
№ 開催日 イベント名 内　　　　容 開催時間 開催場所
備考

（定員・料金等）

1
9/28(水)・
9/29(木)

オリスク屋台 飲食物の販売 17:00～19:00 オリオンスクエア
オリオンスクエア管理事
務所

電話　634-1722
(9:00～19:00)

http://www.orion-
square.com/

2 10/2(日)
釜川秋の宴「釜川源流
ウォーキング」

釜川の源流である東弁天沼から宇都宮城址公園ま
でを徒歩で散策（集合場所から東弁天沼まではバス
で移動）

9:00～11:30
（8:00県産業会館集
合）

東弁天沼～宇都宮
城址公園

宇都宮まちづくり推進機
構

電話　632-8215

9/3～9/15に，はがき
またはファックスで申
込（定員40名・参加費
300円）

3 10/2(日)
第11回うつのみや食育
フェア

ホテル東日本宇都宮西洋料理料理長　櫻井正人
さんによる調理披露，
ＮＨＫ　Ｅテレ「シャキーン！」でおなじみ
「Ｐ．Ｏ．Ｐ」上鈴木兄弟による食育ステー
ジ，
中学生によるお弁当コンクール調理披露，
クッキング戦士クックマンと仲間たちによるお
もしろ食育ステージ，
宇都宮大学学生による簡単朝食メニューの紹
介・試食，
県内プロスポーツチームによる食育に関するス
テージイベント，
野菜あてクイズ（スープ試飲）
模擬せり体験
食育ＧＯ！！「体験型クイズラリー」等

10:00～15:00
宇都宮城址公園，
オリオンスクエア

うつのみや食育フェア
実行委員会事務局（健
康増進課内）

電話　626-1126
http://www.city.ut
sunomiya.tochigi.j
p/syokuiku/24519/0
24521.html

雨天決行（荒天中止）

公共交通機関や駐車
場(中央卸売市場・簗
瀬町)～宇都宮城址公
園の無料シャトルバス
をご利用ください。
また，当日は，食育
フェアに関するチラシ
や新聞記事などを持
参すると，きぶなバス
は無料，会場周辺の
市営レンタサイクル
（身分証明書が必要）
は１００円引きになりま
す。

4 10/2(日) 軽音楽ライブ ライブステージ 14:00～16:00
下野新聞ＮＥＷＳ
ＣＡＦＥ２階（江野
町）

下野新聞NEWS　CAF 電話　637-8111

5 10/2(日)

＜大規模宮コン＞
女性23～33歳
男性28～38歳限定
「宮コン」

市内の活性化を目的とした，市内の居酒屋・レストラ
ン・バー等の協力のもと，全店舗を貸切にした年齢
制限アリの合コン
参加受付人数：合計200名（男性100名/女性100名）
参加店舗：６店舗（予定）

受付17:00～19:40
19:00～
22:00(LO21:50)

受付：宇都宮パル
コ１階
中心市街地６店舗
（予定）

宮コン実行委員会

電話　651-5740
(12:00～19:00火～金
曜）

http://www.miyacon.j
p/

参加料金：男性7,000
円/女性2,500円
※こちらのイベントは
当日現金払いのみと
なります。
参加人数：合計200名
（男性100名/女性100
名)

6 10/4(火) オリスクマーケット 農産物などの販売 10:00～15:00 オリオンスクエア
オリオンスクエア管理事
務所

電話　634-1722

7
10/6(木)・
10/20(木)

サーズデイナイトフィー
バー

市内でカフェ等を営む店主らによる隔週の出張販売 17:00～21:00 バンバ市民広場
バンバひろば管理事務
所

電話　616-3744
毎月第1・第3木曜日開
催

8 10/8(土)
花と緑のフェスティバ
ルうつのみや2016

「緑化功労者」や絵画コンクール等の表彰式，
緑化についての展示，寄せ植えコンテスト，フ
ラワーアレンジ教室，苗木や花苗のプレゼン
ト，物販・フードコーナー，スタンプラリー，
体験コーナー，特設ステージでのパフォーマン
スなど

