問合せ

水戸市公式アプリ「水戸のこと」
の出来事ナビにも掲載中！

土曜日

水戸の桜まつり
（表紙、～ 15日）観協
かたくりまつり
（表紙、～ 10日）内農
総教
水道低区配水塔ライトアップ
（表紙、～
15日）歴文
好文亭月釜
（10：00 ～ 15：00）偕楽園 観協
市民植木まつり
（8㌻、～ 5/10）公園
企画展
「茨城鉄道」
第Ⅱ期ー今も思い出の中を走ってるー
（11㌻、～ 5/27）博物
◎水戸ホーリーホック 対 FC町田ゼルビア
（14：00から）ケーズデンキスタジ
アム水戸 スポ

観光漫遊バス～桜の名所編～（表紙）観光
茨城県庁北通り桜まつり（表紙、8日も）商工
飛田穂洲旗中学校野球大会（8㌻、8・14日も）ス振
茨城放送「マイタウン水戸」
（９：40 ～ 9：55）魅力
◎茨城ロボッツ 対 信州ブレイブウォリアーズ
（18：
00から、８日は14：00から）
青柳公園市民体育館 スポ

８

野点茶会
（表紙）観協
茨城の名手・名歌手たち 出演者オーディション
（時間未定）水戸芸術館 芸術
日曜名画座「ガス燈」
（14：10から）中央図書館 中図
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格の市
（9：00 ～ 12：00）
桂岸寺、保和苑 観光
朝市（９：00 ～ 12：00）公設地方卸売市場 市場
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、22日も）水戸芸術館 芸術
◎☆伝統芸能のススメ［狂言］野村万作抄25
『月見座
頭』
『彦市ばなし』
（18：30から）水戸芸術館 芸術

15

◎水戸ホーリーホック 対 ツエーゲン金沢
（14：00から）ケーズデンキスタジ
アム水戸 スポ

21

水戸のつつじまつり（表紙、～ 5/13）観協
森林公園フェスティバル（表紙、～ 5/6）森林
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
☆頭脳交流会 in ワグテイル（14：00 ～ 17：00）
コワー
キングスペース水戸Wagtail 商工
あおぞらクラフトいち Spring in 水戸(10：00～1７：
00、29日も)水戸芸術館広場 芸術
◎水戸ホーリーホック 対 京都サンガF.C.
（14：00か
ら）
ケーズデンキスタジアム水戸 スポ
◎☆が～まるちょば×ACM劇場2018(17：00から、
29日は14：00から)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、29日は14：00から）
青柳公園 スポ
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☆人工肛門・人工ぼうこう保有者の講習会
（4㌻）障害
くろばね朝市
（9：00 ～ 13：30）水戸協同病院駐車場 商工
アースデイ・イベント(10：00 ～ 15：00)水戸芸術館広場 芸術

７

28

地支 地域支援センター…241－4820

植物 植物公園…243－9311

歴文 歴史文化財課…306－8132

消費 消費生活センター…226－4194

長者 長者山荘…228－0723

市場 公設地方卸売市場…226－2331

博物 市立博物館…226－6521

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

中図 中央図書館…226－3951

昭和の日
植物公園フェスティバル
（表紙、～ 5/6）植物
☆講演会「絵本作家鈴木永子さんのトークと茶話会」
（11㌻）中図

協会…224－0441

ス振 スポーツ振興協会…243－0111

観光 観光課…232－9189

芸術 水戸芸術館…227－8111

内農 農政課内原農政係…259－2212

公園 公園緑地課…232－9214

障害 障害福祉課…232－9173

森林 森林公園…252－7500

少年 少年自然の家…254－2200

月曜日

２

火曜日

音楽祭＆ライ
ト・イット・
アップ・ブルー
JAPAN2018
（4㌻）障害

９

水曜日

木曜日

金曜日

３

４

５

６

FMぱるるん
「週刊ミトノー
ト」
（毎週金曜日、11：15 ～
11：30）魅力
夜桜コンサート（表紙、
7日も）観協

10

11

12

13

ミレニアムスター定期天
体観望会
（19：30 ～ 20：30、
27日も）
少年自然の家

Farmer’s Market＠M I TO

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。

16

17

18

19

◎☆長者山荘 囲碁・将棋大会（5㌻、
２0日も）長者
◎☆専属劇団ACMメンバーによる
ワークショップ「伝わる声のつくり
方 基礎編・応用編」
（10：00 ～ 12：30、
14：00 ～ 16：30、～ 22日）水戸芸術館

