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1(土)・8(土)

四季の広場 -農産物直売-《芸術館広場》

9:00～12:00 ※小雨決行

月

第1回 水戸黄門漫遊マラソン (9:00～) 《水戸市内のコース》
HALLOWEEN PARTY IN MITO (12:00～17:00) 《京成百貨店・水戸中心市街地各協力店》

水戸室内管弦楽団 第97回定期演奏会 (18:30～、30日は14:00～) 《芸術館》 ※要チケット

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

茨城県立産業技術短期大学校・産業技術専門学院紹介展 (～30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》

第42回 水戸の菊花展 (～11/15まで) 《三の丸庁舎前広場》

パイプオルガン・プロムナード・コンサート2016 (11:00～/12:30～) 《芸術館》
水戸ホーリーホック×京都サンガF.C. (13:00キックオフ) 《Ksスタ》

アートタワーマーケット (12:00～15:00) 《芸術館広場》
千波湖環境学習会[植物収穫] (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

第49回 水戸の萩まつり 児童写生会作品展 (～11/4まで、9:30～18:00、月曜日休館) 《芸術館》
健康チェックの日 (14:00～16:00) 《食と農のギャラリー葵》

第24回 千波中学校合唱祭 (12:30～) 《県民文化センター》

MOA美術館茨城県児童作品展 (～23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》

水戸学講座 大日本史完成百十年「大日本史の真意」 (10:00～12:00) 《常磐神社》
第54回 あひる会合唱団定期演奏会 (13:30開場、14:00開演) 《芸術館》 ※要チケット
茨城県警察音楽隊プロムナードコンサート (14:00～) 《千波湖畔水戸黄門像前広場》
水戸ホーリーホック×横浜FC (16:00キックオフ) 《Ksスタ》

体育の日

第1回 格の市[骨董・蚤の市] (7:30～15:00) 《谷中二十三夜尊桂岸寺・保和苑》
パイプオルガン・プロムナード・コンサート2016 (12:00～/13:30～) 《芸術館》
女性のための「私にもできる！起業 ステップアップ編」 (13:30～16:30) 《みと文化交流プラザ》 要申込み
りゅーとぴあ発 物語の女たちシリーズ第11弾「白い犬とワルツを～私は白い犬～」 (14:30開場、15:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

第11回 北海道の物産と観光展 (～19日まで) 《京成百貨店》

懐しい県内の街並みと古民家のスケッチ画展 (～16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》

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開始) 《芸術館》 ※無料、要入場券

講座「弘道館医学館について」 (13:30～15:30) 《弘道館》 ※要申込み、入館料別
イザベル・ファウスト[ヴァイオリン]＆クリスティアン・ベザイデンホウト[チェンバロ] (14:30開場、15:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

特別展Ⅰ「三昧塚古墳とその時代」 (～11/23まで、9:30～17:00、入館は16:30まで、月曜日休館) 《県立歴史館》 ※要入館料
放送大学ライブラリー講演会「今アメリカで何が起こっているのか？－アメリカの大統領選挙」 (14:00～16:00) 《県立図書館》
三の丸寄席「紅葉寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》

第56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 (9:30～18:00、月曜日休館) 《芸術館》
わんぱーく・みと10周年 はみんぐぱーく・みと5周年プレ事業 「親子コンサート」 (10:30～) 《県民文化センター》

第23回フォトクラブ「写遊」写真展 (～9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》
石村雅幸 展[日本画] (～11/27まで、10:00～17:45、月曜日休館) 《常陽藝文センター》

みとちゃん朝市 ＡＴＴＡＫＡちびっこオセロ大会 (7:30～9:00) 《千波公園ふれあい広場》
偕楽園好文亭月釜[石州流] (10:00～15:00) 《偕楽園好文亭》 ※無料、好文亭入館料別
手作りプラネタリウム上映会 (11:00～15:30までの間、30分ごとの上映) 《県立図書館》
水戸ホーリーホック×モンテディオ山形 (13:00キックオフ) 《Ksスタ》
日曜歴史館「茨城県における科学万博開催への歩み」 (14:00～15:30) 《県立歴史館》 ※9:30～整理券配布
Duo La Bilancia ピアノ・デュオ・リサイタル (14:30開場、15:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

