
子どもと出掛けよう

勝井三雄　ポスター《華》
　1993年

本文中に申込などの記載のないものは、
原則として申し込み不要です。
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宇都宮美術館
長岡町1077☎（643）0100　FAX （643）0895
HP http://u-moa.jp/

公園
八幡山公園（塙田5丁目）☎(624)0642
HＰhttp://hatimanyama.jp/
■4月1日市民の日　宇都宮タワーとゴー
カートを無料開放。
■お花見期間中ぼんぼ
り点灯と宇都宮タワー
のライトアップ　▼期
間　4月7日 ま で、 午
後6時 ～9時。 約800
本の桜が咲く園内に約500個のぼんぼり
点灯。期間中、宇都宮タワーは午後8時
まで営業▼その他　公園内での火気使用
は不可。ごみはお持ち帰りください。ま
た駐車場に限りがあるので、公共交通機
関をご利用ください。
■ペットの飼い方相談とウサギの抱っこ
体験　▼日時　4月20日午前11時～正午
と午後2時～3時の2回。
■ファファで遊ぼう　▼日時　毎週土・
日曜日、祝休日。午前10時～午後4時▼
対象　3歳以上～小学4年生▼費用　1回
5分200円。
休園日　宇都宮タワー・ゴーカート　4
月15・22日。

ゆうあいひろば（馬場通り4丁目・うつのみ
や表参道スクエア6階）☎（616）1570
■おやこリトミック　▼日時　4月8・22
日、午前11時～11時30分▼対象　8日
＝0歳児親子、22日＝1歳児以上の親子。
■おもちゃクリニック　▼日時　4月13
日午後1時～3時。受け付けは午後2時ま
で▼対象　乳幼児～小学生とその保護者
▼定員　先着10組(1組に付き1個）。
■よみきかせ会　▼日時　4月15・16・
23日、午前11時～11時30分▼対象　乳
幼児～小学生。乳幼児は保護者同伴。
■心理カウンセラーたんぽぽ隊による子
育て相談　▼日時　4月20日午後1時30
分～3時30分▼対象　乳幼児～小学生の
保護者。
■工作つくってあそぼう「みつばちのはっ
ちくん」　▼日時　4月25日午前10時～
正午。26・27日、午後2時～4時▼対象　
乳幼児～小学生。乳幼児は保護者同伴▼
定員　各先着30人。
岡本児童館（下岡本町）☎（673）2006
■折り紙でランドセル作り　▼日時　4月
2～5日、午前10時30分～午後4時30分。
■ぷくぷくマグネット作り　▼日時　4

月9～14日、午前10時30分～午後4時
30分▼定員　先着30人。
■くるくるこいのぼり作り　▼日時　4
月23～28日、午前10時30分～午後4時
30分▼定員　先着30人。
白沢児童館（白沢町）☎（671）0404
■折り紙工房　▼日時　4月2～7日、午
前10時30分～午後4時30分▼対象　幼
児以上。
■こいのぼり工作　▼日時　4月23～28
日、午前10時30分～午後4時30分▼対
象　幼児以上▼定員　先着30人。
■親子リトミック　▼日時　5月24日午
前10時30分～11時30分▼対象　1・2
歳児親子▼定員　先着20組▼申込　4月
24日午前10時から、電話で。
田原児童館（上田原町）☎（672)4001
■リトミック　▼日時　4月24日午前10
時30分～11時30分▼対象　2・3歳児親
子▼定員　先着20組▼申込　4月5日午
前10時から、電話で。
■こいのぼり工作　▼日時　4月23～28
日、午前10時30分～午後4時30分▼対
象　幼児以上▼定員　先着30人。
各児童館の休館日　岡本=4月1・6～8・

15・20～22・29・30日、5月1日。白沢・
田原=4月1・6・8・15・20～22・29・30日、
5月1日。
あそぼの家（今泉町）☎（663）3245
■スライムを作ろう　▼日時　4月4日午
後1時30分～3時▼対象　小学生、幼児
親子▼定員　先着25人。
■読み聞かせ　▼日時　4月15・23日、
午前11時30分～正午▼対象　未就園児
親子。
■手形でこいのぼり作り　▼日時　4月
24日午前10時30分～正午▼対象　未就
園児親子▼定員　先着20組。
休館日　4月7・14・21・28～30日、5月
1日。

◀�ゆうあいひろば・各児童館・
　あそぼの家イベント情報

　4月21日は「家庭の日」です。
　高校生以下の家族と同伴した大学生・
一般の企画展観覧料は半額、高校生以下
は無料になります。
■企画展「視覚
の共振　勝井三
雄」　▼期間　
4月14日 ～6月
2日▼費用　一
般800円、高校・
大 学 生600円、
小・中学生400
円（観覧料）。
①スライド＋フ
ロアレクチャー

