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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/

山の日

ー葉月ー

振替休日

パイプオルガン・プロムナード・コンサート (12:00～12:30/13:30～14:00) 《芸術館》

水戸城大手門復元整備工事現場見学会 (13:30～/14:30～/15:30～) 《水戸城大手門復元整備工事現場》 ※要申込み
日曜名画座「誓いの休暇」 (14:10～) 《中央図書館》

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》
ライブラリーシアター夏休み「ハリー・ポッターと秘密の部屋」 (13:00～15:45) 《県立図書館》
キュレータートーク (14:00～15:00) 《芸術館》
水戸ホーリーホック×東京ヴェルディ (18:00キックオフ) 《Ksスタ》 ※要チケット

第46回悠悠映画塾 映画「若おかみは小学生！」 (10:00～/14:00～) 《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「ぼくたちと駐在さんの700日戦争」 (13:00～14:50) 《県立図書館》

こわーいおはなし会 (14:00～15:00) 《中央図書館》

図書館俳句会[中級] (10:00～16:00) 《県立図書館》
水戸市長杯小学生オセロ選手権 (10:00～15:30、9:30～受付開始) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み
プロムナード・コンサート EXTRA　(11:00～11:45) 《芸術館》
千波湖環境学習会【千波湖周辺の「昆虫」を調べよう】 (13:00～15:00、12:30～受付) 《千波湖親水デッキ》

平和作文朗読発表会とパイプオルガン・プロムナード・コンサート (13:30～14:15) 《芸術館》
生涯学習講演会「あきらめなければ夢は叶う～陸上競技人生20年の軌跡～」 (13:30～15:10) 《ザ・ヒロサワ・シティ会館》 ※要申込み
水戸ホーリーホック×京都サンガF.C. (18:00キックオフ) 《Ksスタ》 ※要チケット

健康チェックの日 (14:00～16:00) 《食と農のギャラリー葵》
備前堀灯篭流し (16:０0～21:00) 《銷魂橋～三又橋間》
第50回千波湖灯ろう流し (18:00～21:00) 《千波湖畔》

プロ野球イースタン・リーグ公式戦 ヤクルト対ジャイアンツ (18:00～、15日は13:00～) 《ノーブルホームスタジアム水戸》 ※要チケット

キッズ・ギャラリートーク (24日も、11:00～11:30、14:30～15:00) 《市立博物館》

紙芝居「茂木貞夫物語」上演会 (14:00～15:00) 《市立博物館》
好文亭月釜[石州流] (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 夏休みファミリースペシャル (12:00～12:30/13:30～14:00) 《芸術館》
歴史館探検ツアー (13:30～15:30) 《歴史館》 ※要申込み、小学生対象

夏休みかえっこ (13:30～15:00、ワークショップは10:00～) 《市立博物館》
三の丸寄席「納涼寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》

夏のこらぼ・らぼ (10日も、9:45～18:00) 《芸術館》 ※要申込み、要参加費
第1回美術館セミナー (10:30～15:00) 《近代美術館》 ※要申込み
ルドルフ・ルッツ オルガン・リサイタル (18:30開場、19:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

ペットボトルで万華鏡を作ろう (10:00～12:00) 《市役所》 ※要申込み
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

日曜歴史館「幕末期京坂における豪農の活動」  (14:00～15:30、9:30～整理券配布) 《歴史館》

図書館で見て！ふれて！調べて！いきもの博士『ホタル』 (13:30～14:45) 《県立図書館》
茨城大学地域連携講座「フランス・ベルギーマンガの歴史」 (14:00～15:30、9:30～整理券配布) 《歴史館》
いばらきおはなしの会 (15:00～16:00) 《県立図書館》

わたしは戦争を忘れない̶昭和20年8月「あの日」の記憶̶ (15日も、10:00～12:00) 《歴史館》

徳川ミュージアム夏休み無料招待 (～26日まで、9:00～17:00) 《徳川ミュージアム》 ※対象／小・中学生、高校生
体験企画「わくわく歴史体験!!」 (～25日まで、9:30～17:00、月曜休館) 《歴史館》 ※要入館料
夏休み子どもミュージアム「水戸藩の学校」 (～25日まで、9:30～16:45、入館は16:15まで、月曜休館) 《市立博物館》
水道低区配水塔ライトアップ (～15日まで、18:30～21:00) 《水道低区配水塔》

