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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/

ー如月ー

振替休日

天皇誕生日

建国記念の日

2/1( 土 )→ 3/1( 日 )

受講生募集中！

問合せ  水戸商工会議所（TEL 029-224-3315）

まちの個店は専門家の集まり。
ためになる専門知識やプロの
技術をお教えします。普段は聞く事の
できない耳よりな情報が満載です。

得するまちのゼミナールスクール

※一部、材料費などあり

78

水戸城大手門完成水戸城大手門完成

問合せ　歴史文化財課（TEL 029-306-8132）

大手門の見どころなどについての解説のほか、普段は
見られない 2階と番所も見学できます。《当日受付》 参加無料

2/4（火）午後から通行可能《車両以外》

8:00～12:00【大手門特別公開】【大手門特別公開】

水戸城の正門であり、シンボル。まもなくお披露目！

2/8 【土】・9 【日】2/8 【土】・9 【日】

MITO世界チョコレートフェスティバル
6(木)～9(日)

《問合せ》世界チョコレートフェスティバル実行委員会（TEL 029-251-6477）

10:00-17:00
　　　　　　　　　　　　世界のチョコレート販売
レシピ＆フォトコンテスト、ステージイベントなど

※9日は16:00まで
場所／県庁2階特設会場

-第124回-
2/15【土】
      　   ～3/29【日】
会場 偕楽園・弘道館水戸の

高校生野点茶会 大成女子高等学校高校生野点茶会 大成女子高等学校

梅まつり開幕記念セレモニー梅まつり開幕記念セレモニー

《偕楽園 見晴広場 ※要呈茶料》《偕楽園 見晴広場 ※要呈茶料》

9:00～10:009:00～10:00

10:00～15:0010:00～15:00
《偕楽園 見晴広場》《偕楽園 見晴広場》

15 【土】15 【土】 23 【日】23 【日】

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）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）

第２観梅デー

期間中の催し

武道演武武道演武《弘道館 対試場》《弘道館 対試場》
10:00～11:3010:00～11:30

みとちゃんお誕生会みとちゃんお誕生会
10:00～15:00 ※23日も10:00～15:00 ※23日も

《偕楽園 田鶴鳴梅林》《偕楽園 田鶴鳴梅林》

22 【土】22 【土】

水戸の新酒まつり水戸の新酒まつり
《東照宮境内》《東照宮境内》

15:00～19:3015:00～19:30

野点茶会 石州流野点茶会 石州流
10:00～15:0010:00～15:00

《偕楽園 見晴広場 ※要呈茶料》《偕楽園 見晴広場 ※要呈茶料》

水戸の梅香径水戸の梅香径《水戸駅北口周辺》《水戸駅北口周辺》
2/8 【土】～ 3/22 【日】2/8 【土】～ 3/22 【日】

ま りつ梅

水戸市市制施行130周年記念

記念品プレゼント（数量限定）

高校生野点茶会 常磐大学高等学校高校生野点茶会 常磐大学高等学校
《偕楽園 見晴広場 ※要呈茶料》《偕楽園 見晴広場 ※要呈茶料》

10:00～15:0010:00～15:00

田谷の棒術田谷の棒術《弘道館 対試場》《弘道館 対試場》
13:00～14:0013:00～14:00

水戸のひな流し水戸のひな流し
《偕楽園 吐玉泉下》《偕楽園 吐玉泉下》

11:00～12:0011:00～12:00

歴代水戸の梅むすめ
　　　・梅大使の集い
歴代水戸の梅むすめ
　　　・梅大使の集い

10:00～12:0010:00～12:00

《偕楽園 見晴広場》《偕楽園 見晴広場》

29 【土】29 【土】

水戸浪漫人力車の運行水戸浪漫人力車の運行《偕楽園》《偕楽園》

2/15 【土】～ 3/22 【日】の土・日曜日2/15 【土】～ 3/22 【日】の土・日曜日
10:00～15:0010:00～15:00

光の散歩道光の散歩道《偕楽園》《偕楽園》
2/15 【土】～ 3/22 【日】2/15 【土】～ 3/22 【日】日没～19:00日没～19:00

【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
10:00～11:3029

   12 （水）
（土）

コワーキングスペース水戸ワグテイル「2月のお知らせ」

　

見学＆無料体験会

13:00～14:0022（土） 【定員/親子5組※小学生とその保護者】
大人気！３Dプリンタの仕組みを学び、実際に3D撮影を体験しよう！

はしっこ野菜で楽しく食育！

※申込締切日…各開催日の3営業日前

【各回定員１名】
10:00～/13:00～ 受講料

￥1,000

  ２ （日）
27（木）

３Ｄプリンター操作講習会
13:00～

★

★

11:00～12:0016（日） 【定員/親子10組】
スタンプ遊びを通じて、子ども達の野菜へ興味を引き出します。

親子ラボ-3Dプリンタ＆スキャナ体験講座

両日とも要申込み、要材料費。直接Wagtailへお申込ください。

 

