ー葉月ー

2018 年

夏休み子どもミュージアム「妖怪さまのお通りだい!2」 (～26日まで、9:30～16:45、月曜休館) 《市立博物館》
[常設展]自然「世界湖沼会議関連展示」 (～9/30まで、9:30～16:45、月曜休館) 《市立博物館》
夏休み市内小中学生無料招待 (～31日まで、10:00～17:00、月曜休館) 《徳川ミュージアム》
「ねもといさむの遊具と子どもの創造アトリエ展」 (～9/2まで、10:00～17:45、月曜・12・14日休館) 《常陽史料館》
自分だけの保冷剤を作ろう (10:00～12:00) 《みと文化交流プラザ》 ※要申込み
図書館俳句会（初級） (13:00～16:00) 《県立図書館》
戦争時代のお話を聴く会 わたしは戦争を忘れない-未来に伝えたい記憶- (15日も、10:00～12:00) 《歴史館》

３(金)

明治維新150年記念 第5 8回

千波湖

19:30〜20:40 花火大会

※荒天の場合、
10(金)に延期

４(土)

水戸黄門まつり
10:00〜21:00 山車巡行

14:00〜18:00 神輿連合渡御
「ふるさと神輿」製作発表
子どもみこし渡御

14:20〜15:50 水戸黄門パレード

16:30〜21:00 市民カーニバル in MITO

本町１丁目 ～本町３丁目間
10:30〜12:00 水戸黄門パレード

第18回ワイワイくろばねフェスティバル (12:30～21:00、5日は12:00～21:00) 《水戸協同病院駐車場内くろばねパーク》
図書館で見て！ふれて！調べて！いきもの博士「バッタ」 (13:30～14:45) 《県立図書館》
いばらきおはなしの会 (15:00～16:00) 《県立図書館》
ミュージアムコンサート「アルパが奏でる光の世界」 (14:00～15:30) 《近代美術館》 ※要申込み
子どものためのオープンワークショップ 茨城県近代美術館へようこそ！ (11:00～12:30/14:00～15:30) 《京成百貨店》
小さな聴き手のためのコンサート「うつくしいまち」 (13:30開場、14:00開演) 《芸術館》 ※要チケット
なつやすみかえっこ (13:30～15:00、ワークショップは10:00～) 《市立博物館》
日曜歴史館 明治150年関連シリーズ「徳川斉昭再考④」 (14:00～15:30、9:30～整理券配布) 《歴史館》

５(日)

水戸中央郵便局前 ～大工町交差点間

10:00〜14:00 山車巡行

〈1〜2丁目〉

10:00〜12:30 神輿連合渡御
子どもみこし渡御

本町１丁目 ～本町２丁目間

パレードには、
「カミナリ」の
竹内まなぶさん、石田たくみさん
が参加します！

14:00〜21:00 下市・本町
サマーナイトフェスティバル2018

４(土)・５(日) 共通イベント
10:00〜21:00 サマー・ドリーム・フェスタ 南町自由広場

11:00〜21:00 タウン・フェスティバル 水戸駅北口〜大工町交差点間 ※時間は会場による
13:00〜20:30 サマードリームミュージック 水戸芸術館広場 ※5日は14:00〜

問合せ

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

プログラムは変更する可能性があります

第50回記念 水戸市芸術祭

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。
文化都市・水戸の芸術の息吹を感じてみませんか。

講演会「子供たち一人一人が自分としての意味や価値をつくりだす創造活動」 (10:00～12:00) 《近代美術館》 ※要申込み、要入場料
岩合光昭写真展「ふるさとのねこ」 (～13日まで、10:00～19:30) 《京成百貨店》 ※要入場料、高校生以下無料
期間

時間
4(土)

山の日

子どものためのオープンワークショップ (11日も、10:00～12:00、13:30～15:30) 《近代美術館》

5(日)
7(火)～19(日)

アーカイブズ展 見て学ぶ明治/幼児・女子教育の先覚者 豊田芙雄 (～9/24まで、9:30～17:00、月曜休館) 《歴史館》 ※要入館料
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
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 (13:00～13:45) 《芸術館》
三の丸寄席「納涼寄席」 (15:00～16:00) 《県立図書館》

19(日)

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、受付12:30～) 《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2018 夏休みファミリースペシャル (13:00～13:45) 《芸術館》

19(日)
24(金)～26(日)
31(金)～9/2(日)