10:00～15:00 宇都宮城址公園

宇都宮市花と緑のまち
づくり推進協議会事務
局（緑のまちづくり課
内）

電話　632-2597

雨天決行（荒天中
止）
ＣＲＴ栃木放送にて
告知

9 10/8(土) 宮っこフェスタ2016

青少年によるダンスやステージパフォーマン
ス，親子の遊び体験ブースや子育て情報コー
ナー，子どもを対象とした仮装コンテスト，子
どもの職業体験「キッザみや」など

10:00～15:00

オリオンスクエ
ア，バンバひろ
ば，宇都宮市民プ
ラザ（うつのみや
表参道スクエア6
階），東武馬車道
通りほか

宮っこフェスタ実行委
員会事務局 （子ども
未来課内）

電話　632-2944
http://www.miyakos
odate.jp/miyafes/

雨天決行（荒天中
止）
宮っこフェスタホー
ムページ，ＣＲＴ栃
木放送にて告知

10 10/8(土)

カンセキpresents
2016宇都宮シクロクロ
スシリーズ　バイクス
クール

・オフロード自転車の乗り方や未舗装路走行の
テクニックなどの講習会
・その他，同会場において，オフロード自転車
の試乗会

〈バイクスクール〉
対象：①小学３年生以下（10:00～11:30）
　　　②中学生以上（11:45～13:15）
　　　③小学（13:30～15:00）
　　　※補助輪が取れていること
〈オフロード自転車試乗会〉
対象：一般
　　　※お子様用自転車（20，22，26インチ）
　　　　も貸し出し可能。（補助輪は無し）

10:00～15:00 宇都宮城址公園

宇都宮サイクルスポー
ツ推進委員会事務局
（下野新聞社ソーシャ
ルスポーツ推進室内）

http://www.utsunomi
ya-cyclocross.com

e-
mail:ssp@shimotsuke.
co.jp

雨天決行（荒天中
止）

その他，詳細につい
ては，宇都宮シクロ
クロス公式HPをご覧
ください。

11 10/8(土) あ，もみじずき もみじ通りとあずき坂の合同おもてなしフェア 10:00～17:00（予定）
もみじ通り，あずき
坂

https://ja-
jp.facebook.com/amo
mijizuki

12 10/9(日)
栃ナビ！マルシェパンま
つりin ＴＯＢＵ

栃木県内の人気ベーカリーが東武宇都宮百貨店に
大集合。栃ナビ！限定パンも販売予定。

10:30～15:00（予定）
東武宇都宮百貨店
6階屋上憩いの広
場

販売促進・宣伝課 電話　651-5740

13 10/9(日) 宇都宮祭
中心市街地を盛り上げようと日野町自治会の神輿，
市場の神輿が街中を渡御する秋のお祭り

12:00～16:00
オリオン通りイベン
ト広場

日野町自治会青年部
高橋さん

電話　080-6553-
5270

14
10/9(日)～
10/10（月・祝）

熟年バンドジャム2016 ステージイベント，飲食販売 11:00～18:30 オリオンスクエア
熟年バンドジャム2016実
行委員会(オリオンスク
エア管理事務所内)

電話　634-1722

問い合わせ先・ホームページ等

秋の街なかイベント情報
・ 本イベント情報は，市広報紙，イベント主催者のHPなどから情報収集し，まとめたものです。

・ 本イベント情報は，平成２８年９月１６日現在のものであり，詳細については，主催者等にお問い合わせください。

ミヤリー出没情報は

このマークをチェック！

平成２８年 ９月２８日

総合政策部 地域政策室
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№ 開催日 イベント名 内　　　　容 開催時間 開催場所
備考

（定員・料金等）
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15
10/9(日）・
10/15（土）・
10/16（日）

