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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/手作りプラネタリウム上映会 (11:00～15:30、30分ごとに9回上映) 《県立図書館》

水戸小倉百人一首かるた大会 (9:00～17:00) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み、要参加費
中村真由美＆中村佳代 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

平成30年度水戸子どもミュージカルスクール発表公演「ここは命の星」 (11:30/16:00、31日は13:00) 《芸術館》 ※要チケット

茨城ロボッツ×青森ワッツ (19:00～) 《青柳公園市民体育館》 ※要チケット

第一中学校吹奏楽演奏会 (11:00～12:00) 《芸術館》
千波中学校吹奏楽演奏会 (15:00～16:00) 《芸術館》

音楽×舞台「バガボンドSAKURA-GAWA」 (15:00/18:30) 《県民文化センター》 ※要申込み

市毛恵子 ピアノトリオコンサート (14:00開場、14:30開演) 《芸術館》 ※要チケット

水戸観梅ウオーク (8:30～) 《水戸駅南口～東公園》 ※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》
市民のためのオルガン講座発表会 (13:00～14:00) 《芸術館》
放送大学ライブラリー講演会「竹久夢二と美人・美少女 イメージの美術史」 (14:00～16:00) 《県立図書館》
第3回ミュージアムコンサート♪あつまれキッズ!!POP TONEコンサート (14:00～15:30) 《近代美術館》 ※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》

豆雛作りワークショップ (10:00～14:00) 《偕楽園公園センター》 ※要参加費

セレクトシアター「A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE」 (13:00～15:25) 《県立図書館》

ワークショップ「麦わらヒンメリを作ろう」 (10:30～12:00) 《国際交流センター》 ※要申込み、要参加費
講演会「中村彝-西洋美術への憧憬」 (14:00～) 《近代美術館》
日曜名画座「石の花」 (14:10～15:40) 《中央図書館》

水戸ヘルスロード観梅ウオーキング大会 (8:30県三の丸庁舎広場集合) 《偕楽園、弘道館》 ※要申込み
三の丸寄席「桜花寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》

くらしのお困りごと無料相談会 (16:00～19:00、16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》

子育てぽかぽか広場 (12日も、9:30～12:00) 《五軒小学校》

わくわくプロジェクト 公開プレゼンテーション (13:30～) 《市役所2階》

【企画展】創作と対話のプログラム アートセンターをひらく第1期 (～5/6まで、１０:０0～18:00、月曜休館) 《芸術館》 ※一部有料
環境フォーラム (13:30～16:30、13:00～受付開始) 《市役所2階》 ※要申込み
講演会「開館30周年にちなんで 開館前史とコレクションを巡る物語」 (14:00～) 《近代美術館》
ライブラリーセミナー いばらきおはなしの会 (15:00～16:00) 《県立図書館》

パイプオルガン・プロムナード・コンサート (11:00～11:30) 《芸術館》
ライブラリーシアター「ファン＆ファンシーフリー」 (13:15～14:５０) 《県立図書館》 

映画「ごはん」水戸市上映会 (10:00～/14:00～) 《県民文化センター》 ※要チケット

大人の女子会♡雛ランチを楽しもう♡ (12:00～13:30) 《市立博物館》 ※要申込み、要参加費
十二単試着体験 (13:30～15:30) 《歴史館》 ※要申込み
女声アンサンブルLOTUS-ロテュス- 第11回演奏会 (13:30開場、14:00開演) 《芸術館》 ※要チケット
水戸ホーリーホック×栃木SC (14:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット
講演会「“世界一幸福な国”フィンランド」 (14:00～16:00) 《国際交流センター》 ※要申込み
日曜歴史館「一橋家二世治済、その人と政治力」 (14:00～15:30、9:30～整理券配布) 《歴史館》

水戸まちなかゼミ＆まちカル (～3日まで) 《水戸まちなか》
みとの梅香径 (～20日まで) 《水戸駅北口》
開館30周年記念 茨城県近代美術館名品展 (～24日まで、9:30～17:00) 《近代美術館》 ※要入館料
[切り絵]竹蓋年男展 (～24日まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽史料館》

水戸城遙かなり水戸城遙かなり
明治維新150年記念事業　市立博物館特別展 ～ 17（日）

9:30～16:45

《場所》 市立博物館  ※要入館料

問合せ  市立博物館 (TEL 029-226-6521)

