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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/

ー水無月ー

日曜名画座「鏡の中にある如く」 (14:10～) 《中央図書館》

第44回悠悠映画塾 映画「今日に生きる」 (10:00～/14:00～/19:00～) 《ザ・ヒロサワ・シティ会館》 ※要チケット
ライブラリーシアター「オーシャンズ11」 (13:00～) 《県立図書館》

オセロ小学生グランプリ2019 関東ブロック大会 (12:20～15:30) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み
子ども体験プログラム 開講式・はにわづくり (10:00～12:00) 《歴史館》 ※要申込み、小学4・5・6年生対象
ちょっとお昼にクラシック「西村まりえ チェンバロ＆バロック・ハープ」 (開場13:00、開演13:30) 《芸術館》 ※要チケット

生誕90周年記念 手塚治虫展オープニングイベント (9:10～9:30) 《近代美術館》 ※要申込み
生誕90周年記念 手塚治虫展 (～8/25まで、9:30～17:00、月曜休館) 《近代美術館》 ※要入館料
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》
パイプオルガン・プロムナード・コンサート (22日も、12:00～12:30/13:30～14:00、30日は11:00～11:30、12:30～13:00) 《芸術館》
ライブラリー講演会「都市のフードデザート問題-社会的排除の拡大と低栄養高齢者の増加-」 (14:00～16:00) 《県立図書館》

特設無料人権相談所 (10:00～15:00) 《市役所3階》
くらしのお困りごと無料相談会 (16:00～19:00、22日は13:00～16:00) 《県立図書館》

森山開次新作ダンス公演「NINJA」 (13:00～/17:00～、30日は14:00～) 《芸術館》 ※要チケット

アートタワーマーケット (11:00～14:00) 《芸術館広場》
手塚アニメ上映「海底超特急マリン・エクスプレス」 (11:00～/14:00～) 《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》
水戸ホーリーホック×横浜FC (18:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※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》
健康チェックの日 (14:00～16:00) 《食と農のギャラリー葵》

みと・HIKARI・プロジェクト企画 イシイキヨコのせかい「宇宙散歩2019」 (～23日まで、9:30～18:00、月曜休館) 《芸術館》
水戸の梅まつり「第72回大撮影会と写真コンテスト」入賞作品展 (～26日まで、9:30～18:00、月曜休館) 《芸術館》

経営・創業無料相談会 (10:00～16:20) 《県立図書館》 ※要申込み
ライブラリーセミナー「童子女の松原(香島郡)筑波山の歌垣」 (14:00～15:30) 《県立図書館》
日曜歴史館「わかる！江戸時代入門-将軍と大名-」  (14:00～15:30、9:30～整理券配布) 《歴史館》
水戸ホーリーホック×アビスパ福岡 (14:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット

アカペラフェスティバルin水戸 (11:00～) 《芸術館広場》
いばらきおはなしの会 (14:30～15:30) 《県立図書館》
三の丸寄席「雨垂寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》

図書館俳句会[初級] (13:00～16:00) 《県立図書館》

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
[日本画]程塚敏明展 (～7/28まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽藝文センター》

子育てぽかぽか広場 (11日、18日、25日も、9:30～12:00) 《五軒小学校》

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
伝統芸能のススメ[落語]「柳家三三独演会」 (開場13:30、開演14:00) 《芸術館》 ※要チケット
コーチング講演会「自分の会話の傾向、知っていますか？」 (14:00～16:00) 《県立図書館》 ※要申込み

テーマ展Ⅰ茨城県立歴史館名品展「花ざかり-描かれた春夏秋冬-」 (～9日まで、9:30～17:00、月曜休館) 《歴史館》 ※要入館料
[洋画]柳橋純展 (2日も、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽藝文センター》
BOOK倶楽部三の丸 (15日も、10:00～11:30) 《県立図書館》
大人のための朗読会「あした咲く蕾」 (開場13:30、14:00～15:30) 《中央図書館》
水戸ホーリーホック×レノファ山口FC (16:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット

生誕90周年記念手塚治虫展スペシャルトークイベント (11:00～/14:00～) 《近代美術館》 ※要企画展チケット

問合せ  水戸市文化振興協議会事務局 (TEL 029-291-3846)

16(日)

