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勤労感謝の日

文化の日

感謝フェスティバル感謝フェスティバル水戸市商店会

 ～ 【会場】芸術館広場 ※小雨決行 

9:40
9:50

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

オープニング
セレモニー
ミニミニコンサート
舞神ソーランドラゴンショー
キッズダンスショー
フォークダンス

日

 無料試食会

ハワイアンフラダンスショー
舞神ソーランドラゴンショー
バトンダンスショー
チアダンス
ビンゴゲーム

12:10
12:40
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）

11:00～(1回目) / 12:30～(2回目)

遊びのコーナーもあるよ！

問合せ　(一社)水戸市商店会連合会(TEL 029-225-9801)

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

※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４日曜日開催
《千波公園 ふれあい広場》

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/

くろばね朝市 (9:00～13:30) 《協同病院駐車場内くろばねパーク》
千波湖環境学習会[桜川に遡上するサケ観察と卵を採取しよう] (13:00～15:00) 《水戸市役所集合》
いにしえのピアノ演奏体験 (14:00～16:00) 《県立歴史館》 ※要申込み

[展示]茨城県教育財団調査遺跡紹介展2017 (～26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》

歯医者さんによる子育て講座 (10:00～11:30) 《はみんぐぱーく・みと》 ※要申込み
よろい・かぶと体験 (10:00～12:00) 《県立歴史館》 ※要申込み、小・中学生対象
千葉博美 ピアノ・リサイタル～ハンガリーを愛した作曲家たち～ (13:30開場、14:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

わくわくウオークラリー (9:00～12:30) 《偕楽園公園周辺》 ※要申込み
中学校合唱の祭典～芸術館で歌おう～ (10:00～/14:15～) 《芸術館》
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》
310食堂 (11:30～14:00) 《泉町会館》
第15回寺子屋サルーン 地域活動 魅せる写真の撮り方講座 (13:00～16:00) 《県三の丸庁舎内交流サルーンいばらき》 ※要申込み
NPO会計基礎パワーアップセミナー (13:30～16:30) 《県三の丸庁舎》 ※要申込み
歴史館コンサート (12:00～/14:00～) 《県立歴史館》 ※要申込み、要入館券

健康チェックの日 (14:00～16:00) 《食と農のギャラリー葵》

茨城県高等学校総合文化祭 美術展覧会 (～14日まで、9:00～17:00) 《県民文化センター》

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

パイプオルガン・プロムナード・コンサート (12:00～/13:30～、11日は11:00～/12:00～) 《芸術館》
放送大学ライブラリー講演会「知の探究者：長久保赤水」 (14:00～16:00) 《県立図書館》

ACMファミリーシアター「大どろぼうホッツェンプロッツ」 (5日、11日、12日も) 《芸術館》 ※要チケット
プロムナード・コンサートEXTRA (12:00～12:45) 《芸術館》

水戸の萩まつり児童写生大会作品展 (～16日まで、9:30～18:00、月曜休館) 《芸術館》

いばらき中小企業経営革新フォーラム2017～改めて「経営者に必要なものとは？」を考える～ (13:30～16:45) 《県民文化センター》
第二回茨城伝統文化ワークショップ (14:00～16:00) 《常陽藝文センター》 ※要申込み

好文亭月釜[遠州流] (10:00～15:00) 《偕楽園好文亭》 ※要呈茶料、好文亭入館料別
水戸ホーリーホック×V.ファーレン長崎 (13:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット
日曜歴史館「原田明善のみた幕末・明治ー赤沼から小笠原までー」 (14:00～15:30) 《県立歴史館》 ※9:30～整理券配布

[展示]長久保赤水展 (～19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》
デイヴィッド・シュリグリー「ルーズ・ユア・マインド－ようこそダークなせかいへ」 (～1/21まで、9:30～18:00、月曜休館) 《芸術館》
第18回みんなで教育を考える「いばらき教育の日」推進大会 (10:00～) 《県民文化センター》
水戸市立第二中学校清流祭 合唱コンクール (12:15開場、12:30開演) 《芸術館》

