
秋の街なかイベント情報について 

 

１ 目的 

  秋には，街なかでも多くのイベントが開催されることから，それらを取りまとめ一体

的に発信することで，街なかの賑わいづくりや回遊性の向上を目的とするもの。 

     ９月２９日（金）～１１月２６日（日）の間に３９件(平成２９年９月２２日現在) 

 

２ 今年度の主な新規イベント 

・№2  9 月 30 日（土）宇都宮国際交流協会 20周年記念イベント【バンバひろば等】 

20 年の歩みをパネル紹介，また，各国民族ダンスなどステージイベントを実施 

・№16 10 月 14 日（土）キッズコーポレーション presents JAPANCUP キックバイク大会       

【オリオンスクエア,オリオン通り】 

ジャパンカップ関連イベントとして今年度より開催。2～6 歳の未就学児を対象にし

たペダルのない自転車（キックバイク）のレース 

 

３ 毎年開催イベントのリニューアル等（主なもの） 

 ・№3 10 月  1 日（日） 第 12 回宇都宮食育フェア【宇都宮城址公園】 

   街なか商店街と連携したヘルシーメニューの提供を,昨年度のオリオン通りに加え， 

あずき坂，もみじ坂でも実施。会場は城址公園に集約 

 ・№8  10 月 7 日（土） 宮っこフェスタ 2017【オリオンスクエア,オリオン通り等】 

   ジュニア未来議員の企画運営によるダンスショーや,小学生のウェディングファッ 

ションショーへの参加。同日開催の花と緑のフェスティバルとの連携事業も実施 

 ・№17  10 月 15 日（日）宇都宮ハロウィンカクテルナイト 2017【オリオンスクエア】 

   例年 9 月開催のカクテルナイトが，ハロウィン仕様で開催 

 ・№25 10 月 28 日（土）29日（日） とちぎ“食と農”ふれあいフェア 2017【県庁等】 

   とちぎ和牛やなすひかり，スカイベリーなど栃木を代表するブランド食材を堪能で

きる「青空食堂」，那珂川町産ジビエ（猪肉）の入ったにら鍋の提供など 

 ・№28  11 月 4日（土），5日（日） 宮の市【バンバ通り等】 

   バンバ通りのストリートフェスティバルでは，郊外商店街の店舗が出張出展 

 

 

平成２９年９月２８日

総合政策部 地域政策室

【参考】オリオン通りでのオープンカフェの実施状況 

 １ 目的等 

中心市街地での人の交流や憩いの場の提供を通して，新たなにぎわい創出や回遊

性の向上を図ることを目的として，平成 29 年 4月 29 日から開始 

    実施主体 特定非営利活動法人 宇都宮まちづくり推進機構 

 

 ２ 現在の参加店舗数 

   13 店舗（平成 29年 4 月 29 日）⇒ 17 店舗（平成 29 年 9月 28 日現在）に拡大  

※江野町 下野新聞ニュースカフェ～ 曲師町 ラッキー商会（パチンコ店）まで 

 



№ 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
New!

①9/29(金)
②9/30(土）

宇都宮トキメキ☆台湾
フェス

①ママダメ凱旋公開カウントダウンイベント
　 9月29日（金）16時 17時
②台湾碑酒花園（台湾ビアガーデン）
 　台湾グルメと台湾ビールをお楽しみください
③トキメキ☆台湾　マーケット
　 台湾食品と雑貨などのお店が並びます
④トキメキ☆台湾ライブ
　 台湾に恋してしまうアーティストライブ

①16:00～21:00
②11:00～21:00

オリオンスクエア

宇都宮トキメキ☆台湾
フェス実行委員会（オリ
オンスクエア管理事務
所内）

電話　634-1722
(9:00～19:00)

2
New!

9/30(土)
宇都宮市国際交流協会
２０周年記念イベント

国際交流の模擬店，世界の音楽・踊りや外国人ス
ピーチ発表会などのステージ，世界の子どもの遊
び，世界の絵本の読み聞かせ，スタンプラリー，浴
衣の着付けなど

10:00～15:00

バンバひろば，
市民プラザ（うつの
みや表参道スクエ
ア5階）など

宇都宮市国際交流協会

電話　616-1870

http://www.ucia.or.jp
/

3 10/1(日)
第12回
うつのみや食育フェア

①フードコーディネーター村野明子さんと雷様剣士
ダイジによる食育ステージ
②中学生によるお弁当コンクール調理披露
③食育関係表彰式
④宇都宮大学学生による簡単朝食メニューの実演
⑤調理体験・地場産農産物の販売ブース出展
⑥模擬せり体験
⑦会場内を巡る体験型クイズラリーや中心市街地
（オリオン通り，New!あずき坂，もみじ通りに拡大）な
どと連携したヘルシーメニューの提供    など

