問合せ

◎印は有料です

魅力 みとの魅力発信課…232－9107 障害 障害福祉課…232－9173

森林 森林公園…252－7500

☆印は事前の申込みが必要です
埋文 埋蔵文化財センター…269－5090

消費 消費生活センター…226－4194

地支 地域支援センター…241－4820

市場 公設地方卸売市場…226－2331 内図 内原図書館…291－6451

スポ スポーツ課…306－8136

商工 商工課…232－9185

観協 水戸観光コンベンション

芸術 水戸芸術館…227－8111

観光 観光課…232－9189

男女 男女平等参画課…226－3161

農政 農政課…232－9181

協会…224－0441

少年 少年自然の家…254－2200

水戸市公式アプリ「水戸のこと」
の出来事ナビにも掲載中！

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

１
総教

水戸の萩まつり
（8㌻、～ 20日）
観協

土曜日

２

ひだまりかさはら祭り（9㌻）障害
☆21世紀の家族像（11㌻）男女
◎☆男女平等参画映画祭（11㌻）男女
◎☆青木FUKIドラマティックコンサート（14：00から）水戸芸術館 芸術
◎水戸ホーリーホック 対 名古屋グランパス
（18：00から）
ケーズデンキスタジアム水戸 スポ

３

◎好文亭月釜（10：00 ～ 15：00）
偕楽園 観協
プロムナード・コンサートEXTRA 池田由
紀子（ソプラノ）ほか
（12：00から、13：30か
ら）水戸芸術館 芸術

９

◎☆梨の収穫とそば打ち体験（9㌻）森林
◎☆染色体験「自然の色を染める」
（9㌻）森林
◎☆スーパー・ドリーム・レイク・コンサート（9㌻）観光
☆「日本女性会議2001みと」まで（11㌻）男女
朝市（９：00 ～12：00）公設地方卸売市場 市場
☆かやぶき体験教室（9：00 ～ 12：00）大串貝塚ふれあい公園 埋文
茨城放送「マイタウン水戸」
（９：40 ～ 9：55）魅力
◎☆未来サポートプロジェクトvol.10
「アートタワー寄席」
（15：00から）水戸芸術館 芸術
◎水戸ホーリーホック 対 FC岐阜
（18：00から）
ケーズデンキスタジアム水戸 スポ

10

新農業人フェア in いばらき
（8㌻）農政
☆気持ちが伝わるコミュニケーション術
（11
㌻）男女
パイプオルガン プロムナード・コンサート
（12：00から、13：30から、23日は12：00から）
水戸芸術館 芸術
日曜名画座
「望郷」
（14：10から）
内原図書館

FMぱるるん
「週刊ミトノート」
（11：15 ～ 11：30、
毎週金曜日）
魅力

４

５

６

７

Farmer’
s Market＠M I TO

FMぱるるん「消費生活
センターからこんにち
は」
（12：00～12：10、21
日も）消費

８

ミレニアムスター定期天体観
望会（19：30 ～ 20：30、22日も）
少年自然の家 少年

・あくつ農園…木曜日、10：00 ～ 17：00
・泉町女性部新鮮市…第２・４金曜日、9：00 ～ 13：30泉町会館 商工
※最新の出店状況などは、泉町2丁目商店街
（☎350－2557）へ。

11

18

12

敬老の日

◎☆市場見学とフラ
ワーアレンジメント
づくり（9㌻）市場
花の絵コンクール
作品展（9：30 ～ 18：
00、～ 24日）水戸芸
術館 芸術

19

13

☆好きな仕事をあきらめ
ない
（11㌻）男女
茨城放送
「消費生活につ
いて」
（17：15から）消費

20

14

15

22

内図

◎☆ジョルディ・サヴァール・
トリオ
「ケルティック・ヴィオー
ル」
（19：00か ら ）水 戸 芸 術 館

16

☆みと消費者市民大学（7㌻）消費
◎☆木葉下金山跡見学と梨狩りツアー（9㌻）森林
☆人生100年時代を迎えて（11㌻）男女
あおぞらクラフトいちAutumn in 水戸（10：00 ～ 17：00、17日も）水戸芸術館広場 芸術
◎☆日本映画が好き2017
（10：30から…「めし」、13：10から…「流れる」）水戸芸術館 芸術
◎☆第32回水戸映画祭（16：00から、～ 18日）水戸芸術館 芸術
◎☆茨城の名手・名歌手たち 第27回演奏会（18：00から）水戸芸術館 芸術

