問合せ

◎印は有料です ☆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 環境 環境課…232−9154

植物 植物公園…243−9311

少年 少年自然の家…254−2200

相談 市民相談室…232−9109

観協 水戸観光コンベンション

埋文 埋蔵文化財

ごみ ごみ対策課…232−9114

消費 消費生活センター…226−4194 福総 福祉総務課…232−9169

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
水戸市芸術祭 美術展覧会第2期（書・写真・デザイン）
（7月8日まで）水戸芸術館 文交
総教
Farmer
s （
Market＠M
ITO
水戸市芸術祭 美術展覧会第2期
（工芸美術）
7月8日まで）
常陽藝文センター 文交
・あくつ農園…木曜日、10：00
〜 17：00 水戸芸術館 文交
水戸市芸術祭
特別展「水戸の風2018」
（7月8日まで）
商工 水戸芸術館 観協
・泉町女性部新鮮市…第２・４金曜日、9：00
〜 13：30泉町会館
水戸の梅まつり
「第71回大撮影会と写真コンテスト」入賞作品展
（7月4日まで）
※最新の出店状況などは、泉町2丁目商店街（☎350−2557）
へ。
水戸市芸術祭 小中学校
音楽のつどい（8㌻、6日
も）文交
市民懇談会（5㌻）相談

４

５

６

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

9

10

11

12

13

特設無料人権相談所
（10：
00〜15：00）みと文化交
流プラザ 福総
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 少年

16

17

18

19

茨城放送「消費生活につ
いて」
（17：15から）消費

20

24

25

26

危険物取扱者保安講習
会
（7㌻）予防

27

30

ぴんころ地蔵さんご
縁日
（9：30〜11：30）
桂岸寺 観光

工場見学ツアー
（ご
みたんけんツアー）
（8㌻）ごみ

◎水戸ホーリーホック
VS 栃 木SC
（19：00か
ら）ケーズデンキスタ
ジアム水戸 スポ

31「◎☆天体観測会
火星大接近」
（10㌻）少年

商工 商工課…232−9185

市場 公設地方卸売市場…226−2331 中図 中央図書館…226−3951

芸術 水戸芸術館…227−8111

観光 観光課…232−9189

河排 河川都市排水課…232−9204

スポ スポーツ課…306−8136

森林 森林公園…252−7500

予防 火災予防課…221−0119

土曜日

◎植物公園サマーフェスティバル（９：00から）植物公園 植物
森の音楽会（11：00〜13：00）森林公園 森林
◎☆今昔雅楽集 七夕の宴（17：00から）水戸芸術館 芸術
◎水戸ホーリーホック VS カマタマーレ讃岐（18：00から）ケーズデ
ンキスタジアム水戸 スポ

8

14

朝市（９：00〜12：00）公設地方卸売市場 市場
水戸市芸術祭 青少年コンサート
（9：30から）
県民文化センター 文交
茨城放送「マイタウン水戸」
（９：40〜9：55）魅力
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
五軒サマーナイトコンサート＆ふれあいまつり（12：00〜19：00）水
戸芸術館 芸術
いばらきの納豆まつり
（13：00〜17：00）
イオンモール水戸内原 観光

15

☆水戸市芸術祭 市民音楽会特別コンサート 木村大ギター
コンサート
（12：00〜12：40）水戸芸術館 文交
水戸市芸術祭 市民音楽会（13：00から）
水戸芸術館 文交
日曜名画座「シラノ・ド・ベルジュラック」
（14：10から）中央
図書館 中図

21

ボールゲームフェスタ in 水戸（10㌻）スポ
☆かやぶき体験教室（9㌻）埋文
1,000,000人のキャンドルナイト in 水戸（12：00〜19：30）水戸芸術
館 芸術
☆高校生のための水戸室内管弦楽団メンバーによる公開レッスン＆
ミニコンサート（14：30から、22日も）水戸芸術館 芸術
◎☆ゆうくんとマットさんの『シップ船長といるかのイットちゃん』
（15：00から、22日・27日・29日は11：00から、28日は11：00から、
15：00から）芸術

22

◎☆親子で坐禅と抹茶を頂く会（7：00〜8：30）祇園寺 福総

28

◎☆内藤 礼―明るい地上には あなたの姿が見える、【同時開催】
若手作家紹介企画 クリテリオム94 北林加奈子（10月8日まで）水戸
芸術館 芸術

29

勾玉をつくろう（9：00から）埋蔵文化財センター 埋文
千波湖環境学習会（13：00〜15：00）千波公園 環境
水戸市芸術祭 少年少女合唱祭
（14：00から）
水戸芸術館 文交
◎水戸ホーリーホック VS 愛媛FC（18：00から）ケーズデ
ンキスタジアム水戸 スポ
◎☆こども・こらぼ・らぼ2018
（8月1日、2日、8日、9日、
11日、12日も）水戸芸術館 芸術

