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水府ちょうちん 他

ー弥生ー

四季の広場 -農作物直売- （9:00～） 《芸術館広場》
三店ものがたり (2/28～3/2、10:00～18:00) 《まちなかのお店》
輝くみんなの写真展 (～31日まで) 《京成百貨店》

いばらき県北 うまかっぺまつり (9:00～15:30) 《茨城県三の丸庁舎広場》 
水戸市内の子どもたちによるコンサート 三の丸小学校 (15:00～) 《芸術館》

水戸ホーリーホック×大分トリニータ (15:00キックオフ） 《ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷｽﾀｼﾞｱﾑ》

天使たちの歌声「かわいいひな祭り」 (11:00～) 《ホテル・ザ・ウエストヒルズ水戸 １Fロビー》

第35回 長崎の物産展 (～11日まで) 《京成百貨店》

水戸梅まつり梅酒大会2014 (～9日まで、10:00～16:00、9日10:00～15:00) 《常磐神社》
景観から考える まちなかの魅力づくりセミナー (14:00～16:00) 《茨城県生涯学習センター》

四季の広場 -農作物直売- （9:00～） 《芸術館広場》
第28回 三の丸さんさん祭り (9:00～16:30) 《三の丸市民センター》
水戸ヘルスロード観梅ウォーキング大会 (9:00～) 《県三の丸庁舎広場》

ACM Bookmobile ゆうくんとマットさんの「ぼくは王さま～しゃぼん玉deくびかざりRe-mix」 (16:00～) 《芸術館》

高校生ウィーク2014 (～4/6) 《芸術館》
水戸ヘルスロード観梅ウォーキング大会 (8:30～) 《県三の丸庁舎広場》

日本の抒情歌を歌い継ごう！ （13:00～15:00） 《まちなか情報交流センター》

水戸観梅ツーデーウォーク (16日も) 《集合：水戸駅南口さくら東公園》

磯山純 アコースティックライブ  《まちなか情報交流センター》
パイプオルガン・プロムナード・コンサート EXTRA （12:00～／13:30～） 《芸術館》

おとなのための朗読会「桜の森の満開の下」 (14:00～15:30) 《中央図書館》

拡張するファッション 赤ちゃんと一緒に美術館散歩 (9:30～／11:00～) 《芸術館》

第7回 春の大北海道展 (～27日まで) 《京成百貨店》
市民活動力アップ！研修会 (13:30～16:30) 《市国際交流センター》

パイプオルガン・プロムナード・スペシャル （13:00～） 《芸術館》

水戸の歴史・文化を音楽と偕にたのしむ みと楽[みとらく] (11:00～18:30) 《市内各所》

佐川はじめさんと一緒に歌おう！（11:00～13:00） 《まちなか情報交流センター》

水戸ホーリーホック×ファジアーノ岡山 (13:00キックオフ） 《ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷｽﾀｼﾞｱﾑ》

