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ー長月ー

偕楽園 

第5２回第5２回
【会場】

23（月・祝）

14（土）

15（日）

7（土）

萩のライトアップ

水戸市市制施行
130周年記念 水戸の萩まつり水戸の萩まつり

【期間】
野点茶会〈見晴広場〉
旅の思い出に記念撮影〈見晴広場〉
「みとちゃん」と写真を撮ろう！ 〈東門付近〉

※みとちゃんは 11:00 ～、13:00 ～、14:30 ～に登場！

※要参加料

1（日）～23（月・祝）
10:00～15:00
10:00～15:00   
11:00～

※呈茶料 300 円

月見の会

雨天時は
15日に順延

案内

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)

15:00～20:00
15:00～20:00
17:30～20:00
18:00～20:00
18:00～

17:30～19:00

偕楽園の開園時間を延長し、園内をライトアップします

10:00～15:00 萩まつり俳句大会〈青少年会館〉

合同野点茶会〈見晴広場〉※呈茶料300円
好文亭茶会〈好文亭〉※呈茶料300円、好文亭入館料別
偕楽園ナイトウォーク〈偕楽園内〉
月見の宴〈見晴広場〉※食事は有料、事前予約制
キャンドルライトアップ〈見晴広場〉

特別企画「第 12 回水戸薪能」〈常磐神社〉※要入場料
期間中の土・日・祝日 10:00 ～ 15:00 まで、歴史アドバイザー水戸による
園内の見どころ案内が無料で受けられます。（最終受付 14:40）

日没～21:00

[土] → [月・祝]  7 23

問合せ   水戸クリエイティヴウィーク実行委員会(TEL 029-255-6026)

文化的な催しを横断的に楽しめる
フレームワーク。土地・風土・文化・
人の魅力に触れる2週間。

場所：
水戸市街地各所水戸

クリエイティヴ
ウィーク2019

水戸まちなかフェスティバル
～秋のストリート文化祭～ ※雨天決行・荒天中止

第8回

10:00-16:00
水戸市中心市街地

国道 50 号が歩行者天国に！

16（月 ・ 祝）

歩いて楽しい水戸まちなかフェスティバル
ウェディングにオセロにファッションショー

雑貨にグルメに音楽も
水戸の「わ」をお楽しみください

スタンプラリー参加店で商品を購入し
スタンプを３つ以上集めると、抽選で
参加店で使える商品券が当たります！

水戸まちなかフェスティバル実行委員会 (TEL 029-232-9185)

関連イベント『みとペタ＋ ワンコイン商店街』 も開催！

大工町交差点から水戸駅

14（土）~16（月 ・ 祝）
大人気の企画が今年も
登場！町を歩こう♪

【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
10:00～11:3021

11 （水）
（土）

コワーキングスペース水戸ワグテイル「９月のお知らせ」

　

見学＆無料体験会

人生100年時代の副業セミナー《プレセミナー》

※申込締切日…各開催日の3日前
【要申込み、各回 定員１名】
10:00～/13:00～

受講料
￥1,000

（木）
３Ｄプリンター操作講習会

　　　　28（土）

14:00～17:007（土）
　

第10回 頭脳交流会inワグテイル

建設的なアイデアを出し合い、問題解決を図る勉強会です。
【定員25名、定員になり次第締切】

「副業」という働き方を学ぶ講座の“プレセミナー”です。10月より本講座開講！

12

参加費無料
要申込み

地方で起業するとは？vol.11

ファシリテーター
増田紀彦氏

14:00～17:00 参加費無料・要申込み・締切9/27(金)

1（日） 1５:00～1６:45《トークイベント》、17:00～18:30《懇親会》
要参加費 【定員50名】

★
★

★

 

千波湖環境学習会【千波湖周辺の「水生生物」を調べよう】 (13:00～15:00、12:30～受付) 《千波湖親水デッキ》
いにしえのピアノ演奏体験 (14:00～16:00の間、一人5分程度) 《歴史館》 ※要申込み
開館30周年記念事業 カルテット・プレミアム・シリーズvol.1 ハーゲン弦楽四重奏団 (14:30開場、15:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

