（歩行者天国10：00〜16：00）

交通規制9：00〜17：00

10月25日㈰

第4回水戸まちなかフェスティバル交通規制のお知らせ
大型車は進入禁止

水戸まちなかフェスティバル 会場MAP & イベント情報 2015.10.25
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❶みとワン★グランプリ

ハチバスきくや

水戸雑貨商店街実行委員会（mito ZakkaZ）

ハンドメイド作家の作品が，作家本人の手によって販売されます。
一部作家によるワークショップも開催

❸懐かしくて新しい茨城の昭和とみと楽横丁

みと楽横丁商店会

通常は夕方からの営業を昼12時からOPENします。

❹アートタワーマーケットin水戸フェス

アートタワーマーケット実行委員会

日用品や洋服などのリサイクル品，アマチュア作家による雑貨や工芸品などが出品されるフリーマーケット

❺オカリナ絵付け体験

社会福祉法人光風会 笠間焼工房「陽（yoo)」 泉町ギャラリー「窯 (ＹＯＯ)」

素焼きのオカリナや鳩笛に，絵の具で模様を描き，仕上げに透明ニスを塗り，
自分だけのオカリナを作ろう！

❻イスバスエキシビション（サブカルチャーと共に） 水戸西ライオンズクラブ
大通りを舞台に車椅子バスケットボール，通称
「イスバス」のエキシビションを開催。
（※雨天時は五軒小）

❼310RIDERS in MITO MACHINAKA FES

310RIDERS

ランニングバイクとヘルメット類の保護具（※先着）をお貸しし，コースを走りまわれちゃう！（※対象は未就学児）

❽ファーマーズ・マーケット＠水戸 with 茨城大学プロジェクト実習

泉町二丁目商店街振興組合

こだわりの農家さんの出店の他に，野菜・果物・総菜・おやつなどの販売を，大学生とのコラボで実施

❾水戸のまちを作っちゃおう

公益社団法人 日本建築家協会 茨城地域会

水戸の地形模型に，高層ビルやマンション，公園を作ったり，街路樹を植えたりして，
水戸のまちをつくろう！

❿無料お肌チェック＆メイクアップコンサルティング

水戸の起業家を育てる会

輝く女性達のために，無料でお肌チェック。メイク方法のアドバイスを行います。プロによるメイク体験も実施

⓫「水戸カレーバトル」＆「らぁ麺バトル」＆「ビアフェスタ水戸」 いばらき KIZUNA プロジェクト
みなさんが大好きな「カレー」
「ラーメン」
「ビール」
などの食材を使用した食べ比べ・飲み比べイベント

⓬ようこそ！茨城県近代美術館

茨城県近代美術館

「美術には，こんな楽しみ方もあるんだね！」
美術館ならではのゲームやワークショップをお楽しみ下さい

⓭be+ing

be＋ing

クラフト作家の手作り作品やお洒落小物の販売，
体験ブース，飲食販売を実施

⓮「まるごと！オセロ体験」第40回世界オセロ選手権大会水戸開催プレイベント 水戸市文化交流課
オセロ名人との 多面打ち 対局，パネル展示，
みとちゃん vs 有名キャラクターによる巨大オセロ対決も開催！

⓯タウンモビリティ

タウンモビリティ in （認定 NPO 法人茨城 NPO センター・コモンズ，茨城交通㈱，県立水戸特別支援学校，
水戸フェス実行委員会 市障害者共同受発注センター，NPO 法人ふくろう，ゆうゆうクラブ軍司治療院，㈱一石屋，他）

車イスの貸出，水戸特別支援学校の作品展示・販売，
障がい者就労支援施設のパンやクッキー等の販売など

⓰リハビリ体験（作業療法士って何？） 公益社団法人
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㈱フットボールクラブ水戸ホーリーホック

