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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、受付12:30～) 《千波湖親水デッキ》
水戸ホーリーホック×愛媛FC (18:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット
夏休みのアート体験！「こども・こらぼ・らぼ2018」 (14:00～15:30) 《芸術館》 ※要申込み

水戸ホーリーホック×栃木SC (19:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット

ライブラリーシアター「ガラスのうさぎ」 (13:15～14:55) 《県立図書館》 

夏休み子どもミュージアム「妖怪さまのお通りだい!2」 (～8/26まで、9:30～16:45、月曜休館) 《市立博物館》 
茨城大学地域連携講座「紀行文のなかの水戸と光圀」 (14:00～16:00、9:30～整理券配布) 《歴史館》
夏休み市内小中学生無料招待 (～8/31まで、10:00～17:00、月曜休館) 《徳川ミュージアム》 
ゆうくんとマットさんの「シップ船長といるかのイットちゃん」 (22・27～29日も) 《芸術館》 ※要チケット
講師養成講座 (28日も、13:30～16:00) 《生涯学習センター》 ※要申込み
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 (22日も、14:00開場、14:30開演) 《芸術館》 ※要入場券
第一回美術館アカデミー「西洋彫刻の本流はギリシア彫刻、そこから見えるロダン作《三つの影》」 (14:00～15:30) 《近代美術館》
親子でエンジョイ！県立図書館 パネルシアター (15:00～15:30) 《県立図書館》

第33回悠悠映画塾 映画「いわさきちひろ」 (10:00～/14:30～) 《県民文化センター》 ※要チケット
近代女流文学研究会読書会 (13:00～16:00) 《県立図書館》

子ども体験プログラム「和綴じ本づくり」 (10:00～12:00) 《歴史館》 ※要申込み
君たちはどう生きるか～漫画を通して僕が学んだこと (13:30～15:00、12:45～受付) 《県立図書館》 ※要申込み

美術講演会 アーティストトーク 山本文彦 (14日は川崎普照、14:00～) 《近代美術館》 ※要チケット

MITO LADIES' BIG BAND SUMMER SWING CONCERT VOL.3 (13:30開場、14:00開演) 《ホテルレイクビュー水戸》
今昔雅楽集 七夕の宴 (16:30開場、16:45プレトーク、17:00開演) 《芸術館》 ※要チケット
水戸ホーリーホック×カマタマーレ讃岐 (18:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット

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

子育てぽかぽか広場 (10日も、9:30～12:00) 《五軒小学校》

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》
茨城大学地域連携講座「老舗の伝統と近代」 (14:00～16:00、9:30～整理券配布) 《歴史館》
三の丸寄席「七夕寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》

【企画展】内藤 礼－明るい地上には あなたの姿が見える  (～10/8まで、9:30～18:00、月曜休館) 《芸術館》 ※要入場料
クリテリオム94 北林加奈子 (～10/8まで、9:30～18:00、月曜休館) 《芸術館》
第1回録音図書製作ボランティア夏休み朗読会「教科書の中の『平和』を読む」 (13:00～15:00) 《県立図書館》
茨城大学地域連携講座「インド絣の世界」 (14:00～16:00、9:30～整理券配布) 《歴史館》

[常設展]自然「世界湖沼会議関連展示」 (～9/30まで、9:30～16:45、月曜休館) 《市立博物館》
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
パイプオルガン・プロムナード・コンサート (12:00～12:30、16日は13:00～13:45) 《芸術館》
「襖絵タイムカプセル～未来につなぐ好文亭への思い～」 (13:00～14:20/14:40～16:00) 《弘道館》 ※要観覧料、要申込み
日曜歴史館 明治150年関連シリーズ「徳川斉昭再考③」 (14:00～15:30、9:30～整理券配布) 《歴史館》

※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》

9:00～13:30
10:00～17:00

「ねもといさむの遊具と子どもの創造アトリエ展」 (～9/2まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽史料館》

