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子ども体験プログラム「絵図と古文書」 (10:00～12:00) 《県立歴史館》 ※要申込み
スマイルアースフェスティバル (10:00～16:00) 《芸術館》 ※雨天決行
明治維新150周年記念・世界遺産登録推進連続講座 “学びの文化”の底力  第一回 (13:30～15:00) 《弘道館》 ※要申込み・要入館料
第2回 茨城の名手・名歌手たち藝文コンサート-夏Summer- (14:00開場、14:30開演) 《常陽藝文センター》 ※要チケット、要申込み

お天気フェア2017 (10:00～16:00) 《水戸地方気象台》
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》
放送大学ライブラリー講演会「どうして〈英語は難しい〉と感じるのか」 (14:00～16:00) 《県立図書館》
茨城大学地域連携講座「ロシアと中国ー首都の世界遺産から考える両国の歴史と因縁」 (14:00～16:00) 《県立歴史館》 ※9:30～整理券配布

第22回悠悠映画塾 映画「家族の日」上映会 (10:00～/14:00～/19:00～) 《県民文化センター》 ※要チケット

[展示]超びっくり!!わくわくどきどきアート展 (～27日まで、平日9:00～20:00、土日祝9:00～17:00、月曜休館) 《県立図書館》

水戸市長杯 小学生オセロ選手権 (10:00～15:00) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み
千波湖環境学習会[千波湖内に入って魚たちを調べよう] (13:00～15:00) 《千波湖親水デッキ》

健康チェックの日 (14:00～16:00) 《食と農のギャラリー葵》

図書館で学ぼう！健康・元気アップ講座 (14:00～15:00) 《県立図書館》

偕楽園好文亭月釜[裏千家] (10:00～15:00) 《偕楽園好文亭》 ※要呈茶料、好文亭入館料別
パイプオルガン・プロムナード・コンサート (13:00～、13日は13:30～) 《芸術館》

七夕飾り (～6日まで) 《水戸駅北口大銀杏前》
夏休み親子環境教室 ペットボトルで万華鏡をつくろう (10:00～11:30) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み
ぴ～すクイズ (～31日まで、10:00～16:00、火・水曜休館) 《市平和記念館》
農業農村シンポジウム2017 (13:30～15:30) 《県民文化センター》

[展示]絵本展 (～6日まで、平日9:00～20:00、土日祝9:00～17:00、月曜休館) 《県立図書館》
わたしは戦争を忘れないー子どもたちと戦争ー (15日も、10:00～12:00) 《県立歴史館》
[洋画]塙富士夫展 (～10/1まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽藝文センター》
夏休み平和アニメ映画会 (10:30～/13:00～/15:00～) 《県民文化センター》 ※要チケット

9:00～13:30
10:00～17:00

山の日

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

名作を楽しむ会 生誕130年「山本有三」 (13:30～14:50) 《県立図書館》
語り部の想いをつなぐ集い (14:00～15:30) 《みと文化交流プラザ》　

ソニック公演～音楽と語り部～ (12:30開場、13:00開演) 《ライブハウスクラブソニック水戸》
NHK水戸児童合唱団 第5回定期演奏会 (14:30開場、15:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

[展示]茨城郷土部隊の戦時史料展 (～13日まで、平日9:00～20:00、土日祝9:00～17:00、月曜休館) 《県立図書館》

日曜歴史館「昭和21年行幸の舞台裏」 (14:00～15:30) 《県立歴史館》 ※9:30～整理券配布

はみんぐフェスティバル (9:30～11:00、13:30～16:00) 《はみんぐ・ぱーく》
わんぱーく・みと夏祭り (10:30～12:00、13:30～15:30) 《わんぱーく・みと》

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

日陰のオアシス・傘影と風のデッキ (～8日まで) 《水戸駅北口ペデストリアンデッキ》
水道低区配水塔ライトアップ (～15日まで、18:30～21:00) 《水道低区配水塔》
コッペ DE みみちゃんえほん クラフト展 (～9/17まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽史料館アートスポット》

※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２・第４日曜日
《千波公園 ふれあい広場》

テーマ展Ⅲ「刀剣のイロハ」 (～9/24まで、9:30～17:00、月曜休館) 《県立歴史館》 ※要入館料

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/

【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】

☆全て要申込みです。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
10:00～11:3026

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

 9
（土）
（水）

3 （木）, 31 （木）

事業計画書作成勉強会
【定員5名】18:00～20:00  2（水） ・ 23 （水）

コワーキングスペース水戸ワグテイル「８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。
【講師】大友憲政氏 (日本政策金融公庫水戸支店 国民生活事業融資第二課長)