シュートゲームに挑戦して，水戸ホーリーホックグッズをゲットしよう！ ホーリーくんもやって来ます。

水戸商工会議所青年部

水戸藩！味な城下町まつり実行委員会

まんぷく市場

一般社団法人 水戸市商店会連合会青年部連絡会

水戸市内の各商店会から集まった選りすぐりの青年部員が，美味しいモノだけ厳選してご提供いたします！

黄門さん青空マーケット

黄門さん青空マーケット実行委員会

B級グルメが大集合！ あの味もこの味もピカピカB級・黄門さんも太鼓判。楽しさわいわいのフリーマーケット

いばらき野菜マルシェ

くろばね朝市

いばらき野菜マルシェ実行委員会

茨城のおいしいものを厳選してお届けする，
おしゃれなマルシェ＆カフェそしてアウトドアイベント

一般社団法人

日本バーテンダー協会

くろばね商店会

新鮮野菜に肉や魚，カフェなどフードも多数提供。バンド演奏や無料健康診断，リサイクル自転車の販売など

茨城支部

郵便局の楽しみ方

水戸市内郵便局

プロの作る美味しいカクテルをお楽しみに！ ハイボール，レモネード，モヒート・トニック，フルーツジュースなど

水戸フェス限定の消印や「みとちゃんカード」，ステキな記念切手等々を用意してお待ちしております。

水戸オシャレショップ市場

税金クイズin水戸まちなかFes★2015

専門学校

文化デザイナー学院

ape，HOMESIC，結いのはな。水戸で活躍するオシャレな雑貨，インテリア，フラワーショップが出張販売を実施

アーペエンターテインメントショー

専門学校

文化デザイナー学院

雑貨コーナー，
美容室コーナー，
カフェコーナー，
アーペホーム，
アーペスタッフが作るライブステージを開催

親子で創る「夢のマイホーム」

茨城インテリアコーディネーター協会

親子で夢のマイホーム創り。
カーテン布地や壁紙を木製パネルに貼り付け，
ファブリックパネルを作製しよう！

オレンジリボン＆パープルリボンキャンペーン
水戸市のごみ情報ブース
水道について学ぼう

街なかカフェ

未来の地球 produce by Mito City

みとスイーツ★フェスタ

水戸菓子工業協同組合
夢の競演

⓳水戸ソープボックスダービー

重力のみを動力源として走行するエコな車
「ソープボックスカー」
に，１回100円で試乗しよう！

青年海外協力隊50周年！〜パネル展示〜

JICA 筑波

グローカルフェスタいばらきin水戸まちなかフェスティバル

がんばっぺし！陸前高田市応援物産販売

⓴コットン♡ハートのハンドメイド

手づくりサークル コットン♡ハート

グローカルフェスタいばらき実行委員会

わくわくこども広場
いきいき茨城ゆめ国体広場

California Timez

ウォータープレイグランド

ＬＡカルチャークラブ

水辺をテーマに，ウォーターアトラクションを実施します。海をモチーフにした涼しげなキャンドル作り教室も開催

名車展示会

銀杏坂くらふと・ふらわーストリート

水戸旧車倶楽部

昭和40年代からの日本のクラッシックカーがずらり勢揃い。当時のデザイン・技術の素晴らしさを感じてください！

茨城大学マルチイベント企画団体 Familia

渾身のパフォーマンスや屋台など，
学生の力あふれる空間です。

南町ワンデーマーケット＆歌声ひろば

南町二丁目商店街振興組合

超お買い得!! １日限りのストリートマーケット＆日本の童謡。
唱歌・抒情歌を皆で声を出して歌いましょう！

水戸市商業・駐車場公社まちなか情報交流センター

水戸を拠点に活動する劇団や朗読ユニット，
水戸市出身の講談師が個性豊かな作品を披露！

JA水戸直売所「軽トラ野菜市」
「オリジナル加工品」販売 水戸農業協同組合
茨城県産水産物の試食・販売による復興ＰＲ 大津港水産加工業協同組合

専門学校 文化デザイナー学院

ライブにダンスにファッションショー！♡MiTOコレクションがお届けするエンターテインメントショーをお楽しみに！

ハロウィンだ！コスプレフェスに行こう！

専門学校 文化デザイナー学院

