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Wagtail HP

水戸市南町3-3-35  http://wagtailmito.jp/
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運営：（一財）水戸市商業・駐車場公社　http://www.ravi.310.ne.jp/

ー霜月ー

勤労感謝の日

文化の日

振替休日

【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）

コワーキングスペース水戸ワグテイル「11月のお知らせ」

　

見学＆無料体験会

女性のためのお店づくりセミナー

※申込締切日…各開催日の3日前

【要申込み、
各回 定員１名】13:00～

受講料
￥1,000

（日）

３Ｄプリンター操作講習会

　　　　

30（土）

　

対象／起業をお考えの女性、実際に起業をしている女性
素敵なお店を作るには、いくつかのコツがあります。起業の心構えや
お店作りの基本、ワークショップを交えながら、一級建築士、そして
インテリアプランナーである「ono設計室」代表 小野剛さんに学びます。

10

13:30～15:30 【定員15名】

10:00～/13:00～（木）21

無料・要申込み

みと創業支援塾1日体験講座 詳しくは
裏面をご覧
ください！

12/7（土）13:30～16:00 【定員20名程度】
経営品質向上プログラムの熱き伝道師が特別講師に登場！

 

茨城大学地域連携講座「戦時期水戸における国家主義団体」 (14:00～15:30、9:30～整理券配布) 《歴史館》

[洋画]横須賀幸男展 (～1/26まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽藝文センター》

図書館俳句会[中級] (10:00～16:00) 《県立図書館》
水戸ホーリーホック×ファジアーノ岡山 (14:00キックオフ) 《Ksスタ》 ※要チケット
日曜名画座「グレンミラー物語」 (14:10～) 《中央図書館》

アートタワーマーケット (11:00～14:00) 《芸術館広場》
上原ひろみ Japan tour 2019 “SPECTRUM” in MITO (16:30開場、17:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

茨城ロボッツ×西宮ストークス (19:30～) 《アダストリアみとアリーナ》 ※要チケット

ACMファミリーシアター「イワンのばか」 (23・24日も、11:00/15:00、24日は11:00～) 《芸術館》 ※要チケット

日比野克彦「明後日朝顔プロジェクト2019水戸」収穫祭 (10:00～17:00) 《芸術館》
水戸市内の子どもたちによる演奏会 中学校合唱の祭典～芸術館で歌おう～ (第1部10:00、第2部14:30) 《芸術館》
女性のための「私にもできる！本気の起業」講座 (13:30～16:30) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み

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》

ラファウ・ブレハッチ ピアノ・リサイタル (18:30開場、19:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

ちょっと昔のあそび (14:00～15:30) 《歴史館》

大名庭園サミット公開シンポジウム (13:00～16:30) 《常陽藝文センター》 ※要申込み

千波湖スポーツフェスティバル・ふれあいのひろば (9:30～14:30) 《偕楽園公園四季の原》
プロムナード・コンサート EXTRA　(12:00～12:30、13:30～14:00) 《芸術館》
ライブラリーシアター「ハリー・ポッターとアズカバンの囚人」 (13:00～15:25) 《県立図書館》
水戸ホーリーホック×愛媛FC (14:00キックオフ) 《Ksスタ》 ※要チケット

わくわくどきどきウオークラリー (9:00～12:30) 《県青少年会館集合》 ※要申込み
2019年茨城県芸術祭美術展覧会 (～24日まで、9:30～17:00、月曜休館) 《近代美術館》 ※要入館料
水戸市の近現代建造物見学ウォーキング (13:00～16:00) 《歴史館正門前集合》 ※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》
茨城ロボッツ×広島ドラゴンフライズ (10日も、17:00～) 《アダストリアみとアリーナ》 ※要チケット

くらしのお困りごと無料相談会 (16:00～19:00、23日は13:00～16:00) 《県立図書館》

図書館俳句会[初級] (13:00～16:00) 《県立図書館》

三の丸こだまの会ボランティア法律相談室 (9:00～11:00) 《三の丸市民センター》 ※要申込み

映画会「ミツバチのささやき」 (13:30開場、14:00～15:40) 《中央図書館》
高山三智子ピアノ・リサイタル (15:30開場、16:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

