
復興イベント 水戸まちなかフェスティバル 詳しくは裏面へ

ー神無月ー

霜降

泉町新鮮市 (9:00～13:00) 《泉町会館》
茨城県警察音楽隊「金曜コンサート」（12:15～12:55） 《芸術館広場》
水戸バー・バル・バール（夕方～翌２７日夜まで） 《中心市街地の参加店》

あした有機農園 (10:00～13:00) 《泉町会館》
イブニングシアター「ぼくの神さま」 (18:00～） 《県立図書館》

3・11とアーティスト: 進行形の記録 （～12/9まで、9:30～18:00） 《芸術館》
黄門さん・青空マーケット (10:00～14:00） 《南町自由広場》
三の丸寄席「爽秋寄席」 （１５：００～） 《県立図書館》

泉町新鮮市 (9:00～13:00) 《泉町会館》

水戸ホーリーホック×ロアッソ熊本（19：00キックオフ）《ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷｽﾀｼﾞｱﾑ》

第55回建築士会全国大会「いばらき大会」記念講演会 （13：00 ～14：30） 《芸術館》
プロフェッショナルファウルＰＲＥＳＥＮＴＳ「ゲキマン②」（～22日まで） 《稽古場「風」》

水戸室内管弦楽団 第85回定期演奏会 (18:00開場、18:30開演） 《芸術館》

KEEP「オールデーズ」 《南町自由広場》
千波湖ワン・デイ・パーティー （11:00～16:00） 《千波公園各所》
水戸室内管弦楽団 第85回定期演奏会 (13:30開場、14:00開演） 《芸術館》

水戸室内管弦楽団メンバーによる公開レッスン in 水戸 (13:00開場、13:30開演） 《芸術館》 ※整理券配布

ホビングリッシュ講座 （14:00～16:00） 《市国際交流センター》 ※要申込み 221-1800

昔あそび「忍者あそび」（13:30～15：30) 《県立歴史館》 ※申込み 水戸こどもの劇場 255-0908  

みとペタ（28日まで） 《京成百貨店、エクセル、エクセルみなみ、丸井水戸店》

体育の日

グリム童話誕生２００年 昔ばなし大学創立２０周年記念「グリム童話を語る会」 
（第１部 1０:３０～1２:00、第２部 １３:３０～１５:００） 《県立図書館》

木のからくり楽士が奏でるオルゴールの世界 (～11/25まで、10:00～17:45） 《常陽史料館 アートスポット》

額賀英世展（水彩画） (～12/1まで、10:00～17:45） 《常陽藝文センター》

あした有機農園 (10:00～13:00) 《泉町会館》

水戸黄門さま漫遊ウォーク Ａ・Ｂコース （７:30受付） 《三の丸小学校》 ※要申込み

常陸大宮「のう○市」 (10:00～14:00） 《泉町会館》
水戸市戦没者追悼式 (13:00～） 《県民文化センター》

四季の広場 -地元野菜の直販- （13日も、9:00～） 《芸術館広場》
32CAMP 1泊2日 （12:00～翌12:00） 《千波・西の谷公園》
お茶は茨城。食も茨城。（10:00～16:00頃) 《芸術館広場》

国際交流パーティー (13:00～15:00) 《市国際交流センター》 ※要申込み
パイプオルガン・プロムナード・コンサート （12:00～/13:30～） 《芸術館》

三の丸地区 市民運動会 （8:30～14:00） ≪三の丸小学校≫
五軒地区 市民運動会 （8:45～14:30） ≪五軒小学校≫
水戸ホーリーホック×FC岐阜 (19:00キックオフ） 《ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷｽﾀｼﾞｱﾑ》

千波湖環境学習会 (13:00～15:00） 《好文カフェ前親水デッキ集合》

常陸大宮「のう○市」 (10:00～14:00） 《泉町会館》

常陸大宮「のう○市」 (10:00～14:00） 《泉町会館》

常陸大宮「のう○市」 (10:00～14:00） 《泉町会館》

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

パイプオルガン・プロムナード・コンサート （12:00～/13:30～） 《芸術館》
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水戸芸術館広場
10:00～16:00頃

県北： 奥久慈茶 日本最北端の茶産地

県央： 古内茶�日本で二番目に古い、歴史ある茶産地

県南： さしま茶 1859年にアメリカに初輸出した茶産地

県内の茶所が大集合！

♪楽しいイベントも盛りだくさん♪

★お茶漬け １１：００～　限定３００食（無くなり次第終了）

★実演　 ★体験コーナー

★抽選会 ①１２：００～②１５：００～ 

アンケートに答えて賞品をＧＥＴ！

県内各地の名産品が集合！

秋の調べ♪

■ 斑目 加奈 （トランペット奏者）
■ 天下井 朱海 （メゾソプラノ・編曲）
■ 磯山 純 （シンガーソングライター）
■ 寺門 幸子 （朗読）

32CAMP
SOUND&CINEMA&TALK SESSION

音楽と映画と対話の宿泊型イベント 土6 日7
１２：００ １２：００

千波・西の谷公園

■メインステージ
●アコースティックライブ
●映画上映「男はつらいよ」
　 ６日18:00頃～（小雨決行）
●ミニＦＭ「32チャンネル」＋
　 サイレントＤＩＳＣＯ

■トークステージ
　音楽トーク/まちトーク/映画トーク

■ワークショップエリア
●森の料理人の料理教室
●サバメシ体験
●廃油から作るキャンドルワークショップ
●ＡＭラジオ製作ワークショップ
●増本泰斗ワークショップ

■テントサイト ■フードコート
■物販・展示エリア

詳しい情報はこちら   http://artmetoo.jp/

主催：MeToo推進室
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　開催場所

千波公園
　 各所

◎千波湖ストリートライブ（音楽＆ダンス）
　 千波湖親水デッキ

◎好文マルシェ（生産者による食のイベント）
　 徳川光圀公像広場

◎みんなでピクニック（芝生でピクニック）
　 偕楽園公園田鶴鳴梅林

【体験イベント】

昭和で遊ぼう
お弁当を持って
家族みんなでピクニック！

10月26日(金)・27日(土)

vol.３

３１０ ＢＢＢ 検索

水戸バー・バル・バール（３１０ＢＢＢ）とは．．．
飲み文化の復興によるマチナカの賑わい創出を目的
とした、下市～駅南・駅前～大工町エリアで
行う飲み歩きイベントです。

入場
無料

17:00～各店終了時間 11:30～各店終了時間

水戸のまちなかでお気に入りのお店を見つけよう！前売りチケット販売場所・期間は、
京成百貨店・丸井・当センター・他
10月1日（月）～10月25日(木）

・ 28日（日）

11:00
～16:00

4枚つづり　
前売り
当日    

3,200円
3,600円

雨天時は７日（日）開催

雨天中止

1杯 300円

水戸スタンプラリー大作戦（12/25まで）
問合せ：lollipop cowboy 232-3202


