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妖怪の絵を描こう （～8/31まで、火-金 ９：３０～19:00、土・日・祝 9:30～17:15） 《中央図書館》
ポケモンセンターなつまつり in 水戸京成 （～6日まで、10:00～19:30 最終日は17:00） 《水戸京成百貨店》

四季の広場 -農産物直販- （10日も、9:00～14:00） 《芸術館広場》
わんぱーく夏祭り （10:00～11:30、13:30～15:30） 《わんぱーく・みと》
子ども歴史博士になろう （13:30～16:00） 《県立歴史館》

歿後１００年 徳川慶喜① （14:00～15:30） 《県立歴史館》

ミューズのワクワクショップ （11:00～） 《ギャラリー誉りみち》

増谷考紀 個展 （～13日まで、12:00～20:00） 《ミネルバ》 ※水・木曜定休

夏休みかえっこ （13:30～15:00、ワークショップ10:00～） 《市立博物館》
多肉植物の寄せ植え教室 （15:00～） 《ベリーボタン》

夏休みのアート体験！「こども・こらぼ・らぼ 2013」 （～8/11まで、10：00～16：30 受付 9：30～） 《芸術館》

パイプオルガン・プロムナード・コンサート（12:00～／13:30～） 《芸術館》
ぴ～すプロジェクトライブ （16:30開場、17:00開演） 《クラブソニック水戸》
水戸ホーリーホック×栃木SC （18:00キックオフ） 《ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷｽﾀｼﾞｱﾑ》

「水戸空襲」を伝える紙芝居公演 (10:00～12:00) 《市立博物館》

みとちゃんと聞く戦争体験「わたしは戦争を忘れない」 （10:00～12:00） 《市立博物館》

「わたしたちの平和」作文コンクール入選作品展示 （～8/30まで、9:30～18:00） 《芸術館》

プレイ×プレイ プロジェクトvol.2 「スイミー」（14:30～） 《トモスみと》
ワッショイ！夏の子ども元気まつり （10:00～16:00） 《市立博物館》
日比野克彦 HIBINO CUP （9:30～17:00） 《芸術館広場》
パイプオルガン・プロムナード・コンサート（12:00～／13:30～） 《芸術館》

パイプオルガン・プロムナード・コンサート（12:00～／13:30～） 《芸術館》
千波湖環境学習会 (13:00～15:00） 《好文カフェ前 親水デッキ集合》
子ども歴史博士になろう （13:30～16:00） 《県立歴史館》

神長ちえみ 個展 （～9/1まで、12:00～20:00） 《ミネルバ》 ※水・木曜定休

プレイ×プレイ プロジェクト vol.2 「走れメロス」（18:00～約1時間） 《レストランマロン》

プレイ×プレイ プロジェクト vol.2 「走れメロス」（11:30～約1時間） 《レストランマロン》

プレイ×プレイ プロジェクト vol.2 「山椒大夫」（19:00～約1時間） 《居酒屋seek》

水戸ホーリーホック×アビスパ福岡 （19:00キックオフ） 《ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷｽﾀｼﾞｱﾑ》

歴史館まつり （～8/25まで、9:30～16:00） 《県立歴史館》
第8回 MITOコン「夏の終わりの思い出作りスペシャル」 （開場受付 15:00～） 《芸術館広場集合》

曽谷朝絵展「宙色（そらいろ）」関連企画 ギャラリー・コンサート 「スイミー」 （12:00～／13:30～） 《芸術館》

まちなかステージ （11:00～15:00） 《水戸駅北口ペデストリアンデッキ》
第10回水戸市長杯 小学生オセロ選手権 （9:30受付、10:00～） 《トモスみと》 ※要申込み

曽谷朝絵展 「宙色」 赤ちゃんと一緒に美術館散歩 （9:30～／11:00） 《芸術館》

みとちゃんと聞く戦争体験「わたしは戦争を忘れない」 （10:00～12:00） 《市立博物館》

第45回水戸市芸術祭 ジュニアオーケストラ演奏会 （14:00～16:00） 《芸術館》
古民家解説 （11:00～／14:00） 《県立歴史館》

日曜名画座「戦艦ポチョムキン」 (14:10～) 《市立博物館》

宿泊型イベント 32CAMP ミートゥーキャンプ (～9/1まで) 《市街地隣接の公園》

水戸ホーリーホック×コンサドーレ札幌 （18:00キックオフ） 《ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷｽﾀｼﾞｱﾑ》

第53回

第5３回水戸

黄門まつり
第45回水戸市芸術祭 水戸市中央吟詠剣詩舞大会 （8:30～17:00） 《県民文化センター》
第45回水戸市芸術祭 水戸文学大会 （10:00～17:00） 《みと文化交流プラザ》