茨城国体開催記念 企画展示〈横山大観〉 (～10/27まで、9:30～17:00、月曜休館) 《近代美術館》 ※要入館料
21世紀の家族像～多様化する家族観と性～ (13:30～15:30) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み

茨城県警察音楽隊 金曜コンサート (12:15～12:55) 《芸術館広場》

日本映画が好き2019 (10:30～) 《芸術館》

日曜名画座「バルカン超特急」 (14:10～) 《中央図書館》
水戸ホーリーホック×FC岐阜 (14:00キックオフ) 《Ksスタ》 ※要チケット

「地域力UP!夢・仕事はひめらきから」～起業でまちづくり～ (10:15～11:45) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み
第34回水戸映画祭 (～23日まで、13:10～、22日は11:20～、23日は15:20～) 《芸術館》 ※入替制、要入場整理券
310食堂 (11:30～14:00) 《マチノイズミ・食と農のギャラリー葵・カフェリベル》
新しい令和の時代～政策決定の場に私たちの力を！～ (13:00～15:30) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み
ライブラリー講演会「モーターとわれわれの日常生活」 (14:00～16:00) 《県立図書館》
村治佳織 ギター・リサイタル「SELECTION」 (14:30開場、15:00開演) 《芸術館》 ※要チケット
茨城ロボッツ×ライジングゼファー福岡 (22日も、17:00～) 《アダストリアみとアリーナ》 ※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》

第51回花の絵コンクール作品展 (～29日まで、9:30～18:00、月曜休館) 《芸術館》 
ライブラリーシアター「ケアニン～あなたでよかった～」 (13:00～14:45) 《県立図書館》

パイプオルガン・プロムナード・コンサート (13:00～13:45、28日は12:00～12:30、13:30～14:00) 《芸術館》

第25回フラホイケ福祉チャリティ フラ発表会 (12:30開場、13:00開演) 《ザ・ヒロサワ・シティ会館》

秋のこらぼ・らぼ (15日も) 《芸術館》 ※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》
視覚に障害がある人との鑑賞ツアー「セッション！」 (15日も、14:00～16:00) 《芸術館》 ※要予約、要参加費
三の丸寄席「月見寄席」 (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、21日は13:00～16:00) 《県立図書館》

開館30周年記念事業 ACM劇場プロデュース「最貧前線」 (～15日まで) 《芸術館》 ※要チケット

就職応援セミナー (13:30～15:30) 《県立図書館》

子ども体験プログラム くずし字であそぼう (10:00～12:00) 《歴史館》 ※要申込み、小学4・5・6年生対象
ライブラリーセミナー 改元と『万葉集』－古典の意味を考える̶ (13:30～15:00) 《県立図書館》
男女平等参画映画祭「六月燈の三姉妹」 (13:00開場、13:30上演) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み
茨城の名手・名歌手たち 第29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×ツエーゲン金沢 (18:00キックオフ) 《Ksスタ》 ※要チケット

憧れの欧米への旅 竹久夢二展 (～10/27まで、9:30～17:00、9・24日休館) 《近代美術館》 ※要入館料
野外映画上映会「ボヘミアン・ラプソディ」 (18:30～21:00) 《芸術館広場》

テーマ展Ⅱ「いばらきスポーツのあゆみ-栄光の軌跡-」 (～10/20まで、9:30～17:00、月曜休館) 《歴史館》 ※要入館料
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・17日・24日も、9:30～12:00) 《五軒小学校》

好文亭月釜[表千家] (10:00～15:00) 《偕楽園好文亭》 ※要呈茶料、好文亭入館料別
ちょっとお昼にクラシック 上野耕平 SAXOPHONE On the Road (13:３0～/16:30～) 《芸術館》 ※要チケット
ヒューマンライフシンポジウム2019「女と男 未来へつなぐメッセージ」 (13:30～15:40) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み
日曜歴史館「常陸戦国期の争乱と佐竹氏②-小田攻略とその後-」  (14:00～15:30、9:30～整理券配布) 《歴史館》

28(土)・29(日)
12:00～19:00

問合せ　実行委員会事務局 (TEL 029-301-5394)

魁祭
茨城国体開催記念イベント 前夜祭は27日

16:00～20:00
水戸駅南口

場所／水戸駅北口・南口　チャレンジ体験村・茨城物産縁日村など

敬老の日

秋分の日