平成25年度水戸子どもミュージカルスクール発表公演「ここは命の星」 (16:00～) 《芸術館》

第100回 くろばね朝市 （9:00～13:30） 《市営宮町駐車場》
日曜名画座「可愛い配当」 (14:10～) 《中央図書館》

「市民のためのオルガン講座」受講生による発表会 （13:00～） 《芸術館》
神田真紅 講談会 (14:00開演) 《まちなか情報交流センター》

水戸黄門漫遊一座登場！

黄門様一行と旅の思い出に
記念写真を撮ってみませんか？

期間／２月２３日（土）～３月３１日（日）
　　　の土・日曜日、祝日

時間／１０:００～１５：００場所／偕楽園

好文亭いけばな展示
（水戸市華道連合会／草月流・古流松鷹会・小原流）

期間／３月９日、１０日、１６日、１７日、３０日、３１日 （６日間）

場所／（好文亭内）玄関・何陋庵入口・御座の間・梅の間・
　　　 楽寿楼の５か所

地場産品を活用
した料理や郷土
料理などをお楽
しみください。

期間／３月２日（土）～３月１７日（日）の土・日曜日

時間／１０:００～１５：３０　最終日1５時まで

場所／千波湖畔黄門像広場

金・祝/２１3

南町自由広場
11:00～18:30

三の丸広場
　(弘道館)
11:00～16:30

水戸駅北口ペデ
ストリアンデッキ
11:00～16:30○ステージイベント

地元のミュージシャン
＆地元団体によるパフ
ォーマンス

○飲食ブース
水戸・茨城産の食材を
使った飲食を提供

○PRブース
東日本大震災写真展な

ど

○ステージイベント
地元のミュージシャン
パフォーマンス

○飲食ブース
地元食材を使用した
けんちん汁の配布

○伝統物産(工芸品
　等)の展示/販売

○ステージイベント
世界の舞踏・舞踊

○飲食ブース
地元食材を使用した
けんちん汁の配布

 ファーマーズマーケット 
Farmer's Ｍａｒｋｅｔ＠ＭＩＴＯ 

《泉町会館》

第1･3金･土曜を除く毎日開催月～金 10:30～17:30

 食と農のギャラリー

　葵（あおい）

[ 販  売 ] 

[店内飲食] 

《南町3-3-40》 食に関わる活動をする団体が
日替わりで出店します。

(日) 第６観梅デー ●11時・13時 水戸黄門まつり太鼓（南貮会)

２２ ●10時　高校生野点茶会（水城高等学校）(土)

２３

３０

(日) 第５観梅デー ●10時　野点茶会（裏千家）

１

偕楽園 光の散歩道
3/7（金）-3/23（日） 日没～21時

３店を巡って
スタンプを集めよう！もの

がたり

201４

三店 素敵なプレゼントがもらえるよ！！

・ Maison Weniko

・ 水戸市立博物館

・ アプラウド

・ 遊人 

・ 紅茶館

・ 食と農のギャラリー 葵

・ 三浦の文具 

・ 水戸雑貨商店街

・ よしみや

・ まちなか情報交流センター

参加店 期間：２/２８(金)～３/２(日 10:00-18:00

今年の参加店は、10店舗

梅香径 うめかおるみち

会場： 水戸駅北口
ペデストリアンデッキ

みとの

3/２(日)
11:00～16:00
・水戸二中吹奏楽部
・詩吟・剣舞
・水戸三高ダンス部
　　　　　　　　他

3/16(日)
11:00～16:00
・水戸ご当地アイドル(仮)
・三の丸小吹奏楽部
・水戸工業BLUE BEGINNERS
・五軒小学校
  （素読・吹奏楽・合唱）他

雨天中止

水戸黄門漫遊一座 登場！

  【出店】

吉久保酒造
明利酒類
森のシェー
ブル館

水戸の梅まつり
第118回

２月20日 木 ３月３１日 月～

～ステージイベント～

●10時　みとちゃん お誕生日会(土)

８ ●10時　高校生野点茶会（常磐大学高等学校）
●10時半 五軒香梅ひな流し（ふぁいぶたうんコミュニティ)

(土)

２(日) 第２観梅デー

●10時　野点茶会（石州流）
●11時　水戸のひな流し（常陸和紙人形会）

９(日) 第３観梅デー

●10時　第67回大撮影会と写真コンテスト
●10時　野点茶会（表千家）

会場：偕楽園

（茨城県カメラ商組合）

１５ ●10時　高校生野点茶会（大成女子高等学校）
●18時　第9回「夜・梅・祭｣ (水戸青年会議所)

(土)

１６(日) 第４観梅デー

●10時　野点茶会（江戸千家）
●10時　梅林の賑わい～太鼓・舞～
　　　　（水戸大工町三業組合演芸部）

水戸の歴史・文化を音楽と偕に楽しむ

みと楽(みとらく)

場所： 常磐神社境内

梅酒大会
2013

水戸の梅まつり

3/8,9,10
金 土 日

 10:00～16:00
(10日は15:00終了）

前売券　　　    500円
ファストパス 1,000円

黄門さまの台所
KOUMON'S KITCHEN

地場産品を活用した
料理や郷土料理など
をお楽しみください。

21日(金・祝)
22日(土)

10時～16時

場所：千波湖畔
　  　黄門像広場

第13回 
水戸納豆早食い
世界大会

納豆ご飯及び納豆早
食いを競い、納豆早食
い世界一を決める！

22日(土)

10時～13時

場所：千波湖畔
　  　親水デッキ

主催： 水戸駅前商店会 水戸駅前葵商店会 銀杏坂商店会

春分の日


