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水戸黄門漫遊マラソン
沿道からの応援大歓迎
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☆シルバーリハビ
リ体操
（4㌻）地支

９

３

秋のいわひば展
（13
㌻、6日まで）植物

４

即位礼正殿の儀

23

やさしさと心をつなぐ秋の
絵てがみ展
（13㌻、20日まで）

◎☆シニア初心
者パソコン教室
（7
㌻）高齢

11

ミレニアムスター定期天体
観望会
（19：30～20：30、25 日
も）少年自然の家 少年

◎茨城ロボッツ VS 山形ワイ
ヴァンズ
（19：30から）
アダス
トリア みと アリーナ スポ

17

茨城放送「消費生
活について」
（17：
15から）消費

18

水戸市戦没者追悼式
（10：00
から）ザ・ヒロサワ・シティ
会館 福総

ぴんころ地蔵さんご縁日
（9：
30～11：30）
桂岸寺 観光
水戸黄門まつりフォトコンテ
スト入賞作品展、
「家庭の日」
絵画・ポスターと作文展
（11
月6日まで）
水戸芸術館 芸術
ボタニカルアートフラワー
（押花）
展（13㌻、11月2日ま
で）植物
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29 ☆介護予防講演
30
会
（4㌻）地支

25

茨城県警音楽隊金曜コンサー
ト
（12：15～12：55）水 戸 芸 術 館
広場 芸術
◎☆水戸室内管弦楽団第104
回定期演奏会(19：00 から、27
日は 15：00 から）水戸芸術館
芸術

水戸の菊花展
（11月15日まで）
県三の丸庁舎広場 観光

31

消費生活相談（10月）

不動産の無料相談

日時／司法書士…2日
（水）
、午後1時30分～3時30分 建築士…3日
（木）
、
（水）
・23日
（水）
、午後1時～3時 精神
午後1時～3時 弁護士…9日
（火）
、午前10時～午後
保健福祉士
（消費者トラブル心の相談）
…15日
3時
場所／市消費生活センター（市役所2階）
料金／無料
へ
申込・問合せ／事前に、電話で、同センター
（☎226－4194）

日時／10月8日
（火）
、午前9時30分～正午
場所／県開発公社ビル
（笠原町）
申込み／当日受付
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）

「法の日」司法書士法律相談会
日時／10月5日（土）、午前10時～午後3時
場所／茨城司法書士会館（五軒町1）
料金／無料
申込み／当日受付
または市民相談室
（☎232－9109）
問合せ／茨城司法書士会
（☎225－0111）

全国一斉！法務局休日相談所
法務局・税務署職員などが無料で相談に応じます。また、相続に関
する講演会も開催します。詳細は、お問合せください。
日時／10月6日（日）、午前10時～午後3時
場所／水戸地方法務局（三の丸1）
申込み／事前に、電話で、同局（☎227－9911）へ
問合せ／同局または市民相談室（☎232－9109）
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文交 文化交流課…291－3846

高齢 高齢福祉課…232－9174

芸術 水戸芸術館…227－8111

地支 地域支援センター…

協会…224－0441
森林 森林公園…252－7500

中図 中央図書館…226－3951

植物 植物公園…243－9311

内図

内原図書館…291－6451

日曜日

５

パイプオルガン・プロムナード・コンサート
（12：00～12：30、14日は13：30～14：00も）
水戸芸術館 芸術
さきがけ
あつ
ミト
茨城国体開催記念イベント 魁 祭
【熱まれ310 ! ! いばらき物産国体村】
（12：00～19：00、6
日も）
水戸駅南口 国体
さきがけ
茨城国体開催記念イベント 魁 祭
【チャレンジ体験村】
（12：00～19：00、6日も）
水戸駅北
口 国体

６

☆口腔ケア講習会&相談会（4㌻）地支
◎好文亭月釜（10：00～15：00）
偕楽園 観協
いばらき都市緑化フェスティバル
（10㌻）公園
◎☆こけ玉作り（10㌻）森林
◎水戸ホーリーホック VS 大宮アルディージャ
（14：00から）
ケーズデンキスタジアム水戸 スポ

12

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
☆スコーンと季節のジャム作り（10㌻）森林

13

◎☆0歳からのわくわくオルガンコンサート
カラフル☆オルガン（10：30から、13：30か
ら）水戸芸術館 芸術

いきいき茨城ゆめ大会 国体 ※種別ごとに時間が異なります。詳細は、市実行委員会ホームページをご覧ください。
フライングディスク
【身体、知的】
（10月12日～14日）
ケーズデンキスタジアム水戸
バスケットボール
【知的】
（10月12日～14日）
アダストリア みと アリーナ
車いすダンス【身体】
（10月13日）
リリーアリーナMITO
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26

みとしん千波湖を歩こう・走ろう会
（8：30から）
千波公園、偕楽園公園 スポ
◎☆秋の植物観察会（10㌻）博物
◎☆サツマイモ掘り体験（10㌻）森林
◎☆パークヨガとハーブティーの会
（13㌻）
、秋のセッコク・長生蘭展
（13㌻、20日も）植物
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
◎英語講演会（9㌻）国際
◎☆ミュージカル
「ストーリー・オブ・マイ・ライフ」
（15：00から、20日は13：00から）
水戸芸術館 芸術
☆認知症チェックセミナー
（4㌻）地支
◎展示と対話のプログラム
「アートセンターをひらく 第Ⅱ期」
、磯崎新－水戸芸術館
縁起－
（令和2年1月26日まで）
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
（10：00～12：00、13：30～16：00）水戸芸術館 芸術
水戸黄門漫遊マラソン前夜祭（16：00から）県三の丸庁舎広場 スポ

