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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 (火曜・祝日定休)

運営：（一財）水戸市商業・駐車場公社　http://www.ravi.310.ne.jp/
[洋画]大崎宥一展 (～9/29まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽藝文センター》
水戸ホーリーホック×ヴァンフォーレ甲府 (19:00キックオフ) 《Ksスタ》 ※要チケット

「写真の撮り方教えます。」 (10:00～11:30) 《県立図書館》 ※要申込み
第2回ミュージアムコンサート「歌でよみがえる なつかしの世界」 (11:00～/13:00～) 《近代美術館》
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、12:30～受付) 《千波湖親水デッキ》
ライブラリーシアター「グーニーズ」 (13:00～) 《県立図書館》
ウィークエンド・ギャラリートーク (14:30～15:10) 《芸術館》 ※要チケット

第45回悠悠映画塾 映画「万引き家族」 (10:00～/14:00～) 《ザ・ヒロサワ・シティ会館》 ※要チケット
日比野克彦「HIBINO CUP」 (10:00～17:00) 《芸術館広場》 ※要申込み、要参加費
「グレーテルとヘンゼル」 (11:00～/15:00～、28日は11:00～) 《芸術館》 ※要チケット
教科書の中の作品を読む (13:00～15:00) 《県立図書館》
ちょっと昔のあそび (13:30～15:30) 《歴史館》

図書館俳句会[中級] (10:00～16:00) 《県立図書館》
水戸ホーリーホック×FC琉球 (18:00キックオフ) 《Ksスタ》 ※要チケット

夏休み子どもミュージアム「水戸藩の学校」 (～8/25まで、9:30～16:45、入館は16:15まで、月曜休館) 《市立博物館》
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》
三の丸寄席「七夕寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》

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》

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 (10:00～12:00/14:30～16:30) 《芸術館》 ※入場無料、要入場券

子ども体験プログラム 未来にのこすしごと体験 (10:00～12:00) 《歴史館》 ※要申込み、小学4・5・6年生対象

【企画展】大竹伸朗 ビル景 1978-2019 (～10/6まで、9:30～18:00、入場は17:30まで、月曜休館) 《芸術館》 ※要チケット
クリテリオム96 村上華子 (～10/6まで、9:30～18:00、入場は17:30まで、月曜休館) 《芸術館》 ※要チケット
体験企画「わくわく歴史体験!!」 (～8/25まで、9:30～17:00、月曜休館) 《歴史館》 ※要入館料
水戸ホーリーホック×V・ファーレン長崎 (18:00キックオフ) 《Ksスタ》 ※要チケット

くらしのお困りごと無料相談会 (16:00～19:00、20日は13:00～16:00) 《県立図書館》

第45回 茨城県消費者大会 (13:00～) 《ザ・ヒロサワ・シティ会館》

就職応援セミナー (13:00～15:00) 《県立図書館》

男女共同参画ネットワーク講座「職場のいじめ・ハラスメント対策」 (13:30～15:00) 《生涯学習センター》 ※要申込み

好文亭月釜[東阿部流] (10:00～15:00) 《偕楽園好文亭》 ※要呈茶料、好文亭入館料別
1,000,000人のキャンドルナイト2019in水戸 (12:00～19:30頃) 《芸術館広場》
日曜歴史館「城下絵図の情報力-常陸国下館・下妻・谷田部を事例に-」 (14:00～15:30、9:30～整理券配布) 《歴史館》
美術館アカデミー「手塚治虫の実験アニメーションについて」 (14:00～15:30) ≪近代美術館≫

手づくり絵本教室 (20日・27日も、9:30～12:00、6日のみ11:30まで) 《県立図書館》 ※要申込み
今昔雅楽集「二、舞の絵巻」 (16:30開場、16:45プレトーク、17:00開演) 《芸術館》 ※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
[日本画]程塚敏明展 (～28日まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽藝文センター》

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
リボーン・アートボール展 (～14日まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽史料館》

子育てぽかぽか広場 (9日も、9:30～12:00) 《五軒小学校》
第23回精神保健福祉フォーラムin水戸 (10:30～) 《ザ・ヒロサワ・シティ会館》

海の日

月魚ひろこ イラストと陶のどうぶつ展 (～9/8まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽史料館》

【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
10:00～11:30

17
６ （土）

（水）

コワーキングスペース水戸ワグテイル「７月のお知らせ」

　

見学＆無料体験会

まちづくり講演会

※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

  4 （木）
28（日）

３Ｄプリンター操作講習会

13:00～

　　　　
27（土）

13:30～16:3013 （土）

　

女性のための起業講座～好きを仕事にする～

先輩起業家の体験談を聞いたり、起業を目指している女性たちとの交流から
つながりの輪を広げてみませんか？あなたの新しい一歩を応援します。【定員30名】

【ファシリテーター／増田紀彦氏】
参加費
無料

1５:00～1６:３０《講演》、16:30～17:00《懇親会》

要参加費

まちづくり”プランナー”としても”プレイヤー”としても活動を展開されている堀下氏に、
価値共創する産官学協働によるコミュニティづくりの重要性についてお話しいただきます。　　　　

【定員50名】
『産官学協働のコミュニティづくり』地方創生の先へ

【講師／堀下恭平氏】

 

　30(火)
       ～8/7(水)

4(木)・5(金)

13(土)

7(日)

14(日)

9:30～18:00

8:45～

9:30～

13:00～

13:00～

小中学校美術展覧会

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

期間 時間 内容

28(日) 14:00～ 少年少女合唱祭

※月曜休館

水戸市市制施行
130周年記念

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)

東部図書館

芸術館

芸術館

ザ・ヒロサワ・シティ会館

会場

芸術館

第51回水戸市芸術祭

ザ・ヒロサワ・シティ会館

会場／芸術館広場

第 30 回 五軒サマーナイトコンサート
                      ＆ふれあいまつり
第30回 五軒サマーナイトコンサート
                      ＆ふれあいまつり

12:00 ～ ふれあいまつり
15:10 ～ 水戸市炬火イベント
15:30 ～ サマーナイトコンサート
18:15 ～ お楽しみ抽選会 

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）

14（日）
※雨天時は 15 日（月）に順延

かき氷・トッ
ポギ・から揚

げ

水ヨーヨー・
ワナゲなど

楽しいことが
盛りだくさん

！

抽選会は豪華賞品がいっぱい！一口50円！

会場／千波湖　※他の催し物は8/3・4になります
20 （土） 19:30 ～ 21:00 ※荒天時は 24 日（土）に延期

昭和36年に始まった水戸黄門まつりがリニューアル！
水戸に咲く日本一の花火師「野村花火工業」！
約7,000発の花火が千波湖の湖面を彩ります。

問合せ　水戸黄門まつり実行委員会（TEL 029-224-0441）

水戸市市制施行130周年記念

水戸黄門まつり 水戸偕楽園花火大会水戸黄門まつり 水戸偕楽園花火大会

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

19 16:40～21:00　※小雨決行 

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！

場所／南町二丁目商店街常陽銀行本店脇
(金) 

JAZZ NIGHT LIVE 2019

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


