
2018 年2018 年 ー如月ー

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/

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》
ハロー・ワールド展関連企画「ウィークエンド・ギャラリートーク」 (14:30～) 《芸術館》
水戸の新酒まつり (16:00～20:00) 《東照宮》

水戸市上映会「カメジロー」 (10:30～/14:00～/19:00～) 《県民文化センター》 ※要チケット
図書館で学ぼう！健康・元気アップ講座「ストレスと心血管病について」 (14:00～15:00) 《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「そして父になる」 (13:30～) 《県立図書館》

れっすんプロジェクト「自然な自分らしい歌声を学んでみよう！」 (10:30～/14:00～) 《芸術館》 ※要申込み、要受講料
水戸市内の子どもたちによるコンサート (笠原小学校、15:00～) 《芸術館》振替休日

第39回磯節全国大会 決戦会 (9:00開場、10:00開演) 《県民文化センター》 ※要入場券、小学生以下無料
水戸千波湖ロードレース大会 (9:10～) 《千波湖》 ※要申込み、要参加費
ってみる祭 (10:00～16:00) 《青少年会館》
水戸市内の子どもたちによるコンサート (新荘小学校、11:00～／三の丸小学校、15:00～) 《芸術館》
パイプオルガン・プロムナード・コンサート (13:00～、24日は12:00～/13:30～) 《芸術館》建国記念日

子育てぽかぽか広場 (13・20・27日も、9:30～12:00) 《五軒小学校》

赤ちゃんと一緒に美術館散歩 (3/2も、10:30～12:00) 《芸術館》 ※要参加費

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》
藤村実穂子 メゾ・ソプラノ・リサイタル (14:30開場、15:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

伝統芸能のススメ[落語] 柳家さん喬独演会 (14:00～) 《芸術館》 ※要チケット

第16回大手橋プラム・コンサート (13:00～) 《芸術館》
放送大学ライブラリー講演会「相思相愛の倫理学」 (14:00～16:00) 《県立図書館》

第28回悠悠映画塾 映画「しゃぼん玉」 (10:00～/14:00～) 《県民文化センター》 ※要チケット

伝統芸能のススメ[落語] 立川志の輔独演会 (18:30～) 《芸術館》 ※要チケット

「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》
クリテリオム93 益子梢子 (～5/6まで、9:30～18:00、月曜休館) 《芸術館》
社会環境向上研修会 (10:00～11:50) 《県水戸生涯学習センター》 ※要申込み
ハロー・ワールド展関連企画「トーク・シリーズ」 (13:30～、11日は16:00～、12日は14:00～) 《芸術館》
高校生のための水戸室内管弦楽団メンバーによる公開レッスン＆ミニコンサート (14:00開場、14:30開演) 《芸術館》 ※要整理券
三の丸寄席「梅見寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》

第10回記念 現代茨城作家美術展 (～12日まで、9:30～17:00、月曜休館) 《近代美術館》
[展示]ミシンキルト 長谷川幸子展 (～3/25まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽史料館アートスポット》
[洋画]野沢二郎展 (～3/30まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽藝文センター》
ちょっとお昼にクラシック「心を打つ、体に響くパーカッション！」 (13:00開場、13:30開演) 《芸術館》 ※要チケット

自然観察会［千波湖周辺に集まる冬の鳥たちを観察しよう！］ (9:30～12:00) 《千波公園》 ※要申込み、要参加費
合唱セミナー2018 (9:45開場、10:00～16:00) 《芸術館》 ※要チケット
好文亭月釜[裏千家] (10:00～15:00) 《偕楽園好文亭》 ※要呈茶料、好文亭入館料別
千波湖環境学習会［卵から孵化したサケの稚魚を桜川に放流しよう］ (13:00～15:00) 《千波湖親水デッキ》
日曜歴史館「佐藤進とその時代ー「仁」をつらぬいた名医の生涯ー」 (14:00～15:30) 《県立歴史館》 ※9:30～整理券配布

第16回読み聞かせコンクール (24日も、9:30～16:00) 《県立図書館》
千波公園整備計画に関する講演会 (10:00～11:30) 《市公園協会》
みと消費者市民 大学院公開講座 (13:30～15:00) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み
市民公開講座「自分らしく生き抜くためにその人らしさを守るために」 (13:30～16:30) 《駿優教育会館》 ※要申込み
いばらきサッカーフェスティバル (14:00～)  《K'sスタ》