20

芸術

茨城放送
「消費生活について」
（17：15
から）消費

23
29

☆印は事前の申込みが必要です

魅力 みとの魅力発信課…232－9107

日曜日

１

◎印は有料です

30

ぴんころ地蔵
さんご縁日
（9：
00 ～ 12：00）桂
岸寺 観光
振替休日

24 ☆教室サポー
ター（13㌻） 25
地支

☆高齢者のための
（5㌻）地支
料理教室
◎☆レ・ヴァン・フ
ランセ
（19：00から）
水戸芸術館 芸術

26

27

前月からの催し
高校生ウィーク2018( ～ 8日)水戸芸術館 芸術 ※高校生はギャラリーへの入場無料。
◎「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（18：00 ～ 22：00、通年点灯）水戸芸術館広場 芸術

がんばれ！

ホック

水戸ホーリー

小美玉市

小美玉さくらフェスティバル2018

消費生活相談（4月）

精神保健相談

消費者トラブルや多重債務などのさまざまな相談に、
司法書士や精神保健福祉士が無料で応じます。
（水）
、午後1時30分～3時30分 精神
期日／司法書士…4日
（火）
、午
保健福祉士
（消費者トラブル心の相談）
…17日
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
へ
申込・問合せ／電話で、消費生活センター
（☎226－4194）

心の悩みや病気、高齢者の精神疾患などについて、精
神科医師が相談に応じます。
日時／毎月第1・3金曜日、午後1時～3時 ※要予約。
場所／水戸保健所
（笠原町）
申込み／電話で、水戸保健所
（☎241－0100）へ
問合せ／同保健所または市障害福祉課
（☎232－9173）

屋内では映画をテーマとしたアミューズメントパーク、
芝生広場では上棟式、野外ステージではお笑い歌謡ショー
を行うなど、さまざまなイベントを開催します。
日時／4月7日（土）、午前9時30分～午後3時
場所／四季の里芝生広場、四季文化館みの～れ（小美玉市
部室）
問合せ／小美玉市生活文化課（☎0299－48－4466）

茨城成年後見サポートセンター無料相談会

那珂市

不動産の無料相談

相続や遺言、成年後見、家族信託などに関する相談に
応じます。
（土）
、午前9時～正午
日時／3月31日
場所／市福祉ボランティア会館
（ミオス2階）
申込み／電話で、茨城成年後見サポートセンター齊藤方
（☎090－9342－8639）へ
問合せ／同センター斉藤方または高齢福祉課
（☎232－9174）

日本のさくら名所100選の静峰ふるさと公園では、約
2,000本の八重桜が園内を美しく彩ります。まつり期間中
（土）
・22日（日）には、郷土芸能やコンサートな
の4月21日
どのイベントを行います。
（火）
～5月2日（水）、午前9時～午後6時
日時／4月17日
（土）
～29日
（日）
、午後6時～9時
ライトアップの日時／4月21日
場所／静峰ふるさと公園（那珂市静）
問合せ／那珂市観光協会
（☎029 ー 298 ー1111、内線243）

不動産鑑定士が、不動産の価格などの相談に応じます。
日時／4月9日（月）、午前9時30分～正午
場所／県開発公社ビル（笠原町）
問合せ／県不動産鑑定士協会（☎246－1222）または市都
市計画課（☎232－9206）
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2018. 3. 15 広報みと

八重桜まつり

順位4位（勝点4、1勝1分）3月4日現在
▼ホームゲーム日程
（土）
、午後３時 レノファ山口FC
日時／3月17日
3月25日（日）、午後2時 横浜FC
４月 １日（日）、午後2時 FC町田ゼルビア
４月15日（日）、午後2時 ツエーゲン金沢
会場／ケーズデンキスタジアム水戸(小吹町）
▼春の学生招待
県内に居住または通学している中学生以上の学生を、メイン
サイド席に無料で招待します。
対象試合／4月15日までに開催されるホームゲーム
申込み／試合当日、会場にある申込書に記入し、居住または通
学していることが分かる証明証
（学生証や生徒手帳など）
とと
もに、総合案内所にお持ちください
※小学生は「ケーズデンキ・キッズパスポート」
をご利用くださ
い。申込方法など、詳細は、水戸ホーリーホックホームペー
ジ
（http://www.mito-hollyhock.net/）
をご覧ください。
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. 3. 15 広報みと
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