
３/２５～５/５までの情報を掲載中！
※  新型コロナウイルス感染症の状況に
よっては、内容を変更、または開催を
中止する場合があります。

3/25、29、30、31
4/1、5、6、7（計8回）
春季クロール小学生水泳教室

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人 参加費2,000円、施設利
用料金（プール利用料250円） ホーム
ページまたは往復はがきで抽選（申込期
限3月1日～3月10日） 茂原健康交流
センター☎028-654-2815 028-
654-2830 mobara@proteck .
co.jp

3/25、4/1、8、15、22
ワンポイントアドバイス

4泳法技法のレベルアップを目指す。
泳げる人向け。 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人 参加
費100円施設利用料金（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

3/27
貝あわせ体験

貝合わせは貝をつかった神経衰弱だよ！
うまくペアがつくれるかな？ 14:00～
15:30 県立博物館（睦町２－２) 小学生
（保護者同伴） なし 無料 なし、当日
参加 県立博物館教育広報課☎028-
634-1312

4/16
スミレをさがそう！

草地に見られるスミレのほか、県内では
貴重なカシ林の植物を観察します。
10:00～14:00 宇都宮市多気山駐車
場(田下町729-2※桃畑茶屋前） 小学
生以上(保護者同
伴) 20人 100
円※保険代 電話
県立博物館教

育広報課☎028-
634-1312

4/24
扇ぬり絵体験

扇に描かれた絵に色を塗ろう！うちわに
もなるよ！ 14:00～15:30 県立博物館
（睦町２－２) 小学生（保護者同伴） な
し 無料 なし、当日参加 県立博物館
教育広報課☎028-634-1312

4/24
ビール工場見学

ビール麦の産地・栃木県の麦と歴史、
ビールについてを学びませんか？ビール
職人によるおもしろ解説を聞きながら仕
込み、発酵、貯蔵といった主な工程を見
学します。 11：00～15：00　1時間お
きに5回 道の駅うつのみやろまんちっ
く村（栃木県宇都宮市新里町丙254）
小学生・中学生 4名／
回 600円／大人　学
生無料 電話 総合案
内所☎028－615-7730

4/29
わらし河童2022

こどもたちの健やかな毎日を願い、こ
いのぼりとともに和紙ちぎり絵を創作
します。＊入室制限有(入替制) 10:00
～15:00(昼休憩有) 園内:ぱなぱな工
房 こども(小さい子は親子で) 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

4/29～5/5
見て、試して、遊ぼう！ゴールデンウ
イーク

体験教室、ゲーム、ワークショップ、ス
テージショーなど多くのイベントを開
催します。詳細は開催1カ月前に決定
予定。 未定 道の駅うつのみやろま
んちっく村（栃木県宇都宮市新里町丙
254） どなたでも 未定 未定 電話
代表☎028-665-8800

5/1
ステンドグラス風‘ディンプルアート’

動物や花などの好きなイラストを選び、
ぬり絵の様に絵の具をのせていきま
す。＊入室制限有(入替制) 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

5/3
オリジナル★ナチュラルプランター
作り

素焼きの植木鉢に好きなように色をぬろ
う！(直径9㎝、高さ8㎝)＊入室制限あり
(入替制) 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

5/4
ラタンアクセサリー

軽くて温かみのある自然素材の籐で素
敵なペンダントトップを作ります。プレゼ
ントに!＊入室制限有(入替制) 10:00～
15:00(昼休憩有)
園内:ぱなぱな工房
どなたでも 30
名 700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

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
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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
で混ぜた模様をハンカチに写し取りま
す。＊入室制限有(入替制) 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

折り紙や大きな紙を使ってかぶとを折ろ
う。大きな紙で折ったものはかぶること
もできるよ！ 14:00～15:30 県立博
物館（睦町２－２) 小学生（保護者同伴）
なし 無料 なし　当日参加 県立博
物館教育広報課☎028-634-1312

