ー師走ー
第2回 世界チョコレートフェスティバル (〜2/14まで、10:00〜16:00) 《トモスみと》
'13ATMSF アートタワーみと スターライトファンタジー（〜1/13まで、17:00〜21:00） 《芸術館》
美術の地域連携プログラム 街なか展示「コーヒー＆アート」vol.2 仲田絵美 (〜1/26まで）《まちなかのお店》
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》
日曜歴史館「歿後１００年 徳川慶喜③」 （14:00〜15:30) 《県立歴史館》

ダレン・アーモンド 追考 赤ちゃんと一緒に美術館散歩 （9:30〜／11:00〜） 《芸術館》

祝30周年 生活クラブ生協茨城

生

き

活

き

フ

ス タ

エ

in 水戸市南町商店街

●マルシェ

会場/
南町自由広場
南町2丁目・
3丁目商店街

11/30(土）
10:00〜
商店街
16:00
ウォークラリー
●ワーカーズ ブース
飲み物とお菓子で一息つきましょう 商店街でお買い物 12/1(日)
やグルメを楽し
10:00〜
みましょう。
●食・環境の活動紹介
15:00
パン、豆腐・油あげ、新鮮野菜など

食：涸沼のしじみ試食！
大試食会
環境：遺伝子組み換え食品、 11/30(土）
リユースの仕組みなど
11;00〜14:00

ナイスハートふれあいフェスティバル2013「ナイスハート美術展」 (9:30〜16:30) 《県民文化センター》

●展示即売会

お茶は茨城。食も茨城。 （10:00〜15:30） 《茨城県庁２階 県民ホール》

〜来て見て触れて 確かめて〜 12/1(日）
服飾、雑貨などの販売 11;00〜14:00

フリーマーケット

特別企画
ジャグリング
12/1(日）のみ
茨城高専ジャグリング
同好会メンバーによる
パフォーマンス！

四季の広場−農作物直売− （9:00〜） 《芸術館広場》
【試飲コーナー】
〜『県産・特産品』大集合〜
・奥久慈茶 ・古内茶 ・さしま茶
パイプオルガン・プロムナードコンサートエクストラ （12:00〜／13:30〜） 《芸術館》
奥久慈
・牛久市産茶 ・クリスマスティー
プロフェッショナルファウル PRESENTS ２P （右記参照） 《まちなか情報交流センター》 お
は茨城。 古内
緑茶/焼き菓子/黒ピーナッツ/
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》
楽しみ味わい
さしま
プリン/ドライフルーツ/パン/
も茨城。
再・発・見
牛久
水戸の街に響け！300人の《第九》2013 （12:00〜／13:30〜） 《芸術館広場》
ジャム/干し芋/黒きくらげ/

茶
食

食に関わる活動をする団体が日替わりで出店します。

癒され曜日「占い＆マッサージ」 (9:00〜18:00) 《ベリーボタン》

１２月６日 金
AM

10:00

▲

第1･3金･土曜を除く毎日開催
Farmer's Ｍａｒｋｅｔ＠ＭＩＴＯ 《泉町会館》
ファーマーズマーケット

PM

3:30

佃煮/漬物/野菜 他にもいろいろ。
場所：茨城県庁２階

県民ホール

※水戸駅南口よりシャトルバスあり。(片道350円）

プロフェッショナルファウル PRESENTS ２ P ツー ピ ー
２チームに分かれて P R O G R AM A 『さよなら もしくは またいつか』
1時間以内の作品を
P R O G R AM B 『受付』 T I C KET
２本同日上演。

