問合せ

◎印は有料です
ふれ ふれしあ…247－6377

市場 公設地方卸売市場…226－2331

消費 消費生活センター…226－4194 ごみ ごみ対策課…232－9114

つどい つどい…254－6600

観協 水戸観光コンベンション

文交 文化交流課…291－3846

障害 障害福祉課…232－9173

商工 商工課…232－9185

スポ スポーツ課…306－8136

地支 地域支援センター…241－4820 観光 観光課…232－9189

男女 男女平等参画課…226－3161

子ども 子ども課…232－9176

芸術 水戸芸術館…227－8111

社協 市社会福祉協議会…309－1001 農技 農業技術センター…243－6841

魅力 みとの魅力発信課…232－9107 環境 環境課…232－9154

梅まつり
遊びに来てね !

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

前月からの催し
みとの梅香径（10㌻、～ 21日）商工
水戸の梅まつり（～ 31日）偕楽園・弘道館 観協
◎
「ハロー・ワールド ポスト・ヒューマン時代に向けて」展
（９：30 ～
18：00、～ 5/6）水戸芸術館 芸術
◎若手作家紹介企画「クリテリオム」益永梢子（９：30 ～ 18：00、～ 5/6）
水戸芸術館 芸術
水戸芸術館ライトアッププロジェクト
（17：00 ～ 22：00、通年点灯）水戸
芸術館広場 芸術

5

6

☆家族・介護
者のための
「介
護のいろは」
（13㌻）地支

1

7

8

2

認知症の方と家族のつ
どい
（5㌻）地支
☆対等な立場で考えよ
う男女平等参画社会
（9㌻）男女
☆若年性認知症の研究
会
（13㌻）地支
茨城放送「消費生活に
ついて」
（17：15から）

9

◎全国梅酒まつり in 水戸
（10：00 ～
16：00、～ 4日、4日は15：00まで）
観光
総教 常磐神社 観協
FMぱるるん
「消費生活
FMぱるるん
「週刊ミトノート」
（毎
センターからこんにち
週金曜日、11：15 ～ 11：30）魅力
は」
（12：00 ～ 12：10、
15日も）消費

☆介護力アップ～心と体が楽にな
（5㌻）地支
る介護～
ミレニアムスター定期天体観望会
（19：30 ～ 20：30、23日も）少年自然
の家 少年

消費

12

13

14

15

3

21

26

27

◎茨城ロボッツ 対 金沢武士団
28 （19：00から）
青柳公園 スポ

春分の日
障害者就労施設手作り製品共同
販売会（4㌻）障害
プロムナード・コンサート EXTRA
（13：00 ～ 13：45）
水戸芸術館 芸術

23

29

30

ぴんころ地蔵さんご縁日
（9：00 ～
12：00）
桂岸寺 観光
◎☆0歳からのオルガン・コンサー
ト(10：30から、13：30から、24日は
10：30から)水戸芸術館 芸術

☆子育て支援パートナー説明登録会（6㌻）子ども
環境フォーラム（8㌻）環境
◎☆エンジン02in水戸（12：00から）水戸芸術館ほか 文交
◎☆未来サポートプロジェクトvol.11
「ACMシアターコンサート2018」
（14：00から、4日も）水戸芸術館 芸術
◎茨城ロボッツ 対 群馬クレインサンダーズ
（18：00から、4日は14：00か
ら）青柳公園 スポ
夜・梅・祭2018 ～第一夜 弘道館～（18：00 ～ 21：00、10日は偕楽園）観協

4

第3観梅デー
◎☆全国ウメ生産者女性サミット in 水戸（9㌻）農技
☆多様性を認め合う社会の実現のために
（9㌻）男女
講演+実演「清宮の木版技法のツボ」
（10㌻）文交
大撮影会と写真コンテスト（10：00 ～ 15：00）
偕楽園 観協
観梅着物Day（10：00 ～ 16：00）
偕楽園 観協

11

17

人工内耳講演会
（４㌻）障害
◎☆水戸観梅ウオーク（10㌻）観光
◎☆ジャガイモ栽培体験
（10㌻） 森林
◎水戸ホーリーホック 対 レノファ山口FC（14㌻）スポ
☆水戸納豆早食い世界大会（10：00 ～ 13：00）偕楽園 観協
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）
水戸芸術館 芸術
水戸市内の子どもたちによるコンサート(第一中学校…11：00から、第二
中学校…15：00から、 第四中学校…21日、11：00から)水戸芸術館 芸術
◎茨城ロボッツ 対 青森ワッツ
（18：00から、18日は14：00から）
青柳公園 スポ

第5観梅デー
18 「市民のためのオルガン講座」
発表会（13：00 ～ 14：00）水戸

☆手話体験教室
（5㌻）社協
森の工作体験
「自由創作｣
（10：00から、13：00から、25日も）
森林公園 森林

25

16

22

日曜日

☆福祉講演会「車椅子の私が弁護士となって」
（4㌻）つどい
JOYと歌おう in ふれしあ（5㌻）ふれ
☆トレイルランニング練習会
（10㌻） 森林
☆水戸ヘルスロード観梅ウオーキング大会
（9：00から）
県三の丸庁舎前 観光
朝市（９：00 ～ 12：00）公設地方卸売市場 市場
茨城放送「マイタウン水戸」
（９：40 ～ 9：55）魅力
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、
24日も）水戸芸術館 芸術