ビートルズ　レコード鑑賞
会

ビートルズ来日50周年を記念して，オリジナルLPレ
コード16枚を3回に分けて鑑賞するイベント

13:00～16:30
県立図書館１階
ホール

県立図書館 電話　622-5111

http://www.lib.pref.toc
higi.lg.jp/?action=com
mon_download_main&u
pload_id=1015

16 10/10(月・祝）
ＴＯＫＹＯ ＫＡＩＤＯ'16～宇
都宮ライブサーキット～

音に対する，人に対する，場所に対する，宇都宮の
今の音楽シーンに対する想いを素直に出せる『サー
キット型』ライブイベント

開場　11:00
開演　12:00

・HEAVEN'S ROCK
・HELLO DOLLY
・MATSUGAMINE
COFFEE
BUILDING（３会場
同時開催）

TOKYO KAIDO'16実行
委員会

http://tokyokaido.co
m/#

17
10/12(水)・
10/13(木)

オリスク屋台 飲食物の販売 17:00～19:00 オリオンスクエア
オリオンスクエア管理事
務所

電話　634-1722
(9:00～19:00)

http://www.orion-
square.com/

18 10/15(土)
TWHEEL RUN in
UTSUNOMIYA 2016

イギリスで開催されたツイールランをお手本に，
ファッションと自転車を楽しむイベントの実施，アフタ
ヌーンティーパーティの開催，バンド生演奏，イギリ
ス文化を感じさせるお店の出展など

9:30～15:00 バンバ市民広場
LEGENDARY LOVERS
CLUB

 http://fashion-
cycling.com/

19 10/16(日)
ふれあい夢パーク～さ
あ，未来への扉を開こ
う！～

①雷様剣士ダイジスペシャルショー
②都並敏史　名蹴会サッカー教室
③化石発掘・トラクター・農業・木工・ネイルアート・保
育士・フラワーアレンジ・パイロット講座など13の体
験ブース
④夢を描き伝える未来ポストの設置

①9:30～10:10
②10:10～12:30
③10:10～13:40
④11:00～14:00

宇都宮城址公園
公益社団法人宇都宮青
年会議所

電話　637-1006

http://www.utsunomi
ya-
jc.or.jp/report/20161
0/16-50syuunen/

※体験ブースには受
付が必要なブースが
あります。

20 10/16(日)
第2回シニアーズ栃木大
会

ダンスやコーラス，伝統芸能，楽器演奏など県内で
活躍する高齢者団体のステージショー

11:00～15:00 オリオンスクエア
オリオンスクエア管理事
務所

電話　634-1722
(9:00～19:00)

http://www.orion-
square.com/

21 10/16(日)
宮ふれあいステーション
ジャズ

プロ・アマチュア音楽家の生演奏会をＪＲ宇都宮駅
構内で開催
出演者：From-CJ

①14:00～14:30
②15:00～15:30

JR宇都宮駅構内２
階改札前

うつのみやジャズのまち
委員会事務局（市文化
課内）

電話　632-2763

22 10/16(日)
松が峰教会　第30回記
念　パイプオルガン演奏
会

J.S.バッハ：与えた影響と着想源
曲目：トッカータとフーガニ短調，パッサカリアニ短
調，コラール”わが心の切なる願い”ほか
演奏：エルワン・ル・プラド

開演　15:00
カトリック松が峰教
会

松が峰教会パイプオル
ガン演奏会実行委員会

電話　635-0405 全席自由　2,000円

23 10/17(月)
古典落語と小粋なディ
ナーの夕べ

世界各国で口演を行う”古典落語の旗手”三遊亭竜
楽と，黄綬褒章受章”現代の名工”統括総料理長
中村善二率いるグランデ自慢の料理人たちが古典
落語と特別ディナーで共演

開演　17:30
宇都宮東武ホテル
グランデ４階「松
柏」・６階「龍田」

宇都宮東武ホテルグラ
ンデ

電話　643-2118

要予約
http://www.tobuhotel.co
.jp/utsunomiya/archives
/12435

24
10/21(金)～
10/23（日）

第25回記念　2016ジャ
パンカップサイクル
ロードレース

①チームプレゼンテーション
②ジャパンカップクリテリウム
③オープニングフリーラン
④チャレンジレース
⑤オープンレース
⑥ジャパンカップサイクルロードレース

　
①21日19:00～(予
定)
②22日14:00～（予
定）
③22日9:00～
④22日9:50～
⑤22日11:00～
⑥23日10:00～（予
定）

①オリオンスクエ
ア
②市内大通り
③～⑥森林公園

ジャパンカップサイク
ルロードレース実行委
員会事務局（観光交流
課内）

電話　632-2736
http://www.japancu
p.gr.jp/

25 10/22（土） 青源感謝の日
日頃への感謝の気持ちをこめて，毎回テーマに基づ
き新鮮野菜の販売や飲食販売，味噌のすくい取りな
どお得なイベントが盛りだくさんのお祭り

