水戸駅ビルエクセルみなみ6F 献血ルームMEET》
平成29年 水戸市成人の日式典 (11:00～12:30) 《芸術館広場》
日曜歴史館「知られざる名君・徳川治保・治紀－幕末水戸藩の原点－」 (14:00～15:30) 《県立歴史館》 ※9:30～整理券配布

新年祈祷[甘酒接待] (0:00～) 《東照宮》
新春特別祈願 (0:00～)／御本殿・御神木ライトアップ (～3日まで)／初日の出御来光清祓式 (6:50～)／
甘酒・コーヒー無料接待 (～3日まで、各日8:00～無くなり次第終了) 《水戸八幡宮》

箏曲奉奏[阿部社中奉仕] (11:00～) 《水戸八幡宮》

第69回 小・中学生将棋大会 (10:30集合) 《京成百貨店》 ※要申込み

湯清め神事 (14:00～) 《水戸八幡宮》

第28回 全国大美味展 (～11日まで) 《京成百貨店》

パイプオルガン・プロムナード・コンサート (11:00～) 《芸術館》
どんと祭[七草粥・お汁粉等] (14:00～) 《東照宮》

※イベントの詳細等につきましては、各主催団体様・各会場へ、直接お問い合わせ下さい。

※開催日程は変更になる場合がございます。

　詳しくは・・・ みとちゃん朝市 検索

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/

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

【Wagtailからのお知らせ】 12/29（木）～1/3（火）は休館致します。

【先着5名】 ※申込み優先

※祝日の場合は休みとなります。

　※要申込み（電話orメールでのお申込み）

創業・経営 無料相談
中小企業診断士による

◆毎週月曜日 10:00～11:30
18:00～19:30

14（土）

25（水）

12（木）,26（木）

見学＆無料体験会

3Ｄプリンター操作講習会

ワグテイルより1月のお知らせ

10:00～19:00

00:81-00:61）3（  00:51-00:31）2（  00:21～00:01）1（
受講料 \1,000

【各回 定員１名】

消防出初式消防出初式

問合せ  水戸市消防本部 消防総務課（TEL 029-221-0112）

消防職・団員の分列行進や、消防車両による千波湖への
一斉放水、女性防火クラブのパレード、はしご乗り演技

など、新春を飾る出初式を晴れやかに開催します

消防職・団員の分列行進や、消防車両による千波湖への
一斉放水、女性防火クラブのパレード、はしご乗り演技

など、新春を飾る出初式を晴れやかに開催します

・煙体験コーナー
・地震体験コーナー

※開催場所が千波湖畔から変更となりました。

・はしご車試乗体験
・消防車両展示 など...

【市民防災ふれあい広場】9:30～11:00頃

８ 9:00～10:40
場所：ケーズデンキスタジアム
　　　　　　　　　  第５駐車場

（日）

偕楽園「好文亭月釜」偕楽園「好文亭月釜」

「チャリティー更生保護新春茶会」

4（水）・5（木）

8（日）8（日）午前１０時～午後3時

午前１０時～午後3時

水戸観光協会（TEL 029-224-0441）

場所︓常陽銀行本店（南町２丁目）

場所︓偕楽園好文亭場所︓偕楽園好文亭

水戸市福祉総務課（TEL 029-232-9169）

※当日、会場に募金箱を設置いたしますので、

　ご協力を、お願いいたします。

無料

無料

※好文亭入館料別※好文亭入館料別

問

問

あけまして泉町！あけまして泉町！３（火）１０時～夕方
【場所】泉町会館

■新春恒例の鏡開き、餅つき
■振舞い餅、振舞い酒（無くなり次第終了）
■昔懐かしいあそび（オセロ、郷土かるた）

餅つきなど、新春ならではの魅力が盛り沢山の、昔ながらの
お正月を満喫できます♪ 皆で楽しく新年を迎えましょう！

問合せ  かわまた楽器店（TEL 029-221-8608）

元旦スポーツフェスティバル元旦スポーツフェスティバル

【初開放】

【初泳ぎ】

第32回
水戸市
第32回
水戸市

【初テニス】
水戸市総合運動公園

⑤青柳公園市民体育館

③青柳公園屋内プール
④小吹運動公園屋内プール

⑥水戸市立サッカー・ラグビー場

・バドミントン　・卓球
・インディアカ　・ ソフトバレー

※⑤・⑥は用具類の無料貸出あり
　（数に限りがあります）

問合せ  水戸市スポーツ振興協会事務局（TEL 029-225-6931）

①テニスコート（12面）
②第２テニスコート（5面）

 （日・祝）

※「元旦マラソン大会」は中止となりました。
　詳細につきましては、主催団体様へ
　お問い合わせください。


