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TEL 029-297-2770  FAX 029-297-2771
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茨城ロボッツ×東京エクセレンス (17:00～、29日は14:00～) 《アダストリアみとアリーナ》 ※要チケット

茨城大学管弦楽団 第45回定期演奏会 (18:30～) 《ザ・ヒロサワ・シティ会館》 ※要チケット

茨城高等学校・中学校吹奏楽団 第60回定期演奏会 (13:30～) 《ザ・ヒロサワ・シティ会館》

パイプオルガン・プロムナード・コンサート クリスマス・スペシャル (18:00～18:45) 《芸術館》

ライブラリーシアター「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」 (13:00～15:45) 《県立図書館》
科学技術セミナー公開講演会 (13:15～16:30) 《ホテルレイクビュー水戸》 ※要申込み
アーカイブズ展関連講座「いばらきPRヒストリー～広報の歩みから見る茨城県～」 (13:30～16:00) 《歴史館》
日曜名画座「おくりびと」 (14:10～) 《中央図書館》
クリスマス・プレゼント・コンサート2019 (16:30開場、17:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

ライブラリー講演会「ある強かな植物病原菌と我が闘争」 (14:00～16:00) 《県立図書館》
三の丸寄席「落語王決定戦」 (15:00～16:00) 《県立図書館》
茨城ロボッツ×愛媛オレンジバイキングス (17:00～、22日は14:00～) 《アダストリアみとアリーナ》 ※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》
近代女流文学研究会読書会 (13:00～16:00) 《県立図書館》

水戸市市制施行130周年記念絵画コンクール  (～25日まで、9:30～18:00、月曜休館) 《芸術館》 
ライブラリーシアター「素晴らしき哉、人生！」 (13:00～15:10) 《県立図書館》

図書館俳句会[中級] (10:00～16:00) 《県立図書館》
長澤順×清水美和 ピアノ・デュオ・リサイタル (13:30開場、14:00開演) 《芸術館》 ※要チケット

わんパークのクリスマス大集合 (10:00～11:00/12:45～14:00/15:30～16:30) 《わんぱーく・みと》
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》
図書館で見て！ふれて！調べて！いきもの博士『ペンギン』 (13:30～14:45) 《県立図書館》
歴史館体験ツアー (13:30～15:30) 《歴史館》 ※小学生対象、要申込み
いばらきおはなしの会 (14:30～15:30) 《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》

陶の鳥 田山健司展 (～1/26まで、10:00～17:45、29日～1/4、月曜休館) 《常陽史料館》

はみんぐぱーくのクリスマス会 (10:00～10:30/10:40～11:40/14:00～14:30) 《はみんぐぱーく・みと》

好文亭月釜[箒庵忌法要茶会 遠州流] (10:00～15:00) 《偕楽園好文亭》 ※要呈茶料、好文亭入館料別
手作りプラネタリウム上映会 (11:00～15:30、30分ごとに上映) 《県立図書館》 
小・中学生体験歴史館コンサート (13:00～16:00の間、一人5分程度) 《歴史館》 ※要申込み
げいぶん寄席 (13:30～) 《常陽芸文センター》
クリスマスかえっこ (13:30～15:00、ワークショップは10:00～) 《市立博物館》

「黒澤止幾-幕末・明治の足跡を史料にたどる-」 (～1/26まで、9:30～17:00、12/29～1/1・月曜休館) 《歴史館》 ※要入館料
パイプオルガン・プロムナード・コンサート (11:00～11:30/12:30～13:00、21日は12:00～12:45) 《芸術館》
ことばのひびきを楽しもう！ (14:00～15:00) 《市国際交流センター》

図書館俳句会[初級] (13:00～16:00) 《県立図書館》

話音絵＝わおんかいのクリスマス (11:00～11:40) 《中央図書館》

子育てぽかぽか広場 (10日も、9:30～12:00) 《五軒小学校》

市内小中学校水戸芸術館コンサート2019 (10:00～/14:30～) 《芸術館》
千波湖環境学習会【桜川で「サケ」の卵を調べよう】 (13:00～15:00、12:30～受付) 《市役所》
日曜歴史館テーマ展Ⅲ関連講座「横山大観と酒井家の人々」 (14:00～15:30、9:30～整理券配布) 《歴史館》
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主催  南町二丁目商店街振興組合(TEL 029-221-9522)

サンタさんたsanta
フェスティバル
サンタさんたsanta
フェスティバル

お申込み
はコチラ

13 16:00 - 19:30（金）
【場所】南町２丁目特設ステージ(常陽銀行本店脇)

『ケーキ早食い大会』       出場者募集中!!●団体戦（要参加費）  ●小学生（無料）

★クリスマスライブ　★町内出店　★模擬店
★甘酒の無料配布（先着順）
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16:30受付／千波湖西駐車場 
18:00スタート／千波湖親水デッキ
16:30受付／千波湖西駐車場 
18:00スタート／千波湖親水デッキ
参加費無料・定員700名(予約優先)
定員に達していない場合当日参加受付

光を楽しもう

問合せ　水戸市観光課（TEL 029-224-1111）

コラボ開催

今年も登場！みんなで走るイルミネーションイベント。
光るアイテムを着けて夜の千波湖をジョギングしましょう。
参加者には蛍光ブレスレットをプレゼント！

7土 ・8日
親水デッキ周辺において、ステージイベントや飲食ブースなど、楽しい企画が盛りだくさん！

光の道エリア 　　(18:00～20:00） コースライトアップ
キャンドルエリア  （17:00～20:00） キャンドルナイト
和の灯りエリア     （18:00～20:00） 提灯等展示
その他、キャンドルロード・クリスマスフードの販売も！

光の道エリア 　　(18:00～20:00） コースライトアップ
キャンドルエリア  （17:00～20:00） キャンドルナイト
和の灯りエリア     （18:00～20:00） 提灯等展示
その他、キャンドルロード・クリスマスフードの販売も！
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《水戸芸術館広場》

開催中～1/13㊊まで

1９:00～22:001９:00～22:00

▶芝生広場イルミネーション、大銀杏ライトアップ
《水戸駅北口・銀杏坂》

12/1㊐～1/31㊎▶南町イルミネーション
《南町１～３丁目・南町自由広場 ほか》

12/13㊎～2/7㊎▶イルミネーション 「希望の光 」
《本町一丁目二丁目商店街 ハミングロード513》

通年点灯

日没～22:00日没～22:00

17:00～22:0017:00～22:00

日没～早朝日没～早朝

▶水戸芸術館ライトアッププロジェクト

まちなかイルミネーション2019

【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

   18 （水）
（土）

コワーキングスペース水戸ワグテイル「12月のお知らせ」

　

見学＆無料体験会

第11回

14:00～17:0014（土） 【定員25名】
大人気！問題解決を図る“参加型”セミナー！

無料

頭脳交流会in ワグテイル

時間・参加費等については
スタッフにお尋ねください。　　　　

vol.12

地方で起業するとは？
27（金） 要参加費

みと創業支援塾 1/18（土）より

第16期 
受講生募集中!! 詳しくは

裏面へ

※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

  ５ （木）
22（日）

３Ｄプリンター操作講習会

13:00～
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一般公募の市民など300名以上の大合唱団が
シンボルタワーの下、歌声を響かせます

1回目 12:00開演
2回目 13:30開演悪天候の場合、コンサートホールATM

水戸の街に響け！300人の《第九》

問合せ　水戸芸術館 (TEL 029-227-8111)

会場／芸術館広場　

入場無料

８（日）
水戸の年末の風物詩

 