17

茨城県警察音楽隊「金曜コン
サート」
（12：15 ～ 12：55）水戸
芸術館広場 芸術

23

秋分の日
『昆布売』
『信長占い』
（14：00から）水戸芸術館 芸術
◎☆萬狂言水戸公演2017
ぴんころ地蔵さんご縁日（9：00 ～ 12：00）桂岸寺 観光

24

芸術

21

日曜日

☆人工ぼうこう保有者の講習会（4㌻）障害
◎☆市民ボウリング大会（10㌻）スポ

水戸まちなかフェスティバル
（10：00 ～ 16：00）
中心市街地 商工
◎水戸ホーリーホック 対 ザスパクサツ群馬
（13：00から）ケーズデンキスタジアム水戸
スポ

◎☆中田恵子オルガン・リサイタル～音の
展覧会～（18：30から）水戸芸術館 芸術

25

26

27

28

◎☆女性起業家スター
トアップセミナー＆交
流会
（11㌻）男女

☆認知症サポーター養成講座
29 （13㌻）
地支

30

☆ヒューマンライフシンポジウム201７
（11㌻）男女
☆先輩女子のキャリアトーク（11㌻）男女
◎水戸ホーリーホック 対 松本山雅FC（15：00から）ケーズデンキスタジアム水戸 スポ

がんばれ！

ホック

水戸ホーリー

消費生活相談（9月）

無料相続相談会

消費者トラブルや多重債務などのさまざまな相談に、司法
書士や弁護士、精神保健福祉士が無料で応じます。
日時 ／司法書士…6日（水）、午後1時30分～3時30分 精神保

相続問題に、弁護士や税理士などが相談に応じます。
（火）
、午前9時30分～正午
（一人30分）
日時／9月5日
場所／県水戸生涯学習センター
（県三の丸庁舎内）
申込み／予約が必要ですので、電話で、県相続対策研究会事
務局真田方
（☎090－3369－0710）へ

健福祉士
（消費者トラブル心の相談）
…12日
（火）
、
午前10時～
午後3時

弁護士…13日・20日・27日（水）、午後1時～3時
※いずれも要予約。日時は変更になる場合があります。
場所／みと文化交流プラザ
問合せ／電話で、消費生活センター（☎226－4194）へ

調停相談会
土地や建物、借金などの相談に、調停員が無料で応じます。
日時／9月10日（日）、午前10時～午後3時
場所／市福祉ボランティア会館（ミオス2階）
申込み／当日受付
問合せ／水戸調停協会普及委員会（☎070－1570-5931）または
市民相談室（☎232－9109）

15
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問合せ／同真田方または市民相談室
（☎232－9109）

「高齢者・障害者の人権あんしん相談」
強化週間
高齢者や障害者に対する暴行や虐待などの人権問題に、人
権擁護委員と法務局職員が、電話で相談に応じます。強化週
間は、相談時間を延長し、土・日曜日も受付けます。
日時 ／9月4日（月）～8日（金）…午前8時30分～午後7時、9日
（土）
・10日
（日）
…午前10時～午後5時
専用電話／0570－003－110
（全国共通ダイヤル）
問合せ／水戸地方法務局
（☎227－9919）または市福祉総務課
（☎232－9169）

小美玉市

希望ヶ丘公園のコスモス畑

約500万本のコスモスが色鮮やかに咲き誇り、摘み取
りができます。
期間／9月中旬～10月下旬
場所／希望ヶ丘公園
（小美玉市中台）
問合せ／小美玉市商工観光課
（☎
0299－48－1111、内線1161）

那珂市

月見の会

秋の夜長に月見を楽しみませんか。ステージイベントや
灯ろうのライトアップなどを行います。
日時／10月5日（木）、午後6時～8時
場所 ／一の関ため池親水公園（那珂市
菅谷）
問合せ／那珂市観光協会
（☎029－298－
1111、内線244）

順位9位（勝点39、10勝9分6敗）7月30日現在
▼「水戸市の日」開催!
市内に居住または通学している方をホームゲームメイ
ンサイド席へ無料で招待します‼
当日は、昨年も大好評だったオセロブースを出展。水戸発祥
のオセロでみとちゃんとホーリーくんが対局を披露するほか、
巨大オセロで遊ぶこともできます。
そのほかにも、飲食ブースの出展やさまざまなイベントを開
催しますので、一緒にホームゲームを盛上げましょう。
対象試合／9月2日（土）、午後6時 名古屋グランパス
会場／ケーズデンキスタジアム
水戸（小吹町）
申込み／当日、運転免許証、保
険証、学生証などをお持ちの
うえ、会場の「水戸市ブース」
へお越しください
問合せ／FC水戸ホーリーホック
（☎212－7700）または市スポー
ツ課（☎306－8136）

2017. 8. 15 広報みと

14