内容

9:30～
10:00～
9:30～18:00
9:00～17:00
14:00～16:00
16:00～21:00
※各団体による

26(日) 14:00～16:00

会場

文学大会 川柳の部
小中学校美術展覧会
吟詠剣詩舞大会
ジュニアオーケストラ演奏会

生涯学習センター
生涯学習センター
芸術館
県民文化センター
芸術館

演劇フェスティバル

芸術館

交響楽演奏会(第2部)

芸術館

文学大会

詩・短歌・俳句の部

問合せ 水戸市文化振興協議会事務局 (TEL 029-291-3846)
夏休みのアートたいけん！いつでもだれでも参加できるプログラム

こども・こらぼ・らぼ
11(土)・12(日)
備前堀灯篭流し (16:00～21:00) 《銷魂橋～三又橋間》
第49回千波湖灯ろう流し (18:00～21:00) 《千波湖畔》
「In Touch」 (18:30～、18日は13:00～/17:00～) 《芸術館》 ※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》
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》
夏休み絵画教室 (25日も、13:00～15:30) 《市立博物館》 ※要申込み
放送大学ライブラリー講演会「物の摩耗と表面-悪魔が創った表面はやっかい？-」 (14:00～16:00) 《県立図書館》
ウィークエンド・ギャラリートーク (～10/7の毎週土日、14:30～) 《芸術館》 ※要入場料
水戸ホーリーホック×ジェフユナイテッド千葉 (18:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット
図書館俳句会（中級） (10:00～16:00) 《県立図書館》

図書館で学ぼう！健康・元気アップ講座2018「お酒の正しい飲み方」 (14:00～15:00) 《県立図書館》
[洋画]庄司勲 展 (～10/14まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽藝文センター》

10:00〜17:00
(受付9:30〜)

絵本の古本市も
同時開催

2018

芸術館を丸ごと楽しめる夏休み企画。
タワーも無料で
楽しく作って思いっきり遊ぼう！
参加費
(1日)

のぼれるよ♪

3歳～高校生600円
大学生以上1,000円

問合せ 水戸芸術館現代美術センター (TEL 029-227-8120)

Guinguette

24㈮ 〜26㈰

ガンゲット
～夏祭り～

開催時間は曜日ごとに異なり
ます。詳しくは主催者に
お問い合わせ下さい。

こだわった美味しい食材の料理や
地酒、雑貨やワークショップなど
水戸の街の新しいマルシェです。

場所／M-SPO 南町自由広場
ロボッツアリーナ・他

スペシャルゲスト：多田 昌豊
（日本唯一のパルマハム職人）
主催・問合せ/株式会社まちみとラボ・ガンゲット実行委員会
marche@machi-mito-lab.com(まちみとラボ)

コワーキングスペース水戸ワグテイル「８月のお知らせ」

地方で起業するとは？
18（土） 要参加費 【定員30名】

vol.3

第7回

頭脳交流会
inワグテイル

“地方”と言われる水戸で起業支援を
行っているＷａｇｔａｉｌの人気イベント
第3弾！時間・参加費等については
スタッフにお尋ねください。

25（土）
14:00
～17:00

【定員25名】 無料
発表者の課題をもとに、参加者が
アイデアを出し合う勉強会です。

事業計画書作成勉強会 8 （水），29（水） 18:00～20:00

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》
講師養成講座 (13:30～16:00) 《生涯学習センター》 ※要申込み
子ども体験プログラム「アーカイブズって？」 (10:00～12:00) 《歴史館》 ※要申込み

少人数制でじっくり基礎から学べるワークショップ形式の勉強会です。 【定員5名】

３Ｄプリンター操作講習会
9 （木）, 23 （木） 【各回 定員１名】
10:00～/13:00～/16:00～ 受講料

※申込締切日…開催週の月曜

10:00～17:00
9:00～13:30

第４日曜日開催 10:30～13:30
みとちゃん朝市

検索

《千波公園 ふれあい広場》

※開催日程や会場は変更になる場合があります。

￥1,000

無料

見学 ＆ 無料体験会
※お申込み優先 【先着5名】

4 （土）
22 （水）

10:00～11:30
18:00～19:30

☆詳細については、ワグテイルのH Pをご覧ください。
コワーキングスペース水戸 ワグテイル

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

運営：
（一財）水戸市商業・駐車場公社 http://www.ravi.310.ne.jp/ Wagtail HP