10:00～13:30
青源味噌本社内
（三番町）

青源味噌株式会社 電話　633-3333

26 10/22(土)
＜大規模宮コン＞
第79回「宮コン」

市内の活性化を目的とした，市内の居酒屋・レストラ
ン・バー等の協力のもと，全店舗を貸切にした合コン
参加受付人数：合計400名（男性200名/女性200名）
参加店舗：10店舗（予定）

受付17:00～20:00
19:00～
23:00(LO22:50)

受付：宇都宮パル
コ１階
中心市街地10店舗
（予定）

宮コン実行委員会

電話　651-5740
(12:00～19:00火～金
曜）

http://www.miyacon.j
p/

参加料金：男性7,000
円/女性2,500円
※こちらのイベントは
当日現金払いのみと
なります。
参加人数：合計400名
（男性200名/女性200
名)

宇都宮伝統文化連絡協
議会事務局（文化課内）

電話　632-2768

「よみがえれ！宇都宮
城」市民の会事務局（公
園管理課内）

電話　632-2989

28 10/23（日）
ハロウィンキッズパレード
ＩＮ　ＴＯＢＵ

TOBUの中で『トリックorトリート』でお菓子のプレゼン
ト！

11:00/14:00 宇都宮東武百貨店 販売促進・宣伝課 電話　651-5740
http://www.tobu-u-
dept.jp/news/event/p
age.php?id=354

29 10/23（日） MIYA de SALSA 2016 飲食販売，サルサのライブステージ 12:30～
ララスクエア11階屋
上屋外ライブス
ペース

ララスクエア宇都宮オペ
レーションセンター

電話　600-2800
（10:00～18:00）

http://www.goyal.jp/livei
nfo/miya_de_salsa_2016.s
html

30 10/23（日） 宮ハロ
ハロウィンの仮装をして，合言葉の「トリックオアト
リート」と唱え，たくさんのお菓子を集めましょう！

13:30～17:30
バンバ市民広場～
オリオン通り

宇都宮青年会議所 電話　637-1006

31 10/29(土) OLDIES　NIGHT

ホテル自慢の料理と美味しいドリンクを味わいなが
ら，”Aｔｏｍｉｃｓ”が奏でる懐かしのオールディーズサ
ウンド＆アメリカンポップスと共に，秋の夜長を踊り
明かそう！

18：00～21：00
宇都宮東武ホテル
グランデ６階「龍
田」

宇都宮東武ホテルグラ
ンデ

電話　643-2118
http://www.tobuhotel.
co.jp/utsunomiya/arch
ives/12471

27 10/23（日）
宇都宮城址まつり　＆
宇都宮伝統文化フェス
ティバル

①社参行列（登城セレモニー）
②鳶木遣り・お囃子・獅子舞・民話の語りなどの宇都
宮の伝統文化や「和」をテーマにしたステージ
③しもつかれなど伝統食の試食や黄ぶな・ふくべ絵
付け等の伝統工芸体験ブース
④飲食などの模擬店ブース
⑤清明台2階櫓開放

10:00～15:00 宇都宮城址公園
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№ 開催日 イベント名 内　　　　容 開催時間 開催場所
備考

（定員・料金等）
問い合わせ先・ホームページ等

32 10/29(土) ベストフェスタin西
宇都宮市立西小学校児童による学習発表会，西地
区の方による発表会

11:00～16:00 オリオンスクエア
オリオンスクエア管理事
務所

電話　634-1722
(9:00～19:00)

http://www.orion-
square.com/

33
10/29(土)・
10/30(日)

