
2019 年2019 年 ー如月ー

-第123回- 2/16【土】～3/31【日】

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

梅まつり開幕記念セレモニー
オープニングスペシャルステージ「和」
梅まつり開幕記念セレモニー
オープニングスペシャルステージ「和」

《偕楽園 見晴広場 ※要呈茶料》《偕楽園 見晴広場 ※要呈茶料》

9:00～15:009:00～15:00

10:00～15:0010:00～15:00

《偕楽園 見晴広場》《偕楽園 見晴広場》

16 【土】16 【土】 24 【日】24 【日】

23 【土】23 【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

2/16 【土】～

　　　　 3/24 【日】

2/16 【土】～

　　　　 3/24 【日】

「花丸遊印録
スタンプラリー
　～梅咲き誇る春舞台～」

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

みとちゃんお誕生会 〈ゆるキャラ国体〉みとちゃんお誕生会 〈ゆるキャラ国体〉
10:00～15:0010:00～15:00

《偕楽園 見晴広場》《偕楽園 見晴広場》

16 【土】・ 17 【日】16 【土】・ 17 【日】

水戸の新酒まつり水戸の新酒まつり
《東照宮境内》《東照宮境内》

15:00～19:3015:00～19:30

野点茶会野点茶会
10:00～15:0010:00～15:00

《偕楽園 見晴広場 ※要呈茶料》《偕楽園 見晴広場 ※要呈茶料》

光の散歩道光の散歩道
日没～21:00日没～21:00

《偕楽園》《偕楽園》

2/23 【土】～ 3/21 【木 ・ 祝】2/23 【土】～ 3/21 【木 ・ 祝】

ま りつ梅
遊びに来てね！

問合せ  水戸市民俗芸能団体協議会(029-227-6688)

場所／芸術館　入場無料
           

第一部／10:30～12:40【広場、雨天時はエントランスホール】
第二部／13:30～15:30【ACM劇場】

  24 （日）

民俗芸能を継承してきた水戸市内の団体が
一堂に会し、いにしえの技の数々を紹介します。

水戸市郷土民俗芸能のつどい第17回

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/

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》
親子でエンジョイ！県立図書館「民話を聞こう」 (14:00～15:00) 《県立図書館》
第3回美術館アカデミー「近代フランス絵画の革新と伝統-クールベとモネ」 (14:00～15:30) 《近代美術館》 
水戸市内の子どもたちによるコンサート 水戸市立三の丸小学校吹奏楽部演奏会 (14:30開場、15:00開演) 《芸術館》
茨城ロボッツ×青森ワッツ (17:00～、24日は14:00～) 《青柳公園市民体育館》 ※要チケット

図書館俳句会（中級） (10:00～16:00) 《県立図書館》
ベビー・キッズ わくわく観賞会 (10:30～11:30/13:30～14:30) 《近代美術館》 ※要申込み、小学生以上は要チケット

第18回寺子屋サルーン 人とつながる場所づくりと活動参加の仕組み (13:00～15:00、受付12:30～) 《三の丸庁舎2F》 ※要申込み
第2回美術館アカデミー「横山大観、中村彝…と20世紀」 (14:00～15:30) 《近代美術館》 
放送大学ライブラリー講演会「元気に過ごせる生活の秘訣とは？～免疫力を維持するために日常生活でできること～」 (14:00～16:00) 《県立図書館》
河原忠之の水戸de Opera!カルメン～フランス音楽への誘い～ (15:30開場、16:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

第40回記念 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》 ※要チケット、大学生以下無料
ACM劇場平成30年度朗読スタジオ「声のギャラリー」 (10:30～/15:00～) 《芸術館》 ※要チケット
千波湖環境学習会[卵からふ化した「サケ」の稚魚を桜川に放流しよう] (13:00～15:00、受付12:30～) 《千波湖親水デッキ》
水戸市内の子どもたちによるコンサート 水戸市立常磐小学校吹奏楽演奏会 (14:30開場、15:00開演) 《芸術館》

合唱セミナー2019 (10:00～16:00) 《芸術館》 ※要チケット
日曜名画座「嘆きの天使」 (14:10～) 《中央図書館》

第23回水戸市民の集い・第49回交通安全市民大会 (13:30～) 《県民文化センター》

観梅！偕楽園ジオツアー～春の香りを楽しもう～ (9:30～14:00) 《千波公園黄門像広場》 ※要申込み、要参加費
水戸市内の子どもたちによるコンサート 水戸市立笠原小学校金管バンド部演奏会 (14:30開場、15:00開演) 《芸術館》