第18回読み聞かせコンクール (9:30～16:30) 《県立図書館》

いばらきねんりん文化祭 シニア世代の美術展 わくわく美術展 (～3/5まで、9:30～16:00、最終日は12:00まで) 《ザ・ヒロサワ・シティ会館》

第24回水戸市民の集い 第50回交通安全市民大会 (13:30～) 《ザ・ヒロサワ・シティ会館》

河原忠之の《水戸 de Opera!》Vol.3 (16:00～) 《芸術館》 ※要チケット

映画『時の行路』水戸市上映会 (10:30～/14:00～) 《ザ・ヒロサワ・シティ会館》 ※要チケット

ボールゲームフェスタin水戸 (ボールであそぼう！9:00～11:30、キッズチャレンジ13:00～16:40) 《アダストリアみとアリーナ》 ※要申込み
開館30周年記念事業 森 英恵 世界にはばたく蝶  (～5/6まで、9:30～18:00、入場は17:30まで、25日休館) 《芸術館》 ※要チケット
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》

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》

企画展「名画を読み解く-珠玉の東京富士美術館コレクション」 (～4/12まで、9:30～17:00) 《近代美術館》 ※要入館料
水戸生涯学習センター特別講演会「アフリカ・スーダンでの医療支援活動」 (16:30～) 《ホテルレイクビュー水戸》 ※要申込み
伝統芸能のススメ[落語]春風亭昇太独演会 (18:30～) 《芸術館》 ※要チケット

ライブラリーシアター「三度目の殺人」 (13:00～15:05) 《県立図書館》

合唱セミナー2020 (9:45開場、10:00開演) 《芸術館》 ※要チケット
図書館俳句会[中級] (10:00～16:00) 《県立図書館》
第15回茨城大学人文社会科学部地域史シンポジウム「スポーツの世界史」 (13:00～17:00) 《茨城大学》

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》
市立博物館特別展関連企画 講演会「水戸140億年史」 (13:30～15:00) 《芸術館》 ※要申込み
ライブラリー講演会「『無意識』の世界の不思議」 (14:00～16:00) 《県立図書館》
水戸市内の子どもたちによるコンサート 笠原小学校 (15:00～、22日は三の丸小学校、29日は千波小学校) 《芸術館》
茨城ロボッツ×Fイーグルス名古屋 (17:00～、16日は14:00～) 《アダストリアみとアリーナ》 ※要チケット

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》

第41回磯節全国大会決戦会 (9:00開場、10:00開演) 《ザ・ヒロサワ・シティ会館》 ※要チケット、大学生以下無料
2019年度朗読スタジオ発表公演『声のギャラリー』 (10:30～/15:30～) 《芸術館》 ※要チケット

市立博物館特別展「水戸の大地の成り立ち」 (～3/15まで、9:30～16:45、入館は16:15まで、月曜休館) 《市立博物館》 ※要入館料
千波湖環境学習会【卵からふ化した「サケ」の稚魚を桜川に放流しよう】 (13:00～15:00、12:30～受付) 《千波湖親水デッキ》
パイプオルガン・プロムナード・コンサート (29日も、13:00～13:30、15日は12:30～13:00/13:30～14:00) 《芸術館》
忍者あそび (13:30～15:30) 《歴史館》 ※要申込み
大人のためのお話会 (14:00～15:30) 《中央図書館》

市社会体育指導研修会 宇津木妙子氏講演会 「夢の実現！～努力は裏切らない～」 (9:20～11:00) 《駿優会館》 ※要申込み
特別展「佐竹氏-800年の歴史と文化-」 (～3/22まで、9:30～17:00、月曜休館) 《歴史館》 ※要入館料
美術館アカデミー「ラファエッロ以前-もうひとつの西洋近代美術史」 (14:00～15:30) 《近代美術館》
三の丸寄席「恵方寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》
池辺晋一郎の肖像 (15:30開場、15:40プレ演奏、16:00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

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

企画展「佐竹氏 常陸国統一 54万石の城下町を水戸につくる」 (～6日まで、9:00～16:00) 《市役所》

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
日曜歴史館「一橋徳川家文書の世界」 (14:00～15:30、9:30～整理券配布) 《歴史館》

[陶芸]植竹敏展 (～3/29まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽藝文センター》
千波湖の歴史から未来を考える 講演会「彰往考来」 (10:00～11:30) 《市公園協会》
名作を楽しむ会 白萩と白百合「与謝野晶子と山川登美子」 (13:30～14:50) 《県立図書館》
茨城ロボッツ×福島ファイヤーボンズ (14:00～、2日は15:00～) 《アダストリアみとアリーナ》 ※要チケット
開館30周年記念事業 水戸室内管弦楽団 第105回定期演奏会 (2日も、14:30開場、15:00開演) 《芸術館》 ※要チケット