水戸市市制施行130周年記念 第59回水戸市市制施行130周年記念 第59回

11:00～21:30  山車巡行
15:30～19:00  水戸黄門カーニバル
19:30～20:30  水戸黄門提灯行列
19:30～21:30  神輿連合渡御

10:00～20:30  山車巡行・叩き合い
14:00～16:00  子どもみこし渡御
14:00～18:00  ふるさと神輿渡御

中央郵便局前 ～大工町交差点間３(土)３(土) ４(日)４(日)

まつり本部 (TEL 029-226-3151) ※まつり当日
水戸観光コンベンション協会 (TEL 029-224-0441) ※まつり前まで

水戸黄門まつり水戸黄門まつり

10:00～22:00   サマー・ドリーム・フェスタ   南町自由広場 ※4日は21:00まで
11:00～22:00   タウン・フェスティバル    水戸駅北口～大工町交差点間

12:00～21:00   ワイワイくろばねフェスティバル    くろばねパーク（協同病院駐車場内）

３(土)・４(日) 共通イベント

10:00～19:00  下市
　　　　　　　タウンフェスティバル　　　　　　     

　プログラムは変更する可能性があります

リニューアル！
リニューアル！

ハミングロード513(下市)

※4日は21:00まで、催し物の時間は会場による

問合せ

交通規制

３(土)15:00～22:00／４(日)14:00～21:00　　　　     

国道50道（中央郵便局前
　　   ～大工町交差点間）　

全面車両通行止め　　

市民の皆さんが、芸術文化活動の成果を発表する水戸市芸術祭。
様々なプログラムをお楽しみください。

１８(日)

14:00～

14:00～

文学大会 川柳の部

ジュニアオーケストラ演奏会

交響楽演奏会(第2部)

生涯学習センター

芸術館

芸術館

期間 時間 内容 会場

吟詠剣詩舞大会 ザ・ヒロサワ・シティ会館

芸術館

※各団体による 演劇フェスティバル

第51回記念 水戸市芸術祭

３(土) 9:30～

文学大会 俳句の部 みと文化交流プラザ４(日)

１８(日)

9:00～

１６(金)～１８(日)
２３(金)～２５(日)

２５(日)

問合せ　水戸市文化振興協議会事務局 (TEL 029-291-3846)

水戸市市制施行130周年記念

文学大会 詩・短歌の部 生涯学習センター４(日) 10:00～

9:30～

場所／近代美術館地階講座室
　　　当日受付・参加無料
　   ※レクリエーション保険として50円の加入

【午前の部】10:00～12:00
【午後の部】13:30～15:30

子どものためのオープンワークショップ子どものためのオープンワークショップ
お絵描きや工作が大好きな子どもたち、集まれ～！
身近な材料を使って、造形遊びや作品づくりをします。24(土)    25(日)・

問合せ/茨城県近代美術館　029-243-5111

３
お天気フェア2019

(土)
場所／水戸地方気象台（金町1-4-6）
時間／10:00～16:00(受付は15:30まで)

明日のお天気はどうしてわかるの？
その答えは気象台に！みんなで学ぼう！

問合せ　水戸地方気象台　０２９－２２４－１１０７

★気象庁マスコットキャラクター「はれるん」も遊びにくるよ！　

入場無料

【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。

10:00～11:30
18:00～19:3021

10 （土）
（水）

コワーキングスペース水戸ワグテイル「８月のお知らせ」

　

見学＆無料体験会

クラウドファンディング相談会

※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

（日）４
（木）

３Ｄプリンター操作講習会

13:00～

　　　　25（日） 12:00/13:30/15:00/16:30/18:00

14:00～17:0024 （土）
　

みと創業支援塾フォローアップセミナー

思い描いた事業を実現化するためのブラッシュアップをしませんか？
【定員30名、定員になり次第締切】

「FAAVO by CAMPFIRE つくば」代表の渡邉ゆりか氏による相談会！

１

初回無料
各回1名
予約優先

卒塾生・Wagtail月額会員/無料
一般/￥2,000　申込締切8/16(金)

キッズプログラミング教室
夏休み特別企画 ７（水）～９（金） 要申込み

要参加費【詳しくはスタッフまで！】
車型ロボットを動かそう！

 