[展示]年末における犯罪抑止活動 (～12/3まで、平日9:00～20:00、土日祝9:00～17:00、月曜休館) 《県立図書館》

環境保全とごみゼロを目指すポスターコンクール作品展 (～12/8まで、9:30～18:00、月曜休館) 《芸術館》

図書館で学ぼう！健康・元気アップ講座「空飛ぶ救急処置室」 (14:00～15:00) 《県立図書館》

第2回 うまかよ！福岡の物産展 (～23日まで) 《京成百貨店》

水戸ホーリーホック×モンテディオ山形 (13:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット
奏 巴里の空の下でvol.3 (13:30開場、14:00開演) 《芸術館》 ※要チケット
茨城県郷土民俗芸能の集い (13:30～) 《県民文化センター》

みとしん千波湖を歩こう・走ろう会 (8:30～12:00) 《千波公園・偕楽園公園》 ※要申込み
日比野克彦「明後日朝顔プロジェクト2017水戸」収穫祭 (10:00～17:00) 《芸術館広場・京成百貨店》 
BOOK倶楽部三の丸 (18日も、10:00～11:30) 《県立図書館》
中学生・高校生のための朗読講座 (10:00～16:00) 《県立図書館》 ※要申込み
女性のための「私にもできる！起業」起業成功のためのヒントとTALK&TALK (13:30～16:30) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み

水戸のラーメンまつり (～26日まで、10:00～19:00、最終日は17:00まで) 《千波公園》

いばらき読書フェスティバルいばらき読書フェスティバル
２０１７２０１７

10:00～ 開会行事
全国大学ビブリオバトル
記念講演会

10:45～12:00
13:30～15:00

10:30～15:30

11:45～13:10

スペシャルおはなし会
こどもとしょしつ

10:30～15:00
(受付10:30～/13:00～)

10:00～15:00 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)
親子で楽しもう秋のクラフト

本のお医者さん10:00～12:00

野外コンサート♪
★古本フリーマーケット ★飲食コーナー
★県施設PRコーナー 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【10:00～15:30】

問合せ  県立図書館 (TEL 029-221-5569)

三の丸広場

素読体験
ジャグリングショー＆体験

会場︓県立図書館会場︓県立図書館5 10:00～15:30（日）

【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。

10:00～11:30
18:00～19:3022

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

11
（水）
（土）

9 （木）, 16 （木）

コワーキングスペース水戸ワグテイル「11月のお知らせ」

私にもできる！起業

18:30～20:3029（水）

無料 【定員15名】

創業をお考えの女性、実際に起業を
している女性が対象の勉強会です。

女性のための事業計画書作成勉強会

【定員5名】

18:00～20:00  1（水） ・

無料
15（水）

みと創業支援塾
詳しくは裏面をご覧ください！

1日体験講座

初登場！

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。

女性のためのHOW TO 事業計画書

ステップアップ編

9:00～13:30
10:00～17:00

水戸の街の新しいマルシェ～ガンゲット～

Guinguette
人々が集い音楽が奏でられ、楽しい雰囲気の中に
雑貨や飲食、食材などを売る店が立ち並びます。
イルミネーションとともにお楽しみください。

主催・問合せ/株式会社まちみとラボ・ガンゲット実行委員会 
                         marche@machi-mito-lab.com(まちみとラボ)

場所／M-SPO
                南町自由広場

金・土曜 12:00～20:00
日曜        10:00～17:00

３㈮   ５㈯～

             出展内容／野菜・パン・菓子
　　　　　古家具・雑貨・ワインなど

いちょうまつりいちょうまつり
歴史館 23 ～1 （木・祝）（水） 開館9:30

　（入館は16:30まで、月曜日休館）

いちょう並木ライトアップいちょう並木ライトアップ

17:00

（金）10 （月）13 ～17:１５ 20:１５
13日の県民の日は入館無料13日の県民の日は入館無料

問合せ  県立歴史館（TEL 029-225-4425）
プロジェクションマッピングは１１・１２日プロジェクションマッピングは１１・１２日

コンサート・記念写真会・寄席
ワークショップなど、期間中は
イベントが盛りだくさんです。

ライトアップ時は混雑が予想されます
ので公共交通機関をご利用ください。


