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！

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

前月からの催し
総教
Farmer’
s Market＠M I TO
埋蔵文化財センター企画展 水戸
“市”
、発掘。～遺跡からみた水戸の近現代～（2月24日まで）
・あくつ農園…木曜日、10：00 ～ 17：00
埋蔵文化財センター 埋文
・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。

小・中 学 生 農 業 体 験 活 動
（9㌻、
）農委
FMぱるるん
「週刊ミトノー
ト」
（毎週金曜日、11：15～
11：30）魅力
◎☆春風亭昇太独演会
（18：30から）水戸芸術館

森林

森林公園…252－7500

好文 みと好文カレッジ…303－6602

市生 市民生活課…232－9151

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 地支 地域支援センター…241－4820

市場

公設地方卸売市場…226－2331 博物 市立博物館…226－6521

芸術 水戸芸術館…227－8111

商工 商工課…232－9185

農委

農業委員会事務局…232－9264 埋文 埋蔵文化財センター…269－5090

スポ スポーツ課…306－8136

観光 観光課…232－9189

公協

公園協会…244－2895

中央 中央図書館…226－3951

男女 男女平等参画課…226－3161

観協 観光コンベンション協会…224－0441 少年

少年自然の家…254－2200

内原 内原中央公民館…259－4044

4
11

18

5

6

建国記念の日
◎磯節全国大会決戦会（10㌻）県
民文化センター 観協
◎☆平成30年度
「朗読スタジオ」
発
表公演『声のギャラリー』
（10：30
から、
15：00から）
水戸芸術館 芸術
千波湖環境学習会（13：00～15：
00）千波公園 環境
常磐小学校演奏会（吹奏楽）
（15：
00から）水戸芸術館 芸術

12

13

☆地域助っ人育成講座（6㌻）いば
らき中央福祉専門学校 地支

19

25

26

20

27

消費生活相談（2月）
日時／司法書士…6日
（水）
、午後1時30分～3時30分 弁護士…
13日
（水）
・27日
（水）
、午後1時～3時 建築士…7日
（木）
、午
後1時～3時 精神保健福祉士
（消費者トラブル心の相談）
…
19日
（火）
、午前10時～午後3時
※いずれも要予約。
場所／消費生活センター（市役所２階）
料金／無料
申込・問合せ／事前に、電話で、市消費生活センター
（☎
226－4194）
へ

税理士会の
無料税務相談
所得税や相続税、開業に伴う税などに関する相談に税理
士が応じます。
日時／毎週火曜日、午前９時～正午 ※祝日を除く。
場所／市役所１階

15
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MITO世界チョコレート
フェスティバル
（9㌻、10
日まで）商工

14

21

28

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

2

申込み／当日受付
問合せ／税理士会水戸支部（☎221－8786）または市民税課
（☎232－9138）

「全国一斉生活保護110番」
無料電話相談
日時／1月27日
（日）
、午前10時～午後4時
専用電話／0120－052－088
問合せ／茨城青年司法書士協議会（☎0291－32－2646）また
は市民相談室
（☎232－9109）

「相続登記はお済みですか月間」
司法書士相談
期間／2月1日（金）～28日
（木） ※土・日曜日、祝日を除く。
場所／県内の各司法書士事務所
料金／無料
申込み／事前に、電話で、各事務所へ
問合せ／茨城司法書士会（☎225－0111）または市民相談室
（☎232－9109）

3

観協

◎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、13：30～
14：00、23日も。11日は、18：00～18：45）
水戸芸術館 芸術
認知症フォーラムin水戸（5㌻）地支
大人のためのお話会（10㌻）中央

9

骨董・蚤の市
「格の市」
（8：30～15：00）
桂岸寺・保和苑 観光
中心市街地クリーン作戦（8㌻）男女
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
講演会「御三家 水戸藩の光と影」
（10㌻）歴文

10

◎特別展「水戸城遙かなり」市立博物館（3月17日まで）博物
◎☆合唱セミナー 2019
（10：00～16：00）
水戸芸術館 芸術
◎☆森の味噌づくり体験（10㌻）森林
日曜名画座「嘆きの天使」
（14：10から）
中央図書館 中央
☆ローズトーキング～あこがれのローズガーデンを目指して～（13㌻）
植物公園 植物

