
　

毎日
プラネタリウム一般向け番組
「宇宙人はいるのか？～アストロバイオロジーの世界～」

UFOや宇宙人などをきっかけに、アス
トロバイオロジー『宇宙生物学』を紹介
していきます。 詳細ＨＰ 栃木県子ど
も総合科学館（宇都宮市西川田町567）
一般 78名 4歳～中学生：110円、
高校生以上：220円 当日、プラネタリ
ウムチケットを購入ください 子ども総
合科学館天文課☎028-659-5555(代
表) 028-659-5353 tksk@tmf.
or.jp

毎日
プラネタリウム年少向け番組
「ねずみと森のなかまたち～お月さまを食べたのだぁれ？～」

お空に浮かぶチーズを毎晩食べている
のはだぁれ？小さなねずみのピップと
チップの月にまつわる物語。 詳細HP
栃木県子ども総合科学館（宇都宮市西
川田町567） 年少 78名 4歳～中学
生：110円、高校生以上：220円 当日、
プラネタリウムチケットを購入ください
子ども総合科学館天文課☎028-659-
5555(代表) 028-659-5353
tksk@tmf.or.jp

土・日・祝（第３日曜除く）
ファミリーツアー

小さなお子様を連れた家族向けの展示
解説です。 10：00～10：20 県立博
物館（睦町２－２） 小学生以下のお子様
を連れた家族 なし 無料（保護者は要
観覧料） 申込不要 県立博物館　教育
広報課☎634-1312 634-1310

～4/4
企画展「進化を続ける文具」

毎日使う文具ですが、その仕組みは意
外と知りません。文具の中の科学を楽し
く学んでみましょう。 9:30～16:30
栃木県子ども総合科学館（宇都宮市西
川田町567番地) こどもから大人まで
(主な対象は小１～中３とその保護者)
なし（感染症対策による入場制限あり）
展示場観覧料（工作は材料費） なし
子ども総合科学館展示課☎028-659-
5555(代表) 028-659-5353
tksk@tmf.or.jp

3/25,26,30,31,4/1,2,6,7
春季クロール短期水泳教室

泳げない小学生のための水泳教室
14:00～15:00 宇都宮市茂原健康交流
センター(茂原町777-7) 小学1～6年生
20名 参加費1,000円、施設利用料金

（プール利用料250円） 現地にて先着
順（申込開始日3月6日午前9：00） 茂原
健康交流センター☎028-654-2815
028-654-2830 mobara@proteck.
co.jp

3/27
鳥を見つけて春さんぽ

冬鳥たちも再び渡りの季節を迎えます。
生きものの目覚めの時期に野外を散
策して発見してみませんか？ 9:00～
11:00 園内:ぱなぱなのまち 小学3
年生～大人 8名 無料 2/27～、電
話か来園(先着順) とちぎわんぱく公園
☎0282-86-5855

3/30,4/6,13,20,27
ワンポイントアドバイス

4泳法技法のポイントアドバイス
18:00～19:00 宇都宮市茂原健康交
流センター(茂原町777-7) 小学1～6
年生 12名 施設利用料金（プール利
用料250円） 当日先着順 茂原健康交
流センター☎028-654-2815 028-
654-2830 mobara@proteck .
co.jp

3/28
飛べ竹とんぼ！まわれ風ぐるま！

風車は四つ目に竹ひごを組み、羽に和紙
をのり付けし完成させ、竹とんぼはヤス
リがけや色塗りを行います。 ①13:00
～②14:00～ 園内:ぱなぱな工房
こども 風車15名、竹とんぼ20名
各150円 2/28～、電話か来園(先着
順) とちぎわんぱく公園☎0282-86-
5855

3/28
展示解説「新収蔵庫ができました！」

テーマ展「新収蔵庫ができました！」につ
いて担当学芸員がわかりやすく解説しま
す。 14:00～15:00 県立博物館（睦
町２－２） どなたでも 20名 無料（要
観覧料） 申込不要（先着順） 県立博
物館　教育広報課☎634－1312
634-1310

4/11
展示解説「長沼氏から皆川氏へ」

テーマ展「長沼氏から皆川氏へ」につい
て担当学芸員がわかりやすく解説しま
す。 14：00～15：00 県立博物館（睦
町２－２） どなたでも 20名 無料（要
観覧料） 申込不要（先着順） 県立博物
館　教育広報課☎634-1312 634-
1310

4/18
とっておき講座
「動物の標本を作り続けて…あっ、30年だ」

県立博物館で、何を考え、どんな思い
で、いろいろな動物の標本を作ってきた
のかお話しします。 13:30～15:00
県立博物館（睦町２－２） どなたでも
40名 無料 電話（先着順） 県立博物
館　教育広報課☎634-1312 634-
1310

