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ー皐月ー

日曜名画座「わが谷は緑なりき」 (14:10～) 《中央図書館》
水戸芸術館開館30周年事業 水戸室内管弦楽団 第103回定期演奏会 (28日も、18:30開場、19:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

東洋と西洋のコラボレーションによる祭典-箏・三弦・尺八・ヴァイオリン・歌の響宴- (14:00～) 《ザ・ヒロサワ・シティ会館》 ※要チケット、高校生以下無料

図書館俳句会[初級] (13:00～16:00) 《県立図書館》

話音絵=わおんかいBeBe(音のあるおはなし会) (11:00～11:30) 《中央図書館》

映画「ぼけますから、よろしくお願いします。」上映会 (10:00/14:00/19:00) 《ザ・ヒロサワ・シティ会館》 ※要チケット

就職応援セミナー (13:00～15:00) 《県立図書館》

織のワークショップ「きみも織物職人！」 (10:30～15:00) 《近代美術館》 ※小学校4年生～中学生対象、要申込み、要参加費
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》
アートタワーマーケット (11:00～14:00) 《芸術館広場》
茨城総合物産音楽フェスティバル2019 (26日も、10:30～20:00) 《千波湖ふれあい広場》

茨城県警察音楽隊「金曜コンサート」 (12:15～12:55) 《芸術館広場》

ぴんころ地蔵さんご縁日 (9:30～11:30) 《桂岸寺》

水戸植木まつり (～10日まで、8:30～18:00) 《千波公園ふれあい広場》
志村ふくみ展-滋賀県立近代美術館コレクションを中心に- (～6/2まで、9:30～17:00、月曜休館) 《近代美術館》 ※要入館料
【企画展】創作と対話のプログラム アートセンターをひらく第1期 (～6日まで、10:00～18:00) 《芸術館》 ※一部有料

図書館俳句会[中級] (10:00～16:00) 《県立図書館》
第7回♪水戸オカリーナフェスティバル (12:30～16:30) 《ザ・ヒロサワ・シティ会館》
プロムナード・コンサート EXTRA (12:30～13:15) 《芸術館》
水戸ホーリーホック×柏レイソル (14:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット

日比野克彦「明後日朝顔プロジェクト2019水戸」 (10:00～17:00) 《芸術館広場～京成百貨店》
第1回ミュージアムコンサート♪「春の輝き～グラスハープに魅せられて」 (11:00～11:30、14:00～14:30) 《近代美術館》
第55回 いばらき看護の祭典 (12:00～) 《ザ・ヒロサワ・シティ会館》
パイプオルガン・プロムナード・コンサート (12:00～12:30/13:30～14:00) 《芸術館》
ライブラリー講演会「63歳の親鸞－人生の再出発を目指して」 (14:00～16:00) 《県立図書館》

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》

第20回 水戸デザインプロジェクト (9:30～16:30) 《芸術館広場》
染のワークショップ「色の香り」 (10:00/13:00/15:00) 《近代美術館》 ※要申込み、要参加費
千波湖環境学習会 (13:00～15:00) 《千波公園》
三の丸寄席「時鳥寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》

くらしのお困りごと無料相談会 (16:00～19:00、18日は13:00～16:00) 《県立図書館》

子育てぽかぽか広場 (14日、21日、28日も、9:30～12:00) 《五軒小学校》

第74回小・中学生将棋大会 (11:00～17:00) 《京成百貨店》 ※要申込み

デゴフェス (6日も、10:00～15:00) 《千波公園デゴイチ展示場》
好文亭月釜[江戸千家] (10:00～15:00) 《偕楽園好文亭》 ※要呈茶料、好文亭入館料別
よろい・かぶと体験 (10:00～12:00) 《歴史館》 ※要申込み
第26回小・中学生オセロ達人戦 (11:00～16:00) 《京成百貨店》 ※要申込み
日曜歴史館「一橋徳川家の刀剣と刀装」  (14:00～15:30、9:30～整理券配布) 《歴史館》