宇都宮二荒山神社菊水
祭

「秋山祭」の付祭り，流鏑馬 8:30～16:00（予定） 宇都宮二荒山神社 宇都宮二荒山神社 電話　622-5271

36
10/29(土)・
10/30(日)

栃木県伝統工芸品展
2016

益子焼・結城紬などの伝統工芸士による製作実演，
伝統工芸品の販売や製作体験コーナーなど栃木県
の風土と生活の中で育まれ，受け継がれてきた伝
統工芸品を見て，触れて，学べるイベント

10:00～16:00
県庁昭和館及び前
庭，本館15階常設
展示場

県工業振興課 電話　623-3198
http://www.pref.tochig
i.lg.jp/f02/kouhou/28d
enntou/pr.html

37 10/30（日）
宇都宮ウオーキング
フェスタ2016

①健脚コース(20㎞)
宇都宮美術館周辺を巡り田川のリバーサイドを
満喫するコース
②ふれあいコース（12㎞)
中央公園を通り鶴田沼緑地の自然を満喫する
コース
③ファミリーコース(5㎞)
八幡山公園と商店街など中心市街地の賑わいを
満喫するコース

①受付7:30～8:00
出発8:30
②受付8:30～9:00
出発9:30
③受付9:30～10:00
出発10:30

宇都宮城址公園
（スタート・ゴー
ル地点）

宇都宮歩け歩け大会実
行委員会事務局（みん
なでまちづくり課内）

電話 632-2288
http://www.city.ut
sunomiya.tochigi.j
p/oshiraselist/eve
nt/030556.html

雨天決行
※事前申込要(当日参
加可)
参加費：事前申込800
円，当日申込1,000円
(中学生以下無料)
※事前申込締切　10
月7日（金）

38 10/30（日）
オリオンスクエア10周年
記念行事「ギュウ農フェ
スinうつのみや」

電撃ネットワークのギュウゾウさんが率いる，栃木の
食・音楽・文化・スポーツを応援する総合エンターテ
インメントイベント

10:00開場
10:30開演

オリオンスクエア他
オリオンスクエア管理事
務所

電話　634-1722
http://gyunoufes.com
/info/20160820/

39 11/1(火) オリスクマーケット 農産物などの販売 10:00～15:00 オリオンスクエア
オリオンスクエア管理事
務所

電話　634-1722

40
11/1(火）～
11/6（日）

宮の市 商業祭 11:00～16:00 中心市街地
宮の市（商業祭）実行委
員会

電話　637-3131

41
11/3(木・祝)･
11/17(木)

サーズデイナイトフィー
バー

市内でカフェ等を営む店主らによる隔週の出張販売 17:00～21:00 バンバひろば
バンバひろば管理事務
所

電話　616-3744
毎月第1・第3木曜日開
催

42
11/5(土）・
11/6（日）

宇都宮餃子まつり
年に一度の餃子ファン感謝イベント！宇都宮餃子会
会員によるブースでは，各店自慢の餃子を一皿100
円で販売します

10:00～16:00 宇都宮城址公園
宇都宮観光コンベンショ
ン協会

電話　632-2445

43
11/5(土）・
11/6（日）

ミヤ・ジャズイン2016
宇都宮の中心市街地で繰り広げられる北関東最大
のジャズフェスティバル

11:00～18:00
（会場により異なる）

中心市街地
ミヤ・ジャズイン推進協
議会

電話　637-3131
http://www.miyajazz.j
p/

44
11/5(土）・
11/6（日）

レジェンドの音を聴け！
ICHIGO JAM～秋のよー
元気まつり今日も音楽日
和!!～（予定）

ジャズやフォークの音楽ライブ，飲食販売等 13:00～21:00 バンバ市民広場 サウンドウェーブ
電話　616-3744
（10:00～16:00)

https://mobile.twitter.
com/banba_fan/status
/655522282161377280
?p=v

45
11/9(水)・
11/10(木)