水戸城をテーマとした大規模な展覧会。
近年発見された「水戸旧城之図」や遺物など
水戸城の姿に迫る特別展です。

1～3日
入館無料

同時開催
入館無料 常設展「水戸城下の雛まつり」
江戸時代から現代までさまざまな雛人形を

展示しています。

早春のコンサート
    「春の喜び」

３（日） 
14:00～14:40

（入館は
　　16:15まで）月曜休館

９（土） 13:30～15:00
　　無料・要申込み

《場所》 みと文化交流プラザ

講演会「水戸城の昔日の姿
～天守と城門と御殿の魅力～」

無料・当日受付

梅まつり梅まつり第123回
水戸の
第123回
水戸の

水戸市市制施行130周年記念プレイベント

吟詠剣詩舞
五軒香梅ひな流し
詩舞
田谷の棒術

13:30～ 弘道館公開講座

〈会場〉

〈偕楽園 吐玉泉下〉
〈弘道館 対試場〉

〈弘道館 対試場〉

（10日・17日・24日も）

（3日は15:00まで）
前売券：700円／当日券：800円

第 7回第 7回

in 水戸in 水戸全国梅酒まつり全国梅酒まつり

10:00～16:00

〈常磐神社境内〉

10:30～
11:00～
11:30～
13:00～

10:30～
11:00～
11:30～
13:00～

第73回観梅俳句大会10:00～

10:00～【日】

〈偕楽園 吐玉泉下広場〉

16（土）

第 18 回

水戸納豆早食い
世界大会

水戸納豆早食い
世界大会

10:00～ 高校生野点茶会23【土】23【土】

17【日】17【日】

16【土】16【土】

〈偕楽園 見晴広場〉※要呈茶料
〈偕楽園 梅林・見晴広場 他〉第72回大撮影会と写真コンテスト

野点茶会
観梅着物Day
水戸のひな流し

10:00～13:00
16（土）

10:00～19:00

1（金）,2（土）,3（日）

2【土】2【土】

〈偕楽園 見晴広場〉

〈弘道館 正庁〉

黄門様の台所
地元の食材を生かした
飲食イベント

黄門様の台所
地元の食材を生かした
飲食イベント

〈偕楽園 吐玉泉下広場〉

偕楽園・弘道館 他偕楽園・弘道館 他
2/16【土】～3/31【土】2/16【土】～3/31【土】

観光漫遊
バス催行

（2日・3日）
観光施設を
巡るボンネット
バスを運行!
[無料/2ルート]

3

問合せ   一般社団法人 水戸観光コンベンション協会（TEL 029-224-0441）

〈弘道館 対試場〉

毎週日曜日は
「観梅デー」

〈歴史館講堂〉

花丸遊印録スタンプラリー
　　　　　～梅咲き誇る春舞台～
花丸遊印録スタンプラリー
　　　　　～梅咲き誇る春舞台～

~2４（日）〈徳川ミュージアム他〉

11:00～ 〈偕楽園 吐玉泉下〉

〈偕楽園 見晴広場〉※要呈茶料

結城紬着心地体験結城紬着心地体験

10:00～15:00
2（土）,3（日）

〈常磐神社 社務所別館〉
問合せ／0296-32-1111
         結城市商工観光課

好文亭いけばな展示好文亭いけばな展示

16（土）,17（日）〈好文亭内〉

偕楽園 光の散歩道偕楽園 光の散歩道
~21（木・祝）日没～21:00

弘道館正門ライトアップ弘道館正門ライトアップ
~21（木・祝）

18:00～2０:00
この他にも
沢山の行事が
開催されるよ♪

この他にも
沢山の行事が
開催されるよ♪大人気スタンプラリーが今年も登場！

  2（土）,   3（日）

～第一夜 弘道館～
2日(土)／18:00～21:00【弘道館】
～第二夜 偕楽園～
9日(土)／18:00～21:00【偕楽園】

夜・梅・祭2019夜・梅・祭2019

問合せ   一般社団法人 水戸観光コンベンション協会（TEL 029-224-0441）

昼間より強く香る梅。
幻想的な夜の観梅を
お楽しみください！

毎年恒例イルミネーション・地域文化を生かした催事・花火など

春分の日

ガンゲット
～ピクニック～

「街ピク」を
　楽しもう！

●こだわった美味しい食材の料理や地酒
●雑貨やワークショップなど…

水戸の街の新しいマルシェ 10:00 ～ 17:0023 ( 土 )・24 ( 日 )

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
　　ロボッツアリーナ・他

Wagtailは３周年を迎えます。
日頃のご愛顧に感謝し､キャンペーンを実施します！

詳しくは
裏面へ