パイプオルガン・プロムナード・コンサート ゴールデンウィークスペシャル (13:00～13:45) 《芸術館》

ゆうくんとマットさんの「カレーライスはこわいぞ」 (～6日まで) 《芸術館》 ※要チケット
第3回水戸市泉町ミニカーガレージセール 昭和レトロノスタルジックマーケット (～5日まで、10:00～16:00) 《石川ビル2号館特設会場》

【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
18:00～19:3029

18 （土）
（水）

コワーキングスペース水戸ワグテイル「５月のお知らせ」

　

見学＆無料体験会

クラウドファンディング相談会

※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

（日）
23（木）

３Ｄプリンター操作講習会
13:00～

　　　　26（日） 12:00/13:30/15:00/16:30/18:00

14:00～17:0025 （土）
　

みと創業
支援塾フォローアップセミナー

思い描いた事業を実現化するためのブラッシュアップをしませんか？
【講師／一般社団法人 起業支援ネットワークＮＩＣｅ  増田紀彦氏】

【定員30名、定員になり次第締切】

「FAAVO by CAMPFIRE つくば」代表の渡邉ゆりか氏による相談会！

12

初回無料
各回1名
予約優先

卒塾生・Wagtail月額会員/無料
一般/￥2,000　申込締切5/17(金)

【場所】偕楽園、千波公園、水戸市森林公園

★

問合せ　水戸観光コンベンション協会 (TEL 029-224-0441)

～5/12(日)

水戸市市制施行130周年記念 
第35回 水戸の 
水戸市市制施行130周年記念 
第35回 水戸の つつじまつり

9:00～15:00    観光漫遊バス～水戸のGW満喫編～
運行ルート/千波湖西駐車場→水戸駅南口→
徳川ミュージアム→植物公園→森林公園(折り返し)

10:00～15:00 《偕楽園》
●野点茶会【裏千家】
●水戸黄門漫遊一座との記念写真撮影

呈茶料 ￥300
5/3
(金･祝)

5/5(日･祝)
　6(月･休)

5/2(木･休)
～6(月･休)

10:00～16:00 肉メシバトル2019in水戸
《千波湖畔 黄門像前広場》 
  ワンコイン500円で自慢の一品を味わえます！

即位の日

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

振替休日

国民の休日

問合せ  県立図書館 (TEL 029-221-5569)

子ども読書フェスティバル子ども読書フェスティバル
５（日）10:00～15:30

パネルシアター
子ども向け映画上映13:00～14:40

10:30～15:30 スペシャルおはなしかい
おはなししつ

(受付1４：３０まで)

10:00～15:30 まちの保健室
エントランスホール

(本の修理体験教室)

親子で作ろう
クラフト教室

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
★展示・販売・体験コーナーもあります!

13:00～15:00

会議室

図書館前ロータリー付近【10:00～15:30】

会場：県立図書館会場：県立図書館

視聴覚ホール
10:30～11:15
11:30～12:00

マジックショー

県看護協会による健康チェック

・ギャラリー展示
・クイズラリー
・プチ司書体験も！

(受付11：３０まで)
◎大切な本を自分で直してみませんか？

入場無料

黄門様の常磐神社を彩る、心身満たす
奉納ライブ !! 歌姫たちの熱いライブや
おいしさ満載の飲食ブースが楽しめます。

ライブ：11:00～/13:40～/16:20～

２（木）11:00～19:00
月の祭り

八十八夜～初音～
月の祭り

八十八夜～初音～
【場所】常磐神社

雨天決行
【場所】常磐神社

雨天決行

第5回

問合せ　未来塾水戸（TEL 029-239-6595）

日時 内容 時間 会場

オープニングセレモニー 9:30～17(金)

いけばな展 9:30～18:0017(金)～19(日)

交響楽演奏会(第1部)26(日)

美術展覧会 第1期

◆…ザ・ヒロサワ・シティ会館 ★…芸術館 

問合せ 水戸市文化交流課 (TEL 029-291-3846)

14:00～

★

(※月曜休館)

(※19(日)は16:30まで)

水戸市市制施行 130 周年記念

★
吹奏楽演奏会 14:00～19(日) ♦

♦
26(日)～6/7(金) 9:30～18:00 ★

第 51 回 記念水戸市芸術祭
水戸市民の芸術文化活動の発表・観賞の場。今年も多彩なプログラムです。