10:00～15:00

宇都宮城址公園
※昨年は2会場（オ
リオンスクエア，城
址公園）から集約

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　626-1128

荒天中止

公共交通機関や来場
者用駐車場(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・
市営駐輪場の利用は
無料，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 10/1(日)
栃ナビ！マルシェ
パンまつり in TOBU

人気のベーカリーが東武宇都宮百貨店に大集合！
 県外の人気店大友パン店(福島県）も出店！
New!!新米コーナー，野菜直売コーナーなど，宇都
宮の農産物の魅力を発信する「うつのみやマル
シェ」を同時開催

10:30～15:00

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
雨天決行
荒天中止

5 10/3(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
(9:00～19:00)

6
10/5(木)・
10/19(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
（10：00～16：00，土
日祝休)

https://ja-
jp.facebook.com/utun
omiyaTNF/

毎月第1・第3木曜日開
催

7 10/7(土)
花と緑のフェスティバルう
つのみや2017

①寄せ植えコンテスト
②バラに関する講習会
③特設ステージでのパフォーマンス
④「緑化功労者」や絵画コンクール等の表彰式
⑤New!ハンギングバスケット展示，即売会
⑥New!山野草展
⑦New!ウェルカムガーデンの設置
⑧New!タネだんごづくり体験（宮っこフェスタとの連
携）
⑨スタンプラリー
⑩苗木や花苗のプレゼント
⑪New!華道体験（宮っこフェスタとの共同事業）など

10:00～15:00 宇都宮城址公園
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

8 10/7(土) 宮っこフェスタ2017

①New!ジュニア未来議員の企画運営による青少年
によるダンスなどのステージパフォーマンス
②宇都宮美容専門学校生によるウエディングファッ
ションショー
③New!小学生のウェディングファッションショーへの
参加
④親子の遊び体験ブースや子育て情報コーナー
⑤まちなか商店街をまわる「お菓子ラリー」
⑥子どもの職業体験「キッザみや」
⑦ふれあいのある家庭づくり作品コンクール表彰式
⑧New!華道体験（花と緑のフェスティバルとの共同
事業）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），まちな
か商店街　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.miyakoso
date.jp/miyafes/

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

9 10/7(土) あ，もみじずき

もみじ通りとあずき坂合同おもてなしフェア
 ・もみじ通りの一部区間を歩行者天国にして，もみ
じ通り18店舗，あずき坂10店舗がそれぞれおもてな
し。
・New!「赤い色を身につけてまちを歩こう！」コーディ
ネイト特典として，赤い色のものを身に着け，300円
以上のお買い上げで特製うちわのプレゼント。その
他特典がある店舗もあります。また，宇都宮メディ
ア・アーツ専門学校の生徒さん協力によるアート作
品が街を彩ります。

10:00～17:00
もみじ通り，あずき
坂

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

10 10/8(日) 第4回　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
・昨年度から，オリオン通り（東武側まで）～バンバ
広場までの渡御となり，江野町の御神輿も加わって
いる。

13:00～16:00
バンバ広場～オリ
オン通り

日野町自治会青年部
（高橋さん）

電話　080-6553-
5270

11
New!

10/8(日)
ハロウィンde アカペララ
イブ IN TOBU

県内の大学生（宇都宮大学，白鴎大学）のアカペラ
サークルによるライブを初開催！！
ハロウィンの楽しい仮装で盛り上げます！

13:00～

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 観覧無料

12
10/8(日)
10/9（月・祝)

熟年バンドジャム2017
第10回目を迎える記念ライブ
　・ステージイベント，飲食販売

11:00～17:30 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)

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２９年９月２２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。

・ 新規のイベントや新たな取組があるものについては，「New！」で表示しています。

ミヤリー出没情報は

このマークをチェック！

平成２９年 ９月２８日

総合政策部 地域政策室

新しい取組や新イベントは

「New！」マークをチェック☆

1



№ 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

13 10/9（月・祝) オールディーズナイト

宇都宮東武ホテルグランデが一夜限りダンスホール
に！
グランデ自慢の料理＆お酒を楽しみながら，
「Atomics」が奏でるオールディーズサウンド＆アメリ
カンポップスのリズミカルなナンバーに合わせて，懐
かしの50’ｓ～70’ｓへタイムスリップしませんか。

17:30～20:30
（受付17:00）

宇都宮東武ホテル
グランデ4階「松
柏」

宇都宮東武ホテルグラ
ンデ（宴会予約係）

電話　643-2118

料金
大人：前売り6,000円
当日　6,500円
小学生前売り・当日
　　　　　　　　3,000円

14 10/11(水) 健康と美のマルシェ カイロプラクティック体験など 10:30～15:00 オリオンスクエア 全国健康生活普会
https://www.zenkenk
ai.jp/