ファーマーズマーケット＠水戸 (14日も) 《芸術館広場》
前 売り 各 1 000 円
11時〜 13時〜 15時〜 17時〜 19時〜
DATE
当 日
各 1 200 円
日本の抒情歌を歌い継ごう！ （13:00〜15:00） 《まちなか情報交流センター》
1 2 / 7 (土 )
A
B
A
B
A・ Bセット券 1500 円
'13ATMSF クリスマスコンサート 《芸術館》
8 ( 日) A
B
A
B
（ 前売 り予約のみ）
四季の広場−農作物直売− （9:00〜） 《芸術館広場》
H P http://pfofficial.shime‑saba.com/ P L A CE
黄門さん・青空マーケット (10:00〜14:00) 《南町自由広場》
まちなか情報交流センター
Mail p.foul.info@gmail.com
子どものためのオープンワークショップ 冬 ２０１３ (10:00〜12:00／13:30〜15:30) 《近代美術館》
ソング＆ダンスクラスからのプレゼント「ミュージカルなクリスマス」 (19:00〜) 《芸術館》 １３日 Farmer's Market＠MITO 場所：芸術館広場
１４日
(金）
(土)
生涯学習トーク＆トーク「これからの豊かさ」 (13:00〜15:00) 《水戸生涯学習センター》 ※要申込み
ファーマーズマーケット＠みと
15:00
11:00
本のじかん・声のじかん「オフェリアと影の一座」ほか (14:00〜) 《中央図書館》 〜20:00 新鮮野菜や加工品の販売。個性豊かな品々を
〜16:00
ソング＆ダンスクラスからのプレゼント「ミュージカルなクリスマス」 (13:00〜) 《芸術館》
生産者自らが販売し「素材の美味しさ」を伝えます！
(予定)
(予定)
食と農のギャラリー 《南町3‑3‑40》

葵（あおい）

月〜金 10:30〜17:30

[販売] [店内飲食]

ミューズのワクワクショップ （11:00〜19:00） 《ギャラリー誉りみち》

会場：南町2丁目
フォーライフビル１階

企画展ギャラリートーク (13:00〜) 《近代美術館》
くろばね朝市 （9:00〜13:30） 《市営宮町駐車場》
パイプオルガン・プロムナードコンサート （13:00〜50分程度） 《芸術館》
日曜名画座「市民ケーン」 (14:10〜) 《中央図書館》
世界チョコレートフェスティバル 水戸ご当地ちゃん！LIVE 《トモスみと》
シャイニングスノー (16:00〜) 《水戸駅北口 ペデストリアンデッキ》 天皇誕生日
クリスマス・プレゼント・コンサート2013 (16:30開場、17:00開演) 《芸術館》
シャイニングスノー (16:00〜) 《水戸駅北口 ペデストリアンデッキ》

出演

★16:00〜 X'mas コンサート
サンタさんたSantaフェスティバル (16:00〜19:30) 《南町2丁目 フォーライフビル１F》

キンダーワールドナーサリー、茨城大学附属小合唱部 三の丸小
三の丸小吹奏楽部、水戸工業高校ブルービギナーズ 写真展も
同時開催!!

★18:15〜 X'mas 大ビンゴ大会
参
★19:00〜 ケーキ早食い大会（団体戦／小学生） 募集加中者
・団体戦（３名１組全１５組・高校生以上） 参加費：６００円
・小学生の部（１５名） 参加費無料！ただし賞金はありません。

！

◆花の苗プレゼント（先着300名様）◆模擬店 問合せ
◆ふるまい酒 シャンパン＆甘酒（先着300名様） 029‑221‑9522

世界チョコレートフェスティバル

水戸ご当地ちゃん！LIVE

水戸ご当地アイドル 22日(日）
(仮）からチョコレート
のプレゼントが！？

会場：トモスみと１階 特設会場（大工町）

12月23 ・ 2４日 (月・火)
四季の広場−農作物直売− （9:00〜14:00） 《芸術館広場》
佐川はじめさんと一緒に歌おう！（11:00〜13:00） 《まちなか情報交流センター》
黄門さん・青空マーケット (10:00〜14:00) 《南町自由広場》

臨場感溢れる演奏と降雪を
お楽しみ下さい。

16:00〜20:00頃 クリスマスソングライブ
17:00頃 光と音と雪による演出

場所：水戸駅北口
ペデストリアンデッキ
'13ATMSF カウントダウン＆ハッピー・ニュー･イヤー (21:00〜) 《芸術館広場》