20

◎☆婚活バスツアー
（7㌻）子ども
おはなしフェスティバル・内原としょかん
まつり
（9：30～15：00）
内原図書館 内図
◎水戸ホーリーホック VS 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

27

水戸黄門漫遊マラソン
（9：00から）
市内 スポ
日曜名画座
「仁義」
（14：10から）
中央図書館
中図

前月からの催し
◎「大竹伸朗 ビル景 1978-2019」展、若手作家紹介企画「クリテリオム96 村上華子」
（6日まで）水戸芸術館 芸術
◎県近代美術館企画展「憧れの欧米への旅 竹久夢二展」、企画展示「横山大観」
（9㌻、27日まで）県近代美術館 文交

笠間市

かさま新栗まつり

性的マイノリティに関する電話相談
好きになる性の性的指向や心の性の性自認、心と身
体の性別の不一致について悩んでいる方やその家族な
どからの相談に、専門相談員が無料で応じます。
（水）
、午後6時～8時
日時／10月9日（水）、11月13日
※12月以降も毎月第2水曜日に実施します。
専用電話／233－7830
問合せ／男女平等参画課
（☎226－3161）

笠間焼、稲田みかげ石、木工製品、笠間産の農産物やご当地
グルメの販売などを行います。
日時／10月12日
（土）
～14日（月）、午前9時～午後5時
場所／笠間芸術の森公園
（笠間市笠間）
問合せ／笠間観光協会（☎0296－72－9222）

日時／10月26日
（土）
、午前10時～午後3時
場所／茨城司法書士会館
（五軒町１）
申込み／事前に、電話で、成年後見センター・リーガ
ル・サポート茨城支部
（☎302－3166）へ
問合せ／同支部または市高齢福祉課
（☎232－9174）

少年 少年自然の家…254－2200

博物 市立博物館…226－6521

土曜日

笠間の特産品である栗の試食・販売、栗のお
菓子の販売、栗を使ったゲームなどを行います。
日時／10月5日
（土）
・6日
（日）
、午前9時～午後4時
場所／笠間芸術の森公園
（笠間市笠間）
問合せ／笠間市農政課
（☎0296－77－1101、内線
526）

司法書士による高齢者・障害者のための
成年後見相談会

公園 公園緑地課…232－9214

観光 観光課…232－9189
観協 水戸観光コンベンション

植物

10

市場 公設地方卸売市場…226－2331

男女 男女平等参画課…226－3161

297－5903

☆印は事前の申込みが必要です

子ども 子ども課…232－9176

福総 福祉総務課…232－9169

国体

国体総務課…291－3951

スポ スポーツ課…306－8136

消費 消費生活センター…226－4194

FMぱ るるん
「 週 刊ミ ト ノ ー
ト」
（毎週金曜日、11：15～11：
30）魅力

性的マイノリティに関する
電話相談
（18：00～20：00）
男女

16

魅力 みとの魅力発信課…232－9107

金曜日

総教
Farmer’
s Market＠M I TO
国体
いきいき茨城ゆめ国体
※種別ごとに時間が異なります。詳細は、市実行委員会ホー
・あくつ農園…木曜日、10：00 ～ 17：00
ムページをご覧ください。
・泉町女性部新鮮市…第２・４金曜日、9：00
～ 13：30泉町会館 商工
レスリング
（9月28日～10月1日）
アダストリア みと
アリーナ
※最新の出店状況などは、泉町2丁目商店街
（☎350－2557）
へ。
◎高等学校野球
（硬式）
（9月29日～10月2日）
ノーブルホームスタジアム水戸
ラグビーフットボール
（9月29日～10月3日）
ケーズデンキスタジアム水戸、市立サッカー・ラグビー場
バスケットボール
（10月4日～8日）
リリーアリーナMITO、総合運動公園体育館
軟式野球
（10月4日～7日）
ノーブルホームスタジアム水戸
フェンシング
（10月4日～7日）
アダストリア みと アリーナ
弓道
（10月4日～7日）
堀原運動公園武道館

７

◎印は有料です

国際 国際交流協会…221－1800

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

問合せ

笠間市

笠間浪漫

茨城町 ひぬま de マルシェ
ハンドメイド作品や飲食の販売などを行います。秋の一日を
ゆっくりと過ごしてみませんか。
日時／10月13日（日）、午前10時～午後4時
場所／涸沼自然公園キャンプ場（茨城町中石崎）
問合せ／茨城町商工観光課（☎029－292－1111、内線222）

ひたちなか市 みなと産業祭

つ

新鮮な魚や野菜の販売、あんこうの吊るし切りなど、イベン
ト盛りだくさんです。
日時／10月20日
（日）
、午前8時30分～午後2時30分
場所／ひたちなか市地方卸売市場
（那珂湊漁港）
問合せ／みなと産業祭実行委員会
（☎029－263－7811）

小美玉市 おみたま産業まつり2019
日時／10月20日(日)、午前9時30分～午後3時
場所／空のえき「そ・ら・ら」
（小美玉市山野）
内容／模擬店やミニ新幹線への体験試乗、模擬上棟式、お楽し
み抽選会など
問合せ／小美玉市商工観光課（☎0299－48－1111、内線1162）

那珂市 那珂市産業祭
日時／10月27日（日）、午前９時30分～午後3時
場所／那珂市中央公民館駐車場
（那珂市福田）
、一の関ため池親
水公園（那珂市菅谷）
内容／商工業品の展示販売、工作体験、農産物の販売、模擬上
棟式、抽選会など
問合せ／那珂市商工観光課（☎029－298－1111、内線245）
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