4/18
博物館コンサート

県立博物館の日イベント（愛称：県博
デー）のコンサートです。 10:30～
11:00、11:30～12:00 県立博物館
（睦町２－２） どなたでも なし 無料
申込不要 県立博物館　教育広報課
☎634-1312 634-1310

行ってみよ
う！

やってみよ
う！ 3・4・5月の3・4・5月のやっ 月月月

じょうほうBOXじょうほうBOX
ここでは、宇都宮市の事業や市内外の公共施設・
団体が実施する子どもの体験と学び情報を掲載
しています。

たいけん　　まなぶ　　つくる凡
例時 開催時間　所 開催する場所　対 対象　定 定員

費 費用　申 申込み方法　問 問合せ先

広告内容については、広告主に直接お問い合わせください。広告掲載についてのお問い合わせは生涯学習課TEL(632)2674へ。

3/25～5/5までの情報を掲載中！！
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4/18
クイズにチャレンジ！

展示に関する問題にチャレンジ。正解者
には記念品を進呈します。 10:00～
12:00 県立博物館（睦町２－２） 小中
学生 なし 無料（保護者は要観覧料）
申込不要 県立博物館　教育広報課
☎634-1312 634-1310

4/18
キッズツアー

展示資料を使って解説員が子ども向
けの楽しい話をします。 14 :00～
14:30 県立博物館（睦町２－２） 小学
生 20名 無料（保護者は要観覧料）
申込不要（先着順） 県立博物館　教育
広報課☎634-1312 634-1310

4/18
百人一首読み札ぬり絵

小倉百人一首の成立には、宇都宮が深
くかかわっています。ぬり絵をしながら
百人一首の和歌を覚えてみませんか？
9:30～17:00 県立博物館（睦町２－２）
幼児・小学生 無くなり次第終了 無
料 申込不要 県立博物館　教育広報
課☎634-1312 634-1310

4/25，5/2
リレー講座「収蔵資料じまん話」

担当学芸員が収蔵資料について解説
します。 13：30～15：00 県立博物館
（睦町２－２） どなたでも 40名 無料
電話（先着順） 県立博物館　教育広
報課☎634-1312 634-1310

5/1
ステンドグラス風‘ディンプルアート’

まるでステンドグラスみたい!動物や花
等のイラストにぬり絵の様に絵の具をの
せていきます。*入室制限16名 10:00
～15:00(昼休憩有) 園内:ぱなぱな工
房 どなたでも 30名 クリアファイル
100円、クリアケース500円 当日、随
時受付(材料がなくなり次第終了) とち
ぎわんぱく公園☎0282-86-5855

5/2
コロコロたまごにペイントしよう★

木製たまごに色をぬろう。メッセージを
添えてプレゼントにしても喜んでもら
えるかも！*入室制限16名 10:00～
15:00(昼休憩有) 園内:ぱなぱな工房
どなたでも 40名 500円 当日、随
時受付(材料がなくなり次第終了) とち
ぎわんぱく公園☎0282-86-5855

5/3
和紙ちぎり絵～‘鳥を貼ろう’～

園内で見かけるカワセミのキュートな姿
やツバメ等、和紙の質感が素敵なちぎり
絵を貼ります。*入室制限16名 10:00
～15:00(昼休憩有) 園内:ぱなぱな工
房 どなたでも 30名 400円 当日、
随時受付(材料がなくなり次第終了) と
ちぎわんぱく公園☎0282-86-5855

5/3
夜の観察会
「カエルとサンショウウオの夕べ」

繁殖のために夜の湿原に集まるサン
ショウウオ、イモリ、カエルを観察しま
す。 18:30～21:00 那須塩原市（詳
細は後日連絡） 小学生以上（保護者
同伴） 20名 1人100円 電話（先着
順） 県立博物館　教育広報課☎634-
1312 634-1310

5/4
ラタンアクセサリー

好きな色の皮籐を選び石畳編みをアレ
ンジしたスワロフスキー付きのペンダン
トを作ります。*入室制限16名 10:00
～15:00(昼休憩有) 園内:ぱなぱな工
房 どなたでも 30名 600円 当日、
随時受付(材料がなくなり次第終了) と
ちぎわんぱく公園☎0282-86-5855

5/5
マーブル染めのハンカチをつくろう

水を張ったバットに絵の具をたらし、筆
で混ぜたマーブル模様をハンカチに写
し取ります。*入室制限16名 10:00～
15:00(昼休憩有) 園内:ぱなぱな工房
どなたでも なし Ｍ450円、Ｌ600円
当日、随時受付 とちぎわんぱく公園
☎0282-86-5855

5/5
折り紙でかぶとをつくろう

折り紙や大きな紙でかぶとを作ります。
14：00～15：30 県立博物館（睦町

２－２） 小学生 なし 無料 申込不
要 県立博物館　教育広報課☎634-
1312 634-1310

5/5
山野草をたのしむ（山野草の寄せ植え作り）

山野草の寄せ植えをつくります。
10:00～12:00 那須野が原公園（那
須塩原市千本松801-3） 一般　幼児、
小学生とその保護者 30名 2,500円
4/5から電話･直接窓口･ホームペー