オリスク屋台 飲食物の販売 17:00～19:00 オリオンスクエア
オリオンスクエア管理事
務所

電話　634-1722
(9:00～19:00)

http://www.orion-
square.com/

46 11/13(日)
百人一首ゆかりのまち
宇都宮ウオークラリー

「百人一首のまち宇都宮」にゆかりのある宇都宮氏
にちなんだウォークラリー

10:00～15:00（予定）
一向寺・興禅寺・清
厳寺・二荒山神社・
旧篠原家住宅など

文化課 電話　632-2768

47 11/13(日) フェアトレードまつり フェアトレード市，ステージイベント，飲食販売 10:00～15:30 オリオンスクエア
まちなか・せかいネット-
とちぎ海外協力NGOセ
ンター

電話　638-3280

48 11/16（水）
あしぎんマロニエ県庁コ
ンサート

合唱，ピアノによるコンサート
出演者：アミーチ・デッラ・カンツォーネ

12:10～12:50
県庁本館１階ロ
ビー

県民文化課 電話　623-2153 ※申込不要

49 11/17（木） 一晩だけのワイン村
ワインや軽食の販売など
（うつのみやイルミネーション２０１6同時開催）

17:00～20:30（予定） オリオンスクエア
オリオンスクエア管理事
務所

電話　634-1722
(9:00～19:00)

50
①11/17(木)
②11/17(木)～
2017.1中旬

うつのみやイルミネーショ
ン2016

中心市街地がイルミネーションで華やかに彩られま
す。オリオンスクエアでは，イルミネーションと一緒に
シャボン玉が光の中に浮かび上がり，幻想的な空間
が演出されます。
①点灯式
（飲食屋台の出店など。ボジョレーヌーボー解禁に
合わせて楽しいステージを演出。）
②点灯期間

①17:00～
②17:00～21:00

①オリオンスクエア
②オリオンスクエ
ア，釜川沿い（曲師
町），大通りの一
部，二荒通り，日野
町通り，東武馬車
道通り，オリオン通
り，ユニオン通り

宇都宮まちづくり推進機
構

地域政策室

電話　632-8215

電話　632-2108

51 11/18（金）
けんちょうde愛ふれあい
直売所

毎月18日の「とちぎ地産地消の日」を基本に，旬の
農産物やその加工品の販売，農業の6次産業化の
取組PRを通して地産地消の情報発信を実施
今月のテーマは「恵みがいっぱい，収穫祭」

10:00～13:30
県庁本館１階ロ
ビー

県農政課 電話　623-2288

52 11/18（金）
DRUM TAO舞響～Bｕｋｙ
ｏ～踊る○ＷＡ太鼓

ニューヨークから凱旋した踊る和太鼓エンターテイン
メント集団「ＴＡＯ（タオ）」の迫力あるステージ

18:30開演
栃木県総合文化セ
ンター　メインホー
ル

公益財団法人とちぎ未
来づくり財団　文化振興
課

電話　643-1010
http://www.sobun-
tochigi.jp/2127.html
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№ 開催日 イベント名 内　　　　容 開催時間 開催場所
備考

（定員・料金等）
問い合わせ先・ホームページ等

53 11/19（土）
とちぎものづくりフェア
2016（1年前カウントダウ
ンイベント）

平成29年11月に栃木県において開催される第55回
技能五輪大会・第37回全国アビリンピックの周知イ
ベント

10:00～15:00
オリオンスクエア，
オリオン通り

県労働政策課 電話　623-2631

54 11/23(水・祝) 宇都宮市民福祉の祭典

オープニングセレモニー，福祉書道・絵画展，模擬
店（軽食・農産物・手作り雑貨などの販売），福祉バ
ザー，ボランティア団体活動パネル展示，ステージ
アトラクション，福祉パレード，ポスターコンクール
展，福祉のまちづくり表彰等

9:00～14:30

オリオンスクエア，
総合福祉センター，
中央生涯学習セン
ター，まちかど広場
ほか

宇都宮市民福祉の祭典
実行委員会

電話　636-1285

56 11/27(日) 東北復興ひろば
東日本大震災復興応援と地域活性化を目的とした，
飲食販売やステージイベントなどを開催

11:00～16:00 バンバ市民広場 栃木県天台仏教青年会
https://www.faceboo
k.com/ouen.hiroba/
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