「視覚の共振・勝
井三雄」の展示デザイン　▼日時　4月
28日午後2時～4時▼内容　小野田裕士
さん（デザイナー）と中野豪

たけ
雄
お
さん（武

蔵野美術大学准教授）による、本展の制
作プロセスと展示デザインの考え方につ

いてのお話▼その他　企画展チケットが
必要です。
②学芸員によるギャラリートーク　▼日
時　期間中毎週土曜日午後2時～▼その
他　企画展チケットが必要です。
■第1回コレクション展　▼期間　4月
28日～8月22日。
○作品解説倶楽部ギャラリートーク　実
施日は美術館にお問い合わせください。
■宇都宮美術館友の会　会員募集中　▼
有効期間　入会日～2020年3月31日▼
特典　入会すると、企画展・コレクショ
ン展が無料で観覧できる他、美術館めぐ
りや美術講演会などに参加できます▼対
象　美術や美術館に興味のある人▼会費
　一般会員＝3,000円、ペア会員＝5,000
円、賛助個人会員＝1万円、賛助法人会
員＝一口3万円。なお、10月1日以降に
入会した場合、会費は半額です。
■観覧料　市内在住か通学する高校生以
下は無料。一般・大学生は20人以上の団
体で2割引き。身体障がい者手帳、療育
手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付
を受けている人および障がい者を介護す
る人1人の観覧料は無料。
休館日　4月8・15・22日。

■子育てサロン
4月の行事▶

▼4月の行事は市HＰを
ご覧ください。

◀宮っこ子育て応援なび
▼子育て情報満載の

「宮っこ 子 育 て 応 援
なび」もご覧くださ
い。



行ってみよう 見てみよう 施設のイベント
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■リンク栃木ブレックス（ホームゲー
ム・ブレックスアリーナ宇都宮）日時・
対戦相手
▼3日午後7時5分～、レバ
ンガ北海道▼5日午後7時
5分～・6日午後6時5分～、
アルバルク東京▼19日午
後7時5分～・20日午後6時5分～、秋
田ノーザンハピネッツ。
問リンク栃木ブレックス☎(637)8132
■宇都宮ブリッツェン（期日・大会名）
▼6・7日　チャレンジロードレース

（静岡県）▼20・21日　西
日本ロードクラシック（広
島県）▼27・28日　東日本
ロードクラシック（群馬県）
問宇都宮ブリッツェン☎(611)3993
■栃木SC（ホームゲーム・県グリーン
スタジアム）日時・対戦相手
▼7日午後2時～、京都サン
ガFC▼20日午後6時～、V・
ファーレン長崎▼28日午後
2時～、FC岐阜。
問栃木SC☎(600)5555
問都市魅力創造課☎(632)2460

スポーツを楽しもう

ブレックスアリーナ宇都宮(元今泉5丁目・
市体育館)会場☎(663)1611
1エアロビクス　▼日時　4月9・16・23
日、午前10時～11時、午後7時30分～
8時30分▼内容　有酸素運動とストレッ
チ体操でシェイプアップ。
2エンジョイトレーニング　▼日時　4
月11・18・25日、午後1時30分～3時▼
内容　トレーナーと一緒に有酸素運動や
筋力アップ運動。
3ズンバ　▼日時　4月12日午後1時30
分～2時30分▼内容　ラテン系の音楽に
合わせたダンスエクササイズ。
4いきいきスポーツ倶楽部　▼日時　4
月9・16・23日、午後1時30分～3時▼内
容　シニアのための手軽にできるやさし
いスポーツで無理なく健康づくり。
明保野体育館(明保野町)会場☎(632)6381
5明保野エアロビクス　▼日時　4月
11・18・25日、午前9時45分～10時45

分▼内容　有酸素運動とストレッチ体操
でシェイプアップ。
清原体育館(清原工業団地)会場☎(667)1227
6清原エアロビクス　▼日時　4月11・
18・25日、午前11時～正午▼内容　有
酸素運動とストレッチ体操でシェイプ
アップ。
7清原ズンバ　▼日時　4月10・17・24
日、午前11時～正午▼内容　ラテン系の
音楽に合わせたダンスエクササイズ。
雀宮体育館(南町)会場☎(655)0058
8雀宮エアロビクス　▼日時　4月12・
19・26日、午前11時～正午▼内容　有
酸素運動とストレッチ体操でシェイプ
アップ。
■費用　500円（参加費）。
■持ち物　運動に適した服装・室内専用
の運動靴。1568はヨガマットか大判
のバスタオル。
■申込　開始時間の20分前から、直接、
各会場へ。
■その他　子ども連れの参加不可。

スポーツ施設で各種スポーツ教室

4月のプロスポーツ試合日程

中心市街地
市民プラザ（うつのみや表参道スクエア
5・6階）☎(616)1540
■ウイークエンドシネマ「ガス燈」　▼日
時　4月13日午後2時～。午後1時40分
開場▼定員　先着80人。
妖精ミュージアム（うつのみや表参道スク
エア5階）☎(616)1573
■市民ギャラリー　▼4月4～8日＝NHK
文化センター木版画講座「NHK文化セン
ター木版画講座　木版画展」▼4月10～
15日＝フォトかたくり「写真展」▼4月16
～22日＝写団一葉「写真個展」▼4月24～
28日＝銀友会「第7回銀友会絵画展」。
■井村君江名誉館長によるギャラリー
トーク　▼日時　4月6日午後1時～2時
▼内容　「ケルトについて⑶」のお話。
■読み語り会　▼日時　4月27日午後1
時30分～2時▼内容　おしゃべり妖精の
会（ボランティア団体）による絵本の読み