「水戸空襲」を伝える紙芝居公演 (21日も、10:00～12:00) 《市立博物館》

シネポートシアターMITO「赤い風船」 （19:00～） 《トモスみと 自由通路》

 食と農のギャラリー

　葵（あおい） [ 販  売 ] ジャム、クッキー、お米…

[店内飲食] ピザ、シフォンケーキ、
　　　　　 コーヒー、フレッシュジュース…

水・木・金 10:00～17:00

7/19～ OPEN《南町3-3-40》 

１０：００～２１：００　山車巡行

１0：００～12:30　
神輿連合渡御

１4：00～１8：００　神輿連合渡御
１8：００～21：００　タウン･フェスティバル　

１１：００～２０：３０

サマードリームミュージック

１０：００～２１：００　

サマードリームフェスタ １１：００～１７：００

タウン・フェスティバル

４日（日） 水戸中央郵便局前～大工町交差点

本町１丁目～３丁目 水戸芸術館

南町自由広場 水戸駅北口
ペデストリアンデッキほか

２日（金）

１９：３０～２０：３０　花火大会
※荒天の場合は９日(金）に延期

１０：００～２１：００　山車巡行

１０：３０～１２：００　
水戸黄門パレード　

１４：００～１５：００　子どもみこし渡御
１４：００～１６：００　水戸黄門パレード

１４：００～２１：００

本町タウン・フェスティバル

１１：００～２０：３０　
サマードリームミュージック

１６：３０～２１：００　市民カーニバル 
　　　　　　　　　　　in MITO　

１０：００～２１：００　
サマードリームフェスタ

１１：００～１７：００　 
タウン・フェスティバル

水戸

黄門
ま
つ
り

千波湖

 ファーマーズマーケット 
Farmer's Ｍａｒｋｅｔ＠ＭＩＴＯ 

食に関わり活動する団体が日替わりで出店します。

《泉町会館》

第1･3金･土曜を除く毎日開催

３日（土）
水戸中央郵便局前
　～大工町交差点

に参加します！
水戸黄門パレード

黒川智花さん 
京本政樹さん 

本町１丁目～３丁目

水戸芸術館

南町自由広場

水戸駅北口
ペデストリアンデッキほか

本町１丁目～２丁目

夏休みこどもミュージアム 妖怪さまのお通りだい！

夏の夜はつくも神が大さわぎ 入場
無料

ワークショップ４F
妖怪をやっつけろ！
　　（弓矢体験）

妖怪ぬり絵
妖怪クイズ
妖怪天気予報　

妖怪を作ろう

つくも神と一緒に
　道具体験

7/23
   -8/31

火

土

8/3(土),11(日) 
13時-15時

つくも絵画教室

「妖怪を描こう」

8/18(日),24(土) 
13時-16時
 8/6から募集開始　

各日20名

開館時間：

9:30～16:45
月曜休館

水戸市立博物館

TEL 029-226-6521

８/１７ 土

10:00～16:00

ワッショイ！
夏の子ども元気まつり

オープニング　YOSAKOI ソーラン 演舞 10:15～
バルーンアート/こわ～い紙芝居と楽しい切り絵 12:30～ 
イバライガーショー 11:00～、14:00～

かき氷、わた飴、ポップコーンの
特別サービスあり （午後から）

駄菓子 つくも屋

7/28(日),8/2(金),4(日),
8/15(木),24(土),31(土)

13:00～16:00

8/23

8/24

8/25

8/30

8/31

 9/1

(金)

(土)

(日)

(金)

(土)

(日)

開演 18:00
開場 17:40

開演 18:30
開場 18:10

開演 16:00
開場 15:40

開演 18:00
開場 17:40

開演 18:00
開場 17:40

開演 16:00
開場 15:40

障害者と健常者で創る舞踊劇団「創」（うまれる）

「絆、糸と糸をつなげる継未、未来につなげる！」

プロフェッショナルファウル

 「劇場版ゲキマン。」

劇団OH-NENS 「鈍獣」

「サマータイムマシン・ブルース」

キミトジャグジー 
「贋作シャングリラ」

演劇事務所'99 「キネマの天地」

茨城大学演劇研究会

会
場 

水
戸
芸
術
館A

C
M

劇
場

◎チケット取り扱い

第45回 水戸市芸術祭　演劇フェスティバル

水戸芸術館チケットカウンター・チケット予約センター029-225-3555
(9:30～18:00)
月曜休館

開店

7/27(土)

アンモナイト
を作ろう！

2013年2013年

プレイ
　×プレイ 
プロジェクト 
　 vol.２

待望の第2弾！！

8/17
(土)
～ 9/15
(日)

津軽三味線演奏会 
8/25(日）11:00～/13:00～