15 10/14（土）
New!宇都宮氏ゆかりの
地をめぐるウオークラ
リー

昨年の「百人一首ゆかりのまち宇都宮ウォークラ
リー」が,栃木県立博物館開催中の「中世宇都宮氏
展」の関連イベントとして開催されます。
①New!宇都宮氏ゆかりの寺社をめぐる
②旧篠原家住宅での百人一首のかるた体験
③参加者証提示で宮カフェでの割引あり
④決められた数以上のチェックポイントをまわって
ゴールすると景品がもらえる
 ・New!すべてのチェックポイントを回った方先着
150名の方に県立博物館「中世宇都宮氏」招待券を
プレゼント

9：30～15：30

まちかど広場
（受付，スタート・
ゴール）
城址公園（清明
館），旧篠原家住
宅，二荒山神社，
一向寺，New!生福
寺，清巌寺，興禅
寺，New!慈光寺，
宮カフェ

文化課 電話　632-2766

・雨天決行
・定員300名
事前申し込み
10/10（火）まで
・会場へは自転車や公
共交通機関を利用し
ましょう。

16
New!

10/14(土)
キッズコーポレーション
presents JAPAN　CUP
キックバイク大会

未就学児（2～6歳児）を対象としたペダルのない自
転車（キックバイク）のレース。
終了後，表彰式を実施

10:00～15:30
オリオンスクエア，
オリオン通り

①ジャパンカップ運営事
務局
②都市魅力創造課

電話
①　625-1145
②　632-2736

雨天決行

17 10/15(日)
New!宇都宮ハロウィンカ
クテルナイト2017

New!例年9月開催のカクテルナイトが,ハロウィン仕
様で開催。
カクテル・軽食販売（ALL　500円　チケット制），ス
テージイベント

14:00～20:00 オリオンスクエア

①宇都宮カクテル倶楽
部　（バー・フェイク内）
②宇都宮観光コンベン
ション協会

①電話　632-6669
（20:00～4:00，第1･3
月曜休）
②電話　632-2445
（8:30～17:15　土日
祝休)

5枚つづりのお得な前
売りチケットは，宇都
宮カクテル倶楽部各
店（10/14まで）または
宇都宮観光コンベン
ション協会内（10/13ま
で）にて販売

18 10/15(日)
宮ふれあいステーション
ジャズ

宇都宮の玄関口であるJR宇都宮駅構内でジャズラ
イブを開催
出演：Seven Notes Farm（セブンノーツファーム）

①14:00～14:30
②15:00～15:30

JR宇都宮駅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

19 10/17(火)
第8回フェアトレードまつ
りプレイベント「平和の旗
をつくろう」(予定 )

ワークショップ 13:00～16:00 オリオンスクエア
シャプラニールとちぎ架
け橋の会

http://tia21.or.jp/dan
tai/dantai/071.html

20
10/20(金)～
10/22（日）

2017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

①20日19:00～
(予定)
②21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（都市魅力創造
課内）

電話　632-2736
http://www.japancup.
gr.jp/

21 10/21(土) 第91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

受付17：00～20：00
19:00～23:00(LO22：
50)

受付：宇都宮パル
コ1F
参加店舗：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/

要申込
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

23
10/28(土)
10/29(日)

菊水祭

「秋山祭」の付祭りで，神社を中心として東を下町，
西を上町に分け，二荒山神社の祭神である豊城入
彦命が鳳輦（ほうれん）に乗り両町を一日ずつ渡御
します。また，流鏑馬も行われます。

8:30～16:00
宇都宮二荒山神
社

宇都宮二荒山神社 電話　622-5271

24
10/28(土)
10/29(日)

栃木県伝統工芸品展
2017

①益子焼製作実演，製作体験（手びねり，ろくろ）
②結城紬製作実演，製作体験（糸つむぎ，地機織）
③伝統工芸士による製作実演（益子焼，結城紬，日
光彫など）
④結城紬及び真岡木綿着付け体験（事前予約優
先）
⑤わくわく製作体験教室
⑥伝統工芸品の販売
⑦若手製造者による伝統工芸品の展示販売　等

10:00～16:00
栃木県庁昭和館
及び前庭

県工業振興課 電話　623-3198

25
10/28(土)
10/29(日)

とちぎ“食と農”ふれあい
フェア2017

県内各地の農産物・特産物の展示・販売をはじめ，
６次産業化の取組紹介，食育・地産地消の情報発
信など
・New!リーディングブランド農産物（とちぎ和牛，スカ
イベリー，にっこりなど）をお値打ち価格で堪能でき
る「青空食堂」
・New!那珂川町産ジビエ（猪肉）入りのニラたっぷ
りスタミナ満点にら鍋
・そのほか「ふるさと麺エリア」「ジェラートエリア」
「ふるさとの魅力25市町エリア」「スマート農業・体
験・展示エリア」など