Farmer’
s Market＠M I TO

20

24

31

第4観梅デー
☆岩崎恭子さん トークショー＆こども水泳教室
（9㌻）ごみ
高校生ウィーク(9：30 ～ 18：00、～ 4/8)水戸芸術館 芸術
※高校生はギャラリーへの入場無料。
◎☆日本フルートフェスティバル in 茨城（14：00から）水
戸芸術館 芸術
日曜名画座
「巴里の屋根の下」
（14：10から）
内原図書館 内図

芸術館 芸術

第6観梅デー
くろばね朝市（9：00 ～ 13：30）
水戸協同病院駐車場 商工
◎水戸ホーリーホック 対 横浜FC
（14：00から）
ケーズデン
キスタジアム水戸 スポ
◎☆マレイ・ペライア ピアノ・リサイタル(15：00から)水
戸芸術館 芸術

◎☆水戸子どもミュージカルスクール発表公演『パーフェクト・ファミ
リー !?』
（11：00から、15：30から、4/1も）水戸芸術館 芸術

がんばれ！
笠間市

茨城国際音楽アカデミー in かさま

期日 時間
3/21 14:00
（水） から
3/23 18:30
（金） から

内容

料金
会場
伊藤恵 ピアノ・リサイ 一般1,500円
笠間公民館
タル
高校生以下1,000円（笠間市石井）
ミュージアム・コン 一般1,000円
笠間日動美術館
サート
高校生以下500円（笠間市笠間）

ヴィヴァルディ
「四季」
3/24 14:00
＆バッハ スペシャル・
（土） から
コンサート

1,500円

県民文化
センター

友部公民館
11：00 親子で楽しむ名曲コ 無料
から ンサート
※事前申込要。 （笠間市中央）
3/25 13:00 川久保賜紀 アフタヌー
（日） から ン・コンサート
一般1,000円
県教育研修
15:00 ザハール・ブロン アフ 高校生以下500円
センター
から タヌーン・コンサート
（笠間市平町）
3/28 13:15 ステューデント・コ
500円
（水） から ンサート

問合せ／同実行委員会事務局（笠間市教育委員会生涯学習課内、☎
0296－77－1101） ※申込方法など、詳細は、お問合せください。
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城里町
江戸川フィルハーモニーオーケストラ特別公演
東京都江戸川区の「江戸川フィルハーモニーオーケ
ストラ」を迎え、特別公演を開催します。指揮者や楽
器演奏が体験できるコーナーもあります。
日時／3月25日（日）、午後2時から

場所／コミュニ

ティセンター城里ホール
（城里町石塚） 料金／500円
※小・中学生、高校生は無料。
申込・問合せ／2月17日
（土）
、午前10時から受
付けますので、直接、
コミュニティセンター
城里
（☎029－288－6100）
へ ※電話予約は、2月
18日(日)、午前9時から
受付。

少年 少年自然の家…254－2200
内図 内原図書館…291－6451

森林 森林公園…252－7500

10

・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。

19

協会…224－0441

土曜日

金曜日

早春のスタンプラリー
（～ 25日）保和苑周辺

☆印は事前の申込みが必要です

消費生活相談（3月）
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…7日（水）、午後1時30分～3時30分

弁護士…

14日
（水）
・22日
（木）
・28日
（水）
、午後1時～3時 精神保健福
祉士
（消費者トラブル心の相談）
…20日
（火）
、午前10時～午後
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
申込・問合せ／電話で、消費生活センター（☎226－4194）
へ

心配ごと相談
財産や家族、離婚問題など、生活上のさまざまな心配ごとの
相談に無料で応じます。
日時／毎週木曜日、午後1時～3時30分
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／市社会福祉協議会（☎309－5001）
へ

ホック

水戸ホーリー

▼2018シーズンクラブスローガン決定！
過去の歴史や業績を尊重しながら、さらに新しいものを積み
上げていくという意味を込めて、
今シーズンのスローガンは
「一
新」に決定しました。長谷部茂利監督を新たに迎え、城里町に
はクラブハウス「アツマーレ」
ができました。新たな一歩を踏み
出し、さらなる飛躍を目指します。
▼2018シーズン開幕戦
いよいよ新シーズンが開幕します。スタジアムをホーリーブ
ルーで染め上げましょう！
（日）
、午後2時 モンテディオ山形
日時／2月25日
会場／ケーズデンキスタジアム水戸(小吹町）
▼東日本大震災復興支援招待デー
市内に居住または通学している方を無料で招待します。
対象試合／3月17日（土）、午後3時 レノファ山口FC
会場／ケーズデンキスタジアム水戸(小吹町）
申込み／試合当日、会場特設ブースに、居住または通学している
ことが分かる証明証（免許証、学生証など）
をお持ちください
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）
2018. 2. 15 広報みと
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