第12回 黄門さまの歩いた道「水戸黄門さま漫遊ウォーク」 (7:30受付、8:00出発) 《水戸市・常陸太田市・那珂市》 ※要申込み、要参加費
クリストとジャンヌ＝クロード アンブレラ 日本＝アメリカ合衆国1984-91 (～12/4まで、9:30～18:00、入場は17:30まで、月曜日休館) 《芸術館》 ※要チケット
翻訳劇「クレシダ」 (18:30～、2日は14:00～) 《芸術館》 ※要チケット
第26回 茨城の名手・名歌手たち (17:30開場、18:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

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

10:00～15:00 水戸市男女平等参画課共催

コワーキングスペース水戸
Wagtail-創業関連イベントのお知らせ-

私にもできる！起業 -ステップアップ編-

16（日）

14:00-17:45

各日 2,800円【定員】 【受講料】各日 20名

ICCイチエ・コミュニティ・カレッジ共催アナタの 創業を磨く

ワグテイル・サクセス創業スクール

10.29（土） 14:00-18:0011.5（土）

お申込み先　水戸市男女平等参画課(TEL 226-3161)

お申込み先　team_kfs5@yahoo.co.jp

女性のための 起業体験ゲーム「ダイナミズム」を通して、
　　 経営手法のポイントなどを学びませんか？

“ ”

ICC

無料

問合せ　南町三丁目商店街振興組合(029-221-4516)

ハロウィ～ンだよ！ハロウィ～ンだよ！  土

み～んな集まれ！み～んな集まれ！

※小雨決行

※演奏会は雨天中止
《入船堂前》 《常陽海上ビル前特設ステージ》11:00～エントリー受付

11:00～

主催：南町三丁目商店街

仮装コンテストに参加しようよ！ 演奏会

《Wagtail前》

11:00～ スタンプラリー台紙配布

仮装してスタンプラリーで
お菓子の袋をＧＥＴ！ 仮装して

　  きてね♪

vol.11
28 17:00(金) 29(土)～ 11:30～

310bbb で検索イベントの詳細については、

※参加時間は
　店舗により異なる

前売 \3,500
チケット【４枚つづり】

当日 \3,900
１チケットで
ドリンク＋フード

まちなかステージ オータム
in2016

23 11:00～15:00(日)
水戸駅北口ペデストリアンデッキ

出演者(予定)

※雨天中止
水戸ご当地アイドル（仮）
磯山純、髙木真理子〈口笛〉
スーパーアイラブユー

イベント出店：森のシェーブル館、食と農のギャラリー葵、文化交流課
（一財）水戸市商業・駐車場公社 http://www.ravi.310.ne.jp/

ほか

みとちゃんも遊びに来るよ!

イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

11月の第40回世界オセロ選手権
大会のPR出店などもあります♪

7（金）日本映画が好き2016
10:30～『酔いどれ天使』
13:10～『羅生門』
８（土）招待上映部門
12:30～『マンガをはみだした男
　　　　　　　　     　  赤塚不二夫』
15:00～『ディストラクション・
　　　　　　　　　       ベイビーズ』

10（月・祝）
コンペティション部門
12:00～ オープニング
12:10～
13:45～
15:30～
17:10～ 招待上映

『ピンパン』
『はなくじらちち』

－審査結果発表・審査員講評－
19:30～ クロージング・パーティ9（日）招待上映部門

11:50～『ふきげんな過去』
14:35～『地球に落ちて来た男』
17:50～『ミエルヒ』『水曜どうでしょう』

第20回第20回

水戸短編映像祭水戸短編映像祭
第31回水戸映画祭・日本映画が好き2016  同時開催

10-7（金） （月・祝）

芸術館ＡＣＭ劇場

【プログラム１】短編３本
【　　〃　　２】　  〃
【　　〃　　３】　  〃

[チケット]
[上映内容]

水戸芸術館(TEL 225-3555)
NPO法人シネマパンチ(TEL 253-5783)

17:40～『FAKE』

各500円

各1,500円

1日券1,500円

各1,500円
2,000円

問合せ