語り。
休館日　4月1日（館内整備）。
宇都宮アンテナショップ「宮カフェ」（江野町）
1ジェラート作り体験教室　▼日時　4月
25日午後4時～5時▼内容　好きな素材
を入れて、オリジナルジェラートを作る▼
定員　先着5人▼費用　500円（材料費）
▼申込　4月3日から、直接または電話で。
2出張！大谷石アート体験　▼日時　
4月24日午後2時～3時▼内容　大谷石
にカラフルなろうを溶かしてオリジナ
ル小物を作る▼定員　先着5人▼費用　
1,000円（材料費）▼申込　4月3日から、
直接または電話で。
3毎週水曜日は学校給食の日　給食メ
ニューを販売(10食限定）　▼期日　4月
3・10・17・24日▼内容　学校給食（牛乳付
き）▼費用　850円（飲食代）▼その他　内
容など、詳しくは、市HＰをご覧ください。

問121階@
アット

m
ミ　ヤ

i ya☎(666)8938、32
階ヒルズカフェ☎(666)8785
オリオンスクエア
■うつのみや2

にーきゅー
9グルメフェスティバル

　▼日時　4月29日午前11時～午後3
時▼内容　肉をコンセプトとした飲食販
売、ステージイベント。
問オリオンスクエア管理事務所（午前9時
～午後7時）☎(634)1722
宇都宮城址公園
■清明館和室でお茶会　▼日時　4月14
日午前11時～午後3時▼流派　習軒流煎
茶道▼費用　茶券1枚300円。
問宇都宮茶華道協会☎(639)1634、文
化課☎(632)2763
■清明台2階（北側櫓

やぐら

）を特別開放　▼日
時　4月21日午前11時～午後2時。雨天
中止。
問公園管理課☎(632) 2989

各施設の休館日(4月）
■市保健センター☎(627)6666
▼毎週水曜日、29・30日。
■茂原健康交流センター☎(654)2815
▼1・8・15・22・30日。
■環境学習センター☎(655)6030

▼毎週月曜日。
■梵天の湯☎(674)8963
▼毎月第1・第3木曜日。
■冒険活動センター☎(669)2441
▼毎週月曜日。

■とびやま歴史体験館☎(667)9400、旧
篠原家住宅☎(624)2200、うつのみや
遺跡の広場☎(659)0193、上河内民俗
資料館☎(674)3480
▼1・8・15・22日。



好評発売中

歌う海賊団ッ！
船長と秘密のアジト ハピネスをまもれ！
4月21日(日) 午後3時開演
全席自由　500円　※3歳以上有料。ただし、3歳未満でも座席を使用する場合は有料。

4月13日（土）発売開始 小ホール
 ミステリー ナイト ツアー
MYSTERY NIGHT TOUR 2019
稲川淳二の怪談ナイト
7月14日(日)午後5時30分怪宴
全席指定5,500円(当日500円増)
※公演当日、何らかの怪奇現象が引き起こした不慮の事故に関して、主催者は一切責任を
負いませんので、あらかじめご了承ください。
※霊に取りつかれやすい人や、心臓の強くない人のご入場はご遠慮ください。
※ぴあ・ローソン・e＋。※未就学児入場不可。

5月18日（土）発売開始 小ホール
   　 サ ン キ ョ ク

SANKYOKU 2019
若き名手・和の継承
出演：邦楽ゾリスデン
　　　吉澤延隆(十七絃) 福田智久山(尺八)
　　　本條秀慈郎(三味線) 前川智世(箏)

8月25日(日)午後2時開演
全席自由一般2,000円　高校生以下1,000円　※未就学児入場不可。

4月13日（土）発売開始 大ホール

ブラスト！：ミュージック・オブ・ディズニー
7月20日(土)午後6時開演
全席指定S席1万1,500円 A席9,500円 B席8,000円
※3歳未満入場不可。
※会館プレイガイドではS席のみの取り扱いとなります。
※ぴあ・ローソン・e＋・CN・楽天・セブンチケット・LINE。
※チケットは1人1枚必要です。座席を使用しない入場は不可。

5月25日（土）発売開始 小ホール

乳幼児大歓迎！
らんらん♯たのしく♪みゅーじっく
ケロポンズ ファミリーコンサート
9月1日(日)午後2時開演
全席指定1,000円
※3歳以上有料。ただし、3歳未満でも座席を使用する場合は有料。

    プロムナード　   コンサート
Promenade Concert 2019
年間通し券は完売しました。
単券、当日券ともに販売はありませんのでご了承ください。

©Disney

大ホール

■場外発売　▼4～7日＝武雄記念▼8～
10日＝福井FⅠ▼11～13日＝大宮FⅠ▼