サマーキャンプ
（8㌻ ）
少年

工場見学ツアー（ペット
ボトルおっかけツアー）
（8㌻）ごみ

Farmer s Market＠M I TO
・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。

消費生活相談
（7月）

茨城町

弁護士による、女性の権利に関する無料電話相談です。
日時／6月28日
（木）、午後1時〜３時
専用電話／232−1070、232−1071
問合せ／県弁護士会
（☎221−3501）
または市民相談室
（☎
232−9109）

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、建築士などが応じます。
日時／司法書士…4日
（水）
、午後1時30分〜3時30分 建築
士…５日
（木）
、午 後1時〜3時 弁護士…11日
（水）
・25
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）
…17日
（ 火）
、午前10時〜午後3時 ※い ず
れも要予約。
場所／みと文化交流プラザ
料金／無料
申込・問合せ／電話で、消費生活センター
（☎226−4194）
へ

涸沼自然公園を美しく彩る、約１万株
のあじさいをお楽しみください。
期間／6月23日
（土）
〜７月16日
（月）

調停相談会
土地や建物、借金などの相談に調停委員が応じます。
日時／7月８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）
料金／無料
問合せ／水戸調停協会普及委員会
（☎080−4838−0202）
ま
たは市民相談室（☎232−9109）へ

障害者虐待防止の相談窓口
受付時間／月〜金曜日、午前8時30分〜午後5時15分
場所／障害福祉課
（三の丸臨時庁舎内） ※被虐待者の保護
を要するなど、緊急の場合は、24時間電話対応します。
問合せ／同課
（☎224−1120）
2018. 6. 15 広報みと

マンション管理相談
マンション生活でのトラブルや管理組合の運営など
の相談に、マンション管理士が応じます。
日時／毎月第3火曜日…午後1時〜午後4時
場所／市民相談室（本庁舎南側臨時庁舎内）
料金／無料
問合せ／県マンション管理士会
（☎231−6433）または市
住宅政策課
（☎232−9222）

那珂川水系クリーン作戦（7㌻）河排
◎好文亭月釜（10：00〜15：00）偕楽園 観協
パイプオルガン・プロムナード・コンサート（12：00〜12：
30、16日は、13：00〜13：45）水戸芸術館 芸術
◎☆水戸市芸術祭 バレエフェスティバル（8㌻）文交
水戸市芸術祭 映像祭（8㌻）文交
◎☆白石加代子「百物語」シリーズ アンコール上演（14：00
から）水戸芸術館 芸術

７

女性の権利110番

15

日曜日

１

３

センター…269−5090

文交 文化交流課…291−3846

金曜日

２

23

協会…224−0441

ひぬまあじさいまつり

大洗町 大洗サンビーチ・大洗海水浴場オープン

場所／涸沼自然公園
（茨城町中石崎）
問合せ／茨城町商工観光課（☎029−292−1111、内線222）
うば

ひたちなか市 阿字ヶ浦・平磯海水浴場・姥の懐マ
リンプールオープン
3つの海水浴場が一斉にオープン。平磯海水浴場の海上滑り
台
「くじらの大ちゃん」
は子どもたちに大人気です。
期間／7月14日
（土）
〜8月19日
（日）
阿字ヶ浦海岸花火大会
日時／7月29日
（日）
、午後7時〜8時30分
場所／阿字ヶ浦海岸
問合せ／ひたちなか市観光振興課（☎029−273−0111、内線
1346）

広大な砂浜に覆われた遠浅
のビーチや名勝指定された
岩礁で、海水浴や磯遊びを楽
しんでみませんか。
海水浴場開設期間／7月14日
（土）〜8月19日
（日）
ジャパンビーチバレーボールツアー 2018、ビーチバレー in 大洗
期間／7月28日
（土）
・29日
（日）
、午前10時〜
午後5時
場所／大洗サンビーチビーチバレーコート
大洗海上花火大会
日時／7月28日
（土）
、午後7時30分〜8時30
分 ※雨天時は7月29日
（日）
に延期。
場所／大洗サンビーチ
問合せ／大洗のまつり実行委員会
（大洗町
商工観光課内、☎029−267−5111、内線331）
2018. 6. 15 広報みと
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