16

水戸市市制施行130周年記念プレイベント 第123回水戸
の梅まつり（3月31日まで）偕楽園・弘道館 観協
こみっとフェスティバル2019
（7㌻）市生
◎☆柳家喬太郎独演会（14：00から）水戸芸術館 芸術
◎☆河原忠之の≪水戸 de Opera!≫Vol.2 カルメン ～フ
ランス音楽への誘い～（16：00から）水戸芸術館 芸術
☆冬の天体観望会（10㌻）森林

17

☆トレイルランニング練習会（10㌻）森林
◎☆プログラミング講座（8㌻）商工
☆水戸の薬草 アカザと梅のおもしろい話（13㌻）
植物公園 植物
◎☆スターハウス in 少年自然の家（14：00～19：30）
少年自然の家 少年

23

◎☆市民スキー・スノーボード教室（11㌻）内原
ぴんころ地蔵さんご縁日
（9：30～11：30）観光
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
◎☆親子で冬の星空を楽しもう
（11㌻）
少年自然の家 好文
三の丸小学校演奏会
（吹奏楽）
(15：00から)水戸芸術館 芸術
◎茨城ロボッツ VS 青森ワッツ（17：00から、24日は
14：00から）青柳公園 スポ

24

22

◎☆市協働事業 シニア向けスマホタブレット教室（8㌻）
末広老人福祉センター「あじさい」高齢

植物公園絵画展、クリスマスローズと早春の花（13㌻、17
日まで）植物公園 植物
磯節全国大会予選会（10㌻、3日も）大洗文化センター

日曜日

講演会「徳川斉昭に選ばれた景勝地」
（10㌻）公協
第17回プラムコンサート（13：00から）水戸芸術館 芸術
水戸市発掘調査報告会（10㌻）埋文
◎茨城ロボッツ VS 信州ブレイブウォリアーズ（17：00
から、3日は14：00から）青柳公園 スポ

15

◎☆ちょっとお昼にクラ
シック 小栗まち絵と仲間
たち
（13：30から）水戸芸
術館 芸術
☆食善く講座
（5㌻）市役
所4階 地支
茨城放送「消費生活につ
いて」
（17：15から）消費

高齢 高齢福祉課…232－9174

土曜日

芸術

☆成年後見制度
に関する住民向
け学習会in大洗
（6㌻）地支

☆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

金曜日

1

  ◎印は有料です

那珂市
第11回那珂のひなまつり
手作りつるし雛が市内各施設で展示されます。素朴な中に
ある伝統の美を感じてみませんか。
期間／2月2日
（土）
～3月3日（日）
時間／午前9時30分～午後4時
場所／那珂市曲がり屋
（那珂市菅谷）
、
那珂市中央公民館（那珂市福田）
、
那珂市歴史民俗資料館
（那珂市戸崎）
、
那珂市総合センターらぽーる（那珂
市古徳）
、那珂市商工会
（那珂市菅
谷） 料金／無料
問合せ／那珂市歴史民俗資料館（☎029－297－0080）

ひたちなか市
環境シンポジウム2019

日時／2月9日
（土）
、午後1時から 場所／ひたちなか市那珂
湊総合福祉センターしあわせプラザ（ひたちなか市南神敷台）

◎☆観梅！偕楽園ジオツアー ～春の香りを楽しもう～（11㌻）観光
第17回水戸市郷土民俗芸能のつどい（10：30から）
水戸芸術館 歴文
笠原小学校演奏会
（吹奏楽）
(15：00から)水戸芸術館 芸術

料金／無料 内容／小・中学生や事業者などによる活動事例
発表、環境保全啓発ポスターコンクール表彰式、アトラクショ
ンなど 申込み／当日受付
問合せ／ひたちなか市環境保全課（☎029ー273ー0111、内線
3312）

小美玉市
第10回小美玉発！スター☆なりきり歌謡ショー
オーディションに合格した
16組による歌謡ショーをご覧
ください。
日時／3月17日
（日）
、午後3時か
ら 場所／小川文化センター
アピオス（小美玉市小川） 料金／大人1,000円、高校生以下
500円 ※2歳以下は入場不可。
申込・問合せ／1月20日
（日）
、午前10時から受付けますので、
電話で、同アピオス
（☎0299－58－0921）
へ ※インターネッ
ト予約の場合は、おみたまオンラインチケット
（https://
ticket.city.omitama.ibaraki.jp）
から申込みください。
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