23(日)

第51回水戸市芸術祭
昭和43年から始まった歴史ある芸術祭。
水戸市の芸術の息吹を感じてみませんか。

水戸市市制施行130周年記念

水戸芸術館

ザ・ヒロサワ・シティ会館

水戸文化交流プラザ

水戸芸術館

水戸芸術館

水戸芸術館

わんぱーく・みと
水戸芸術館
水戸芸術館

9:30～18:00

10:00～

13:00～

9:30～18:00

10:00～

9:30～15:00

11:00／14:00
13:00～
14:00～

三曲各流演奏会

美術展覧会第2期

謡と仕舞の会

民謡民舞大会

茶会

◆月曜日休館
美術展覧会第1期

合唱祭

◆月曜日休館

人形劇発表会

バレエフェスティバル

～7(金)

12(水)

　～23 (日)

9(日)

9(日)～30(日)まで

問合せ　水戸のあじさいまつり実行委員会(TEL 029-224-1111)

オープニングセレモニー 9(日) 10:00～13:00

地元あじさい名人によるあじさい講座22(土) 11:00～12:00

写真撮影大会23(日) 10:00～15:00

野点茶会【石州流】16(日) 10:00～15:00

俳句大会

※俳句大会のみ、

　新荘市民センターにて開催　　

15(土) 高校生野点茶会【常磐大学高等学校】10:00～15:00

《期間》

22(土)･23(日)
 9:00～16:00

                           観光漫遊バス運行
　　　　　　　 ～あじさいの名所編～

第45回 水戸のあじさいまつり
保和苑 及び周辺史跡《会場》

夜のあじさいまつり29(土) 19:00～21:00

その他、猿回しによる大道芸・ライトアップ・地元産品の
販売・オリジナル土産物・七夕巡りなど盛りだくさん！

水戸市環境フェア2019
２(日) 10:00～16:00 千波公園ふれあい広場ほか

　問合せ 水戸市環境フェア実行委員会 事務局 029-224-1111

楽しいイベント盛りだくさん！
★ワークショップ　★地産地消のグルメ　★フリーマーケット　★ベロタクシー試乗
★環境啓発劇　★環境学習会　★スタンプラリー　★アニメ上映　★バスに落書き　など

水戸市市制施行130周年記念

パックンマックンのトークショー

11:15～(変更あり)

テレビでお馴染み！パックンマックンが
千波湖に遊びにやってくる！

・資源物を持っていく
・自転車で会場にいく
（会場内駐輪場あり）

プレゼントがもらえるよ♪

くらしからはじめるエコシティみとを目指して！地球にいいことしてみませんか？

問合せ　県立歴史館 029-225-4425

歴史館まつり
1㈯・2㈰ 

場所／県立歴史館
時間／10:00～15:30

ミニＳＬ乗車体験、はにわづくり体験、勾玉
づくり体験、コンサートなど、子どもから大人
まで楽しく遊んで学べるイベントです。

入場無料！
遊びに来てね★

【先着5名】※お申込み優先

☆詳細については、ワグテイルのHPをご覧ください。

18:00～19:30
10:00～11:3022

12 （水）
（土）

コワーキングスペース水戸ワグテイル「６月のお知らせ」

　

見学＆無料体験会

地方で起業するとは？ vol.10

※申込締切日…各開催日の3日前

【各回 定員１名】
10:00～/13:00～ 受講料

￥1,000

  2 （日）
13（木）

３Ｄプリンター操作講習会
13:00～

　　　　
30（日）

9:00～15:00９（日）
　

ワグテイル農園部ミートアップイベントvol.2
　　　 ～晴れ晴れファーム収穫祭 PotatoとBeerとワタシ～

今年３月に開催した「ワグテイル農園部」の第２弾として、ジャガイモの収穫や青空の下で
料理を楽しみながら、農業の繋がりの輪を広げていきます。詳しくはスタッフまで！

【農園部部長／ニッシー(西村智訓)さん】

★
要参加費

14:00～15:45《トークイベント》、16:00～17:30《懇親会》
要参加費 「地方で起業するとは？」をテーマに様々なコミュニティで活動している

ゲストを招く人気トークイベント。今回のゲストは高木真矢子さんです。　　　　

【定員50名】