ジで 那須野が原公園緑の相談所☎
0287-36-1220 0287-36-5781

広告内容については、広告主に直接お問い合わせください。広告掲載についてのお問い合わせは生涯学習課TEL(632)2674へ。
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親子で

応援
栃木県の
プロスポーツチーム

情報ボックス＋
［子ども未来課より］
まだまだあります、子育てに関する「キー
ワード」。皆様は、次の言葉をご存知ですか？

「子どもの貧困」
「子どもの権利」

子どもへのアンケート結果や子育てに役立
つ情報を載せておりますので，ぜひご覧く
ださい。

【掲載内容】　
本市の現状
子どもの貧困を防ぐために大切なこと
子どもとの関わり方　など

パンフレットは、市ホームページにて
ご覧になれます。検索方法は、
【ページＩＤ　1025392】
が便利です。
≪お問い合わせ先≫
子ども未来課　【☎　632-2342】

　令和3年４月に、下記の表の学校に入学
予定または在学中で、次の要件を満たす人
●  奨学生　①本市市民の被扶養者である
②市税の滞納がない確実な保証能力の
ある連帯保証人を２人選任できる③令
和2年中の認定所得金額が本市の定める
基準額以下である

●  交通遺児奨学生　①保護者が交通事故
で死亡または負傷して働けなくなった
家庭の被扶養者である②本市市民の被
扶養者である③市税の滞納がない確実
な保証能力のある連帯保証人を１人選
任できる④令和2年中の認定所得金額が
本市の定める基準額以下である

申し込み方法
　教育企画課、各地区市民センター・出
張所・図書館に置いてある申請書（市HP
からも取り出し可）に必要書類を添えて、
直接または郵送で、教育企画課へ。

申請期限
令和4年１月31日（必着）

問い合わせ先
■教育企画課
TEL/632-2705
FAX/639-7159
E-Mai l/u4612@city .utsunomiya .
tochigi.jp

返　還
最終学校を卒業した1年後（3月卒業の場
合は翌年4月）から、奨学生は借用期間
の4倍、交通遺児奨学生は5倍の期間内に、
年賦・半年賦・月賦の方法を選択し、口
座振替で返還

奨学金・交通遺児奨学金　貸付額（月額）
対　　象 貸付額

高等学校・高等専門学校
専修学校（高等課程）
中等教育学校（後期課程）

自宅通学　1万7,000円
自宅外通学　1万8,000円
交通遺児　3万円

大学・短期大学
専修学校（専門課程）
大学院

自宅通学　3万5,000円
自宅外通学　4万5,000円
交通遺児　5万円

奨学金と交通遺児奨学金を
お貸しします

栃木ＳＣは、Ｊリーグで活躍しているプロサッカーチーム
です。選手たちの熱いプレーと迫力のゴールシーンは必見
です。試合日程やチケットの情報は公式HP をチェック！
https://www.tochigisc.jp/

宇都宮ブリッツェンは、日本初の地域密着型自転車
プロロードレースチームです。
私たちは皆さんが普段使っている道路を使ってレー
スを行っています。

非日常をお楽しみいただけるエンターテインメ
ントをご用意して，会場でお待ちしております。
チケットの購入、その他のお問い合わせはHP
まで！！
https://www.utsunomiyabrex.com

今年は、「栃木県グリーンスタジアム」と「カンセキスタジアムとちぎ」、２つのスタジアムで試合をしています！

栃木県出身の選手も活躍しています！拍手や手拍子で応援しよう！

栃木ＳＣ

宇都宮
　ブリッツェン

宇都宮
　ブレックス

【試合日程】
会場：カンセキスタジアムとちぎ
3/7（日）　　14時キックオフ
 VS. ブラウブリッツ秋田
3/28（日） 14 時キックオフ
 VS. 愛媛 FC

【３月の予定】
3/27（土）
真岡・芳賀ロードレース
未定 井頭公園周辺道路
3/28（日）
宇都宮クリテリウム
未定 清原中央公園周辺道路

【ホームゲーム】
会場：ブレックスアリーナ宇都宮
3月20日(土)・21日(日)　試合開始15:05 vs. 横浜ビーコルセアーズ
3月27日(土)・28日(日)　試合開始15:05 vs. 三遠ネオフェニックス
4月14日(水) 試合開始19:25 vs. 横浜ビー・コルセアーズ
4月24日(土)・25日(日)　試合開始16:05 vs. 川崎ブレイブサンダース

会場：栃木県総合運動公園メインアリーナ
4月3日(土)・4日(日) 試合開始15:05 vs. 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
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