毎週日曜日（開催1カ月前に決定）
パン作り体験教室

出来上がっている生地を成形し、大きな
石窯を使って焼く教室と、米粉から生地
を作って成形する教室（講師が焼成）の
2タイプあります。 いずれも①11：00
②13：00 道の駅うつのみやろまんちっ
く村（栃木県宇都宮市新里町丙254）
制限なし 各回5組（1組3名まで） 1組
1,000円 電話 総合案内所☎028-
615-7730

毎月2回開催予定（開催1カ月前に決定）
里山野あそび隊

人と自然との共存を学ぶ体験。里山で
自然観察をしながらネイチャーゲームを
楽しんだり、物を作ったりします。詳細は
開催1カ月前に決定予定。 未定 道の
駅うつのみやろまんちっく村（栃木県宇
都宮市新里町丙254） どなたでも 未
定 未定 電話 総合案内所☎028-
615-7730

毎月1回開催予定（開催1カ月前に決定）
ふれあい自然塾

自然や自然の生き物と触れ合う体験。
森や田んぼで自然観察をしながら生き
物を探したり、自ら食べるものを育て収
穫したりします。詳細は開催1カ月前に
決定予定。 未定 道の駅うつのみやろ
まんちっく村（栃木県宇都宮市新里町丙
254） どなたでも 未定 未定 電話
総合案内所☎028-615-7730

「家庭の教育手帳」が
デジタル版配信にリニューアル！

ＱＲコードはこちら
↓↓↓

特に、お子様が保育園や幼稚園の年長組、
小学生、中学生の保護者の皆様には、新
学期が始まる前のこの時期に読むことが
オススメです！

ぜひ、ご覧ください。
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宇都宮ブリッツェン

栃木ＳＣ

宇都宮ブレックス

親子で

応援 栃木県のプロスポーツチーム

栃木県のＪリーグチーム、栃木ＳＣを応援しよう！サッカー、グルメ、イベントなどスタジアムにはワクワク
がいっぱい！詳しい内容は、公式ホームページをチェック！ https://www.tochigisc.jp/

栃木ＳＣホームゲーム日程
３/２６（土）14:00キックオフ
千葉戦　 カンセキスタジアムとちぎ
４/３（日）14:00キックオフ
金沢戦　 カンセキスタジアムとちぎ
４/１７（日）14:00キックオフ
熊本戦　 栃木県グリーンスタジアム
４/２３（土）16:00キックオフ
横浜ＦＣ戦　 カンセキスタジアムとちぎ
５/４（水・祝）16:00キックオフ
山形戦　 カンセキスタジアムとちぎ

　今春（4月予定）、ついに『ゆうあいひろば』が装い新たにリニューアルオープン！
　大型アスレチックやクライミングのほか、サッカーやバスケット、自転車の地元プロスポーツ
とコラボレーションした遊具が登場します！お楽しみに♪
（オープン日については最終決定しましたら市ＨＰでお知らせいたします）

『ゆうあいひろば』リニューアル
オープンのお知らせ！

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

レース日程 ※詳しい内容は、公式HPをチェック！
　　　　　　　https://www.blitzen.co.jp/
４/１６（土） 「真岡芳賀ロードレース」
井頭公園周辺道路

４/１７（日） 「宇都宮清原クリテリウム」
清原中央公園周辺道路

ホームゲーム日程 ブレックスアリーナ宇都宮
3/26（土）、3/27（日） 15：05試合開始
VS 滋賀レイクスターズ
4/6日(水) 19:25試合開始
VS アルバルク東京
4/9（土）、4/10（日） 15：05試合開始　
VS 茨城ロボッツ　
4/20日(水) 19:25試合開始
VS 川崎ブレイブサンダース　
4/23（土）、4/24（日） 15：05試合開始
VS 秋田ノーザンハピネッツ
4/30（土）、5/1（日） 15：05試合開始
VS 千葉ジェッツ

※  新型コロナウイルスの状況により変更になる場合がございます。
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