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
パイプオルガン・プロムナード・コンサート (9・30日も、12:00～12:30/13:30～14:00、9日は11:00～11:30/12:30～13:00) 《芸術館》
ライブラリー講演会「小説の中の日本の近代-夏目漱石「門」と村上春樹「スパナ」の会話の効果」 (13:30～15:30) 《県立図書館》
日曜歴史館「水戸藩執政結城寅寿とその末裔たち」  (14:00～15:30、9:30～整理券配布) 《歴史館》

みんなのおすすめ本 (～9日まで、9:30～20:00、7日休館) 《中央図書館》
水戸ホーリーホック×モンテディオ山形 (15:00キックオフ) 《Ksスタ》 ※要チケット

歴史館いちょうまつり (～23日まで) 《歴史館》
特別展「大正の漫画家・山田みのる」 (～24日まで、9:30～16:45、入館は16:15まで、4日を除く月曜、5日休館) 《市立博物館》 ※要入場料
第59回水戸黄門まつりフォトコンテスト入賞作品展 「家庭の日」絵画、ポスターと作文展  (～6日まで、9:30～18:00、5日休館) 《芸術館》 
アートセンターをひらく 第Ⅱ期  (～1/26まで、9:30～18:00、入場は17:30まで、4日を除く月曜、5日休館) 《芸術館》 ※要チケット
磯崎新-水戸芸術館縁起-  (～1/26まで、9:30～18:00、入場は17:30まで、4日を除く月曜、5日休館) 《芸術館》 ※要チケット
いばラッキーのママ ミウラナオコ展 (～30日まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽史料館》

いばらき読書フェスティバル2019いばらき読書フェスティバル2019

10:00～10:45 開会行事
全国大学ビブリオバトル
特別講演会

10:45～12:00
13:30～15:30

10:30～15:30 スペシャルおはなし会
こどもとしょしつ

10:00～12:00
(受付11:30まで)

10:00～16:00 まちの保健室
館内探検ツアー11:00～12:00

エントランスホール

(受付10:30～11:00)

(本の修理体験教室)
クラフトで秋を楽しもう！

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
★蔵出し郷土希少本展示販売 などもあります!

会議室１・２視聴覚ホール

屋外ロータリー周辺 【10:00～16:00】 11:45～13:10
野外コンサート♪

水戸啓明高等学校Big Band部
ゆるキャラも登場します！

会場：県立図書館会場：県立図書館３ 10:00～16:00（日）

問合せ  県立図書館 (TEL 029-221-5569)

感謝フェスティバル感謝フェスティバル水戸市商店会

3 9:30～ 【会場】芸術館広場 ※小雨決行 

9:40
9:50

10:10
10:30
11:00
11:20

オープニング
セレモニー
ミニミニコンサート
スーパーサイエンスマジックショー
キッズダンスショー
フォークダンス

日

 遊びのコーナー

スーパーサイエンスマジックショー
お囃子
バトンダンスショー
ハワイアンフラダンスショー
ビンゴゲーム

12:00
12:30
13:10
13:30
14:00

 野菜詰め合わせ 9:30～整理券配布 / 10:30～配布開始

（1枚100円  先着500枚限定）

　射的・バルーンアート・輪投げ・オセロ等

水戸市市制施行130周年

問合せ　(一社)水戸市商店会連合会(TEL 029-225-9801)

Marché de Noël 2019

主催／マルシェ・ド・ノエル実行委員会
※詳しくはFacebook、Instagramで！場所／近代美術館前広場

～
水戸市を中心とした飲食店や洋服、
アンティークなどを扱っているお店が
クリスマスマーケットを開催します。
出展内容／お食事・ドリンク・小物
アンティーク・植物・ワークショップなど

雨天決行9:30～16:00 
15㈮   17㈰

問合せ　アートタワーマーケット実行委員会 029-350-9207

場所／水戸芸術館広場
時間／11:00～14:0023㈯ 

日用品や洋服などのリサイクル品、アマチュア
作家による雑貨が出品されるフリーマーケット
のほか、ステージイベントなども開催されます。

※雨天時は
　　回廊下で開催アートタワーマーケット