会場／
　芸術館広場

第29回 五軒サマーナイトコンサート＆ふれあいまつり第29回 五軒サマーナイトコンサート＆ふれあいまつり
14（土） 12:00～ 19:00 ※雨天時は 15日（日）に順延
歌やダンス、演奏などの賑やかなステージ！
飲食店による軽食の販売もいたします。
ご家族そろってお出掛けください！

問合せ　五軒市民センター（TEL 029-226-4156）

21（土）
12:00～
      19:30

電気を消してスローな夜を

会場／芸術館広場　雨天時は回廊下で開催

入場無料

1,000,000人の
キャンドルナイト

in水戸
問合せ　キャンドルナイト実行委員会 (TEL 080-5017-9598)

静かにゆらめくキャンドルの
灯りのもと、環境やエネルギーに
ついてみんなで考えてみませんか？
日中はキャンドル制作のワークショップ
日没後はコンサートを行います。

市民の皆さんが、さまざまな芸術文化活動の成果を発表する水戸市芸術祭。
作品に込められた思いを感じながら、芸術を味わってみませんか。

問合せ　水戸市文化振興協議会事務局 (TEL 029-291-3846)

　6.19(火)

       ～7.8(日)

1(日)

5(木)・6(金)

14(土)

8(日)

15(日)

 9:30～18:00

8:45～

9:30～

10:30～

13:00～18:00

美術展覧会第2期

バレエフェスティバル

小中学校音楽のつどい

青少年コンサート

映像祭

市民音楽会

中央図書館

芸術館
常陽藝文センター

芸術館

芸術館

県民文化センター

県民文化センター

期間 時間 内容 会場

14:00～

29(日) 14:00～ 少年少女合唱祭 芸術館

10:00～17:45

第50回記念 水戸市芸術祭

特別事業　木村大コンサートは12:00～　※要申込み、要入場券

プレミアム商品券
南町連合商店会

1万円で1万1,000円分の買い物ができる！
販売店 フジタ文具店（南町１丁目）、一司堂印店（南町２丁目）、

竹脇カバン店、ハーモニーホール（いずれも南町３丁目）
有効期限
9/30(日)

※1人3冊まで

南町にある約80店舗で使えます

問合せ
南町連合商店会　

1日より
販売開始！

南町二丁目 (TEL 029-221-9522)
南町三丁目 (TEL 029-221-4516)

限定500冊

〈使用できる店舗〉　南町連合商店会加盟店

無料無料


JAZZ NIGHT LIVE 2017

問合せ　南町二丁目商店街振興組合 （TEL 029-221-9522)

南町連合商店会
20 
16:40～21:00 

人気のジャズミュージシャンの生演奏が楽しめるほか
地元の飲食店による模擬店も多数出店します！
仕事帰りにお酒を飲みながらジャズをお楽しみください！

場所／南町二丁目商店街常陽銀行本店脇　※小雨決行

(金) JAZZ NIGHT LIVE 2018

出演者/愛恩聖歌隊・水戸工業高校BLUE BEGINNERS・他
　　　※出演者は都合により変更になる場合があります

コワーキングスペース水戸 ワグテイル

Wagtail HP

水戸市南町3-3-35  http://wagtailmito.jp/
TEL 029-297-2770  FAX 029-297-2771
営業時間 9:00~20:00

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】

☆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
18:00～19:3018

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

   7
（水）
（土）

  12（木）, ２6 （木）

事業計画書作成勉強会
【定員5名】 無料

コワーキングスペース水戸ワグテイル「7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。　
18:00～20:00    4 （水），11（水）

28 （土） 14:00～ 【女性限定／定員30名】　　

無料
※懇親会を除く女性のための起業講座

起業を目指す方たちと意見交換をしてみたり
先輩起業家のお話しを聞いてみませんか。　

vol.2地方で起業
するとは？
29 （日）
時間・参加費等については
スタッフにお尋ねください。　　

【定員50名】　　