第40回悠悠映画塾 映画「あん」 (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「小栗まち絵と仲間たち」 (13:00開場、13:30開演) 《芸術館》 ※要チケット
食善く講座 (22日も、13:30～15:00) 《市役所新庁舎4階》 ※要申込み

いばらきねんりん文化祭 わくわく美術展 (～21日まで、9:30～16:00、最終日は～12:00) 《県民文化センター》
近代女流文学研究会読書会 (13:00～16:00) 《県立図書館》

図書館で学ぼう！健康・元気アップ講座「鉄欠乏性貧血について」 (14:00～15:00) 《県立図書館》

骨董・蚤の市「格の市」 (8:30～15:00) 《桂岸寺・保和苑》 
開館30周年記念 茨城県近代美術館名品展 (～3/24まで、9:30～17:00、2/12休館) 《近代美術館》 ※要入館料
講演会「御三家水戸藩の光と影」 (10:00～11:30、受付9:30～) 《常陽藝文センター》
第28回外国人による日本語スピーチコンテスト (13:00～16:30) 《県民文化センター》
三の丸寄席「恵方寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》

図書館俳句会（初級） (13:00～16:00) 《県立図書館》

子育てぽかぽか広場 (12・19・26日も、9:30～12:00) 《五軒小学校》
接遇力・提案力向上セミナー (9:30～16:30、受付9:00～) 《市役所新庁舎4階》 ※要申込み

好文亭月釜[表千家] (10:00～15:00) 《偕楽園好文亭》 ※要呈茶料、好文亭入館料別
県民公開講座 (10:00～12:00/13:30～15:30) 《水戸プラザホテル》 ※要申込み
パイプオルガン・プロムナード・コンサート (23日も、12:00～12:30/13:30～14:00、11日は18:00～18:45) 《芸術館》
第14回茨城大学人文社会科学部 地域史シンポジウム「茨城における戦争の記憶とその継承」 (12:30～17:00) 《茨城大学》
大人のためのお話会「雛」 (14:00～15:30、開場13:30) 《中央図書館》
日曜歴史館 明治150年関連シリーズ「明治期の茨城県知事とその治績」 (14:00～15:30、9:30～整理券配布) 《歴史館》

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

講演会「徳川斉昭に選ばれた景勝地－偕楽園と千波湖－」 (10:00～) 《水戸市公園協会》
水戸市内の子どもたちによるコンサート 第17回プラムコンサート (12:30開場、13:00開演) 《芸術館》 
市民公開講演会「笑って考えよう、仕事のこと、家庭のこと、未来のこと」 (14:00～15:30) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み
茨城ロボッツ×信州ブレイブウォリアーズ (17:00～、3日は14:00～) 《青柳公園市民体育館》 ※要チケット

切り絵ワークショップ「梅の香りに誘われて」 (27日も、13:00～15:00) 《常陽史料館》 ※要申込み、要参加費

建国記念日

【先着5名】※お申込み優先

☆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
18:00～19:3020

９ （土）
（水）

【定員5名】 無料

コワーキングスペース水戸ワグテイル「2月のお知らせ」

　

事業計画書作成勉強会
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。　

見学＆無料体験会

地方で起業するとは？vol.8 16（土） 要参加費

※申込締切日…各開催日の3日前

【各回 定員１名】
10:00～/13:00～ 受講料

￥1,000

  10（日）
21（木）

３Ｄプリンター操作講習会
13:00～

ワグテイル人気トークイベント。今回のゲストは片倉廉氏です。　　　　
13:00～14:45《トークイベント》、15:00～16:30《懇親会》

18:00～20:00    13（水），27（水）

1日でニュースライター
デビュー講座

10:00～19:002 （土） 要参加費
水戸経済新聞×つくば経済新聞による初企画！　

冬のクラウド
ファンディング祭り

14:00～17:303 （日） 要参加費
プロジェクトのオーナーが一堂に会するお祭り！　

MITO世界チョコレートフェスティバル
7(木)～10(日)

《問合せ》世界チョコレートフェスティバル実行委員会（TEL 029-251-6477）

場所／茨城県庁2階特設会場
10:00-17:00
世界のチョコレート販売＆パネル展示
チョコレートイベント
チョコレートレシピコンテスト・食べ
比べ園遊会・ロールケーキ作り体験教室

10(日)
大人気！
NEVA GIVE UP
コンサート開催！

2/２( 土 )→ 3/３( 日 )

受講生募集中！

問合せ  水戸商工会議所（TEL 029-224-3315）

まちの個店は専門家の集まり。

ためになる専門知識やプロの技術を

お教えします。普段は聞く事のできない

耳よりな情報が満載です。※一部、材料費などあり

83