ハロウィンに，普段とは違う自分で，水戸フェスに参加してみませんか！ビギナーでも楽しめます。

北茨城の名産品であるしらす干の試食や製造直売の干物も多数販売しますので，お買求めください！

街のあんぜん広場

水戸警察署，水戸地区交通安全協会，日本自動車連盟（JAF）

白バイ展示，シートベルトコンビンサー，バルーンアート，クイックキャッチ，自動車盗難防止などのイベントを開催！

きしょう・しょうぼう・ぼうさい広場

①公設地方卸売市場MAP

②桜山駐車場MAP

水戸公設
地方卸売
市場

桜山
駐車場

③西の谷駐車場MAP

銀杏坂商店会

クラフト作家と花の作家・お花屋さんが集いました。各種クラフト，花束・リースの販売やワークショップを実施します。

水戸市地域安全課，水戸市消防本部，水戸地方気象台

気象・消防・防災に関する展示や体験をとおし，防災意識の高揚を図るとともに，防災関係機構の連携強化を実施！

まちかど放送局 ＆ アマチュア無線全国情報発信

水戸駅前商店会

水戸駅前商店会

342

常磐神社

遊んで・あそんで・楽しんで

水戸女性フォーラム

おはじき，ビー玉、お手玉，ケンパ，折り紙など，昭和の遊びを通して，お友達と遊ぶ楽しさを味わえます！

●梅津和時／街角クレズマー with ノーラ 水戸まちなかフェス スペシャル・ライブ
ジャズ・ロック界の先駆ミュージシャン・梅津和時が，水戸フェスのために編成した特別バンドで，初登場！ 公益財団法人 水戸市芸術振興財団

●「キングコング西野亮廣のオセロ王」第40回世界オセロ選手権大会水戸開催プレイベント
有名お笑い芸人４組がオセロバトルを披露！※午後４時からVOICE（大工町１丁目）で開催。チケットぴあ販売中

●みんなで踊ろう!!! みとちゃんダンス

㈱メガハウス 後援：水戸市文化交流課

水戸まちなかフェスティバル実行委員会

神崎寺

しのはら生花店
袴塚
コーポ

千波大橋
千
波
湖

レイクビュー水戸

市役所入口

ステージイベント

※ イベント等の内容は変更になる場合
があります。最新の情報は，
フェイスブック等でご確認ください。

音楽やダンスなどのパフォーマンスを繰り広げます。

南口

中央一丁目
駅南中央

水戸市
役所
駐車場

偕楽園駅
50
342

342

50

千波湖

路線バス

白梅二丁目

開運寺
水城高校
通常，国道50号を通る路線バスは，交通規制時間内は迂回しますので
ご注意ください。
（詳しくは裏表紙をご覧ください。）
自転車でお越しの方は，トモスみと（大工町）か，常陽銀行本店と東京電
力の間（南町二丁目※裏通りから侵入可能）の駐輪場をご利用ください。

便利
インフォメーションセンター
困ったら，なんでもお気軽にご相談ください。スタッフが対応します。ガイドブックも用意し
ています。

まちの駅

トイレの貸出，休憩場所の提供，傘の無料貸出など，おもてなしサービスを実施していま
す。
（一部の機能が利用できない駅もあります）

大人気「みとちゃんダンス」をみんなで踊ります！ 飛び込み大歓迎！ 南町３丁目交差点で11:00と14:00から実施！

●みとちゃん巨大オセロ対局
●シネマサーカス
●mito☆Fashion show

水戸駅

リバーサイドホテル

西の谷
駐車場

コーポ古内

駐輪場

芝生広場周辺で，地元の飲食店のコラボによる楽しいイベントが繰り広げられます！

④水戸市役所駐車場MAP

至大工町交差点

いばらきキャンドルナイト

アメリカ西海岸ＬＡで人気のカスタムカーの展示とヒップホップを披露!! ＬＡの雰囲気を感じてみてください！

いばらき専門カレッジリーグワークショップ
♡MiTOコレクション

市内４か所に駐車場を設けてあります。
（※③・④はシャトルバスの運行なし）

①公設地方卸売市場駐車場（茨城県水戸市青柳町4566）
②桜山駐車場（茨城県水戸市見川１丁目）
※③西の谷駐車場（茨城県水戸市天王町９−23）
※④水戸市役所本庁舎駐車場（茨城県水戸市中央１−４−１）