10:00～16:00
県庁及び周辺施
設

県農村振興課 電話　623-2333

22 10/22（日）
宇都宮城址まつり
伝統文化と歴史の祭典

①社参行列（登城セレモニー）
②鳶木遣り・お囃子・獅子舞・神楽・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

26 10/29（日）
宇都宮ウオーキングフェ
スタ2017

今年は,今注目の大谷をめぐるコースを設定しまし
た！
①健脚コース(23㎞)
New!宇都宮城址公園（スタート）～もみじ通り～中
央公園～大谷景観公園～とちぎ健康の森～県庁～
宇都宮城址公園（ゴール）

②ふれあいコース（12㎞)
宇都宮城址公園（スタート）～もみじ通り～中央公園
～鶴田沼緑地～野口雨情旧居～県庁～宇都宮城
址公園（ゴール）

③ファミリーコース(6㎞)
宇都宮城址公園（スタート）～県庁～オリオン通り～
ユニオン通り～中央公園～もみじ通り～宇都宮城址
公園（ゴール）

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 632-2886
http://www.city.utsu
nomiya.tochigi.jp/kur
ashi/oshiraselist/eve
nt/1012745.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)

27 10/29(日) 中規模「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

受付17：00～20：00
19:00～22:00(LO21：
50)

受付：宇都宮パル
コ1F
参加店舗：中心市
街地4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/

要申込
参加料金：男性7,000
円/女性2,500円
※34歳以下
※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120名
（男性60名/女性60名)

28

①10/31(火）～
11/5（日）
②11/4(土）
   11/5（日）

宮の市

①宮の市お客様感謝セール
②New!バンバストリートフェスティバル
　今年のバンバ通りでの出店は,郊外商店街からの
出張商店街・大型店！

②11:00～16:00
①中心市街地各
商店街など
②バンバ通り

宮の市（商業祭）実行委
員会事務局（宇都宮商
工会議所）

電話　637-3131

29
11/2(木)
11/16(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
（10：00～16：00，土
日祝休)

https://ja-
jp.facebook.com/utun
omiyaTNF/

毎月第1・第3木曜日開
催

30
11/4(土）
11/5（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

うつのみや餃子まつり
実行委員会（宇都宮観
光コンベンション協会
内）

電話　632-2445

31
11/4(土）
11/5（日）

ミヤ・ジャズイン2017
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

11:00～19:00
（会場により異なる）

中心市街地
（オリオンスクエア
など）

ミヤ・ジャズ推進協議会
（宇都宮商工会議所内）

電話　637-3131

http://www.miyajazz.j
p/

32 11/7(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
(9:00～19:00)

33 11/12（日）
第8回フェアトレードまつ
り(予定)

ステージイベント，飲食販売，ワークショップ 10:30～15:30 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

http://tia21.or.jp/dan
tai/dantai/143.html

34 11/15（水）
第5回あしぎんマロニエ
県庁コンサート

テルミン，エレクトーンによるコンサート
出演：リス音＆中原身和子

12:10～12:50
県庁本館１階ロ
ビー

県県民文化課 電話　623-2153

35 11/16（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2017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)

36
①11/16(木)
②11/16(木)～
2018.1中旬

うつのみやイルミネーショ
ン2017

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～
②17:00～1:00
（場所により異なる）

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，バンバ通り，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

電話　632-8215

37 11/18（土）
釜川秋の宴「釜川源流
ウォーキング」

釜川の源流であるNew!西弁天沼から宇都宮城址公
園まで徒歩で散策

9:00～11:30
（8:00県産業会館集
合）

西弁天沼～宇都
宮城址公園

宇都宮まちづくり推進機
構

電話　632-8215

10/3～20に，はがきま
たはファックスで申込
（定員40名・参加費300
円）

38 11/23（木・祝） 宇都宮市民福祉の祭典

①オープニングセレモニー
②福祉体験コーナー（手話，点字，要約筆記ほか）
③福祉パレード
④福祉バザー
⑤ボランティア団体活動パネル展示
⑥模擬店（軽食・農産物・手作り雑貨などの販売）
⑦ステージアトラクション
⑧バンド演奏
⑨New!障がい者スポーツ「ボッチャ」体験コーナー
など

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

39 11/26(日)
とちぎハイスクールフェス
ティバル2017

県内の高校生が企画・開発した商品の販売
県内の様々な部活動によるパフォーマンス

11:00～15:00(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)
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