参加費無料

[展示]俳句色紙短冊作品展示会 (～20日まで、平日9:00～20:00、土日祝9:00～17:00、月曜休館) 《県立図書館》
備前堀灯ろう流し (16:30～20:30) 《銷魂橋～三又橋間》
第48回 千波湖灯ろう流し (18:00～21:00) 《千波湖畔》
水戸ホーリーホック×京都サンガF.C. (19:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット

第49回 水戸市芸術祭第49回 水戸市芸術祭
市民の皆さんが、芸術文化活動の成果を発表する水戸市芸術祭。
文化都市・水戸の芸術の息吹を感じてみませんか。

問合せ　水戸市文化交流課 (TEL 029-291-3846)

8(火)～20(日)

20(日)

27(日)

期間 時間 内容 会場

9:30～18:00
14:00～16:00

16:00～21:00

14:00～16:00

文学大会
小中学校美術展覧会
ジュニアオーケストラ演奏会

交響楽演奏会(第2部)

生涯学習センター

芸術館

芸術館

芸術館
10:00～16:00

9:00～17:00 吟詠剣詩舞大会 県民文化センター

5(土)・6(日)

芸術館
18(金)～20(日)

25(金)～27(日)
演劇フェスティバル

20(日)

5(土)
午前の部11:00～12:30
午後の部14:00～15:30

主催・問合せ/茨城県近代美術館  029-243-5111

各回先着120名
当日受付・参加無料

京成百貨店9階イベントホール

子どものためのオープンワークショップ

茨城県近代美術館へようこそ！ 受付は各回30分前から

水戸工業高校ジャズバンド部

歴史館まつり歴史館まつり
～みんなで遊んで、食べて、学んじゃおう！～

19（土）・2０（日）
10:00～15:30

入館は 9:30 から

２日間
入館無料

《場所》 県立歴史館１９（土）

10:00～15:30

13:00～15:30

ミニ移動博物館
科学実験であそぼう！

11:00～12:00 加藤万里奈と
水工ジョイントコンサート

講演会「日本人と刀剣」
居合道演武・試斬と解説

問合せ  茨城県立歴史館 (TEL 029-225-4425)

10:00～

10:00～/13:30～

10:00～11:30

「子ども消防車コーナー」

「白バイ・パトカー乗車体験」

「よろい・かぶと体験」

「ドキドキ妖怪工作教室」

※小中学生のみ

水戸警察署

水戸市消防本部

県立IT短大

10:00～
(受付9:30～)

2０（日）

10:00～14:30
「海の生き物タッチング」

アクアワールド茨城県大洗水族館

他にも生産物・お弁当の販売
雑貨マーケット・和太鼓演奏
ミニコンサートなど、楽しい
イベントが盛りだくさんだよ！

展示室も無料！

第57回第57回

19:30～20:30  花火大会

10:00～14:00  山車巡行
14:20～15:20  音楽隊パレード
15:00～16:10  水戸黄門パレード
16:30～21:00  市民カーニバル in MITO

10:00～21:00  山車巡行
14:00～18:00  神輿連合渡御
　　　　　　  「ふるさと神輿」製作発表
　　　　　　  子どもみこし渡御

10:00～12:30  神輿連合渡御
　　　　　　  子どもみこし渡御

10:30～12:00  水戸黄門パレード

14:00～21:00  本町タウン・フェスティバル

10:00～21:00  サマードリームフェスタ　南町自由広場
11:00～21:00   タウン・フェスティバル　水戸駅北口～大工町交差点間
12:00～20:30   サマードリームミュージック　水戸芸術館広場　※6日は12:30～

※荒天の場合、11(金)に延期

千波湖

水戸中央郵便局前 ～大工町交差点間

本町１丁目 ～本町３丁目間

本町１丁目 ～本町２丁目間

５(土)５(土)

4(金)4(金)

６(日)６(日)

水戸黄門パレードには、
沢村一樹さん、長谷川里桃さん
                     が参加します！

問合せ まつり本部 (TEL 029-226-3151) ※まつり当日
水戸観光コンベンション協会 (TEL 029-224-0441) ※まつり前まで

５(土)・６(日) 共通イベント

水戸黄門まつり水戸黄門まつり

常磐大学・茨城大学のお兄さんお姉さんと一緒に

3つのワークショップが体験できます。

※レクリエーション保険として一人50円の加入をお願いしております。