水戸市国体推進課

国内最大のスポーツの祭典が45年ぶりに茨城県で開催！撮って，遊んで，国体を知ろう！！

採れたて新鮮を皆様にお届け！ 地場産新鮮野菜やそれらを原料にしたジェラート，ジャム，ジュースを販売！

地域を支える人材を育成する各専門学校が，子どもから大人まで楽しく参加できる５つのワークショップを開催

駐車場

9：00〜17：00（約10分間隔で運行）

茨城県水戸生涯学習センター

買いものを通じて社会貢献できるフェアトレード商品や雑貨の販売，
武術体験，
多様な文化の写真展等を実施

主婦による個性的な手作り雑貨販売や手作りコンニャク，
おいしいお餅の販売もあります！！

いばらき専門カレッジリーグ

運行時間

陸前高田市復興応援プロジェクトチーム

昔遊び老若男女世代を超えて一緒に楽しもう！バルーンアートワークショップやスーパーボールすくいなどを開催！

青年海外協力隊の経験者が，
水戸フェスで，
世界を鏡に，
茨城を伝える！

まちなかシアター

当日，会場付近は混雑が予想されます。
桜山駐車場，公設地方卸売市場駐車場をご利用の場合，会場までの無料シャトルバスをご
利用いただけます。

「あの日」から３年半が経ちました。被災地岩手県陸前高田市の特産品販売や写真展などの応援を行っています！

駅前食堂 みんなで よってって！

茨城デザイン振興協議会

無料シャトルバス（会場までの交通）

地球温暖化クイズにチャレンジ！ 結果を色にして，未来の地球を染めていきます。高得点でLED電球をゲット！

街なかでスイーツとともにティータイムをお楽しみください！

出張！マチなか学園祭!!

一般財団法人 全国盲導犬協会

information

交通

水戸市環境課

FMぱるるん「まちかど放送局」が大銀杏ステージから on air。さらにアマチュア無線で水戸の魅力を発信します！

盲導犬の訓練のデモンストレーションや教会の訓練犬がご覧いただけます。
チャリティーグッズの販売も実施

市場

水戸市水道部

昔の遊びを取り入れた，
孫と祖父母達との交流ゲームコーナー，
ポニーの体験乗馬やエサやりが楽しめます！

⓲盲導犬と視覚障害者への理解を深めるために

無料シャトルバス

水戸市ごみ対策課

水ができるまでの過程や水道水の隠れた魅力など，パネル展示などにより分りやすく説明します！

水戸の学生達が出張型学園祭を開催！

水戸駅北口
広場ステージ

Ｊ
Ｒ
水
戸
駅

小型電気（回収対象14品目），ペットボトル，空き缶の回収を実施します！ ごみ分別ゲームやパネル展示も行います。

「みんなで遊ぼう」ポニー乗馬とゲームコーナー 南町三丁目商店街振興組合

茨城県内で活躍するアーティストが来場！併設された屋台で「楽しいひととき」
をお過ごしください！

北口

61
60

駐輪場

大銀杏

水戸市子ども課，水戸市要保護児童対策地域協議会

茨城県作業療法士会

⓱ケイセイ♪ミュージックカフェ

トイレ

ステージ

●
●
51 52 53 54
55 56 57 58
59 62 63 64

子ども虐待防止の『オレンジリボン』と，女性に対する暴力根絶の『パープルリボン』を通じての啓発活動です。

リハビリってどんな事か，パステルアートなどを使って体験できます。医療・介護に関する相談コーナーも設置

㈱水戸京成百貨店

※雨天決行

幼稚園生から大人までみんなクイズにチャレンジして，税金について楽しく勉強してみよう♪

水戸パパイヤ栽培研究会「青パパイヤ」の産直市 水戸パパイヤ栽培研究会

お菓子の秋!! 水戸菓子工業協同組合による季節の和・洋菓子

中央郵便局

公益社団法人 水戸法人会女性部会

消化酵素や抗酸化成分が豊富で，
健康食材として注目されている青パパイヤ
（水戸市特産）の試食・販売です。

紅茶館

まちの駅

ガイドブックを配布しています

旧水戸藩領内のグルメが水戸に大集合。
県内で話題のあのB級グルメも登場

〜カクテルに夢をのせて〜

※交通規制 9:00〜17:00

インフォメーションセンター

常
陽
銀
行

セブン
イレブン

小学生だけで会社を作りました！ 水戸フェスでお店を開いて販売します！ ぜひ遊びに，買いに来てください!!

水戸藩！味な城下町まつり

東
京
電
力

10:00~16:00 歩行者天国

銀杏坂バス停

学生が100円で楽しめる10種類のワークショップを開催

第４回ジュニア・エコノミーカレッジ in みと

まちなか情報
交流センター

●
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ワークショップ１０（テン）
文化デザイナー学院のＢｕｎｋａ祭！

34 35
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主 催 水戸まちなかフェスティバル実行委員会
（水戸市産業経済部商工課）
〒310-8610 茨城県水戸市三の丸1-5-48
TEL：029-232-9185 E-mail : commerce@city.mito.lg.jp