※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》

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、月曜休館) 《近代美術館》
第22回水戸市民の集い・第48回交通安全市民大会 (13:30～) 《県民文化センター》

【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H Pをご覧ください。

18:00～19:30
10:00～11:3017

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

  7
（土）
（水）

8（木）, 15 （木）

事業計画書作成勉強会
【定員5名】
18:00～20:00  14（水），

無料
28（水）

コワーキングスペース水戸ワグテイル「2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。　

Wagtail Coupon
お得なクーポンを限定発売中！　

18:00～20:0021 （水） 【定員1０名】

学生無料キャンペーン 2/28まで
3ステップでスペース利用が4時間無料！
詳しくはスタッフまでお問い合わせ下さい。　

有効期限
3/31まで

女性のための
HOW TO 事業計画書2

創業をお考えの女性、実際に起業を
している女性が対象の勉強会です。 無料山路を登りながら

-第122回-

2/17【土】～3/31【土】

みとちゃん

会場 偕楽園・弘道館

水戸の

高校生野点茶会高校生野点茶会

みとちゃんお誕生会みとちゃんお誕生会

《偕楽園 見晴広場 ※要呈茶料》《偕楽園 見晴広場 ※要呈茶料》

10:00～15:0010:00～15:00

10:00～15:0010:00～15:00

10:00～15:00

10:30～11:30

11:00～12:00

10:00～15:00

10:30～11:30

11:00～12:00

《偕楽園 見晴広場》《偕楽園 見晴広場》

17【土】9:00～
梅まつり
開幕記念品プレゼント!

ま りつ梅

野点茶会

田谷の棒術

水戸のひな流し

野点茶会

田谷の棒術

水戸のひな流し

《偕楽園東門》《偕楽園東門》

17【土】・18【日】17【土】・18【日】

25【日】25【日】

24【土】24【土】

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）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）

第２観梅デー

第１観梅デー

2/17【土】～ 3/25【日】2/17【土】～ 3/25【日】

「花丸遊印録
　～梅の花舞う水戸の陣～」

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

武道演武武道演武《弘道館 対試場》《弘道館 対試場》

10:00～11:3010:00～11:30 ※数量限定※数量限定

《偕楽園 見晴広場 ※要呈茶料》

  《弘道館 対試場》

    《偕楽園 吐玉泉下》

《偕楽園 見晴広場 ※要呈茶料》

  《弘道館 対試場》

    《偕楽園 吐玉泉下》

明治維新150年記念明治維新150年記念

2/3( 土 )→ 3/４( 日 )

受講生募集中！

問合せ  水戸商工会議所（TEL 029-224-3315）
※一部、材料費などあり

開催10回記念シールラリー実施中

まなぶ、たべる、つくる、ぶんか、けんこう、きれい。
６つのカテゴリー講座が揃いました。
まちの個店による専門知識やプロの技術、
プロフェッショナル講師の有意義なセミナー
も開催。この機会にぜひご参加ください。

9:00～13:30
10:00～17:00

梅香径梅香径 まちなかステージまちなかステージ・・

うめかおる みち

２５【日】
11:00

11:40

12:20

13:10

14:30

11:00

11:40

12:20

13:10

14:30

【出店】【出店】
・吉久保酒造
・明利酒類
・森のシェーブル館
・ギャラリー葵
・JA なめがた

場所︓水戸駅北口ペデストリアンデッキ場所︓水戸駅北口ペデストリアンデッキ

問合せ  水戸駅前商店会（TEL 029-221-2365）

玄関口である水戸駅北口ペデストリアンデッキでのステージイベント！
大人気マスコットキャラクター、みとちゃんも遊びに来るよ！

南貮会

県立水戸第三高等学校 ダンス部

北沢 健

五軒小学校梅大使

藤井 ケイイチ・柴田 和貴

南貮会

県立水戸第三高等学校 ダンス部

北沢 健

五軒小学校梅大使

藤井 ケイイチ・柴田 和貴

[素読/合唱/吹奏楽][素読/合唱/吹奏楽]

[太鼓演奏][太鼓演奏]

MITO世界チョコレートフェスティバル
10:00-17:30 場所／京成百貨店 9(金)～12(月)1(木)～24(土)

《問合せ》同フェスティバル実行委員会（TEL 029-251-6477）

場所／県庁内10:00-17:00
世界のチョコレート販売
＆パネル展示

チョコレートピエスモンテ
職人によって制作された
「チョコレート工芸菓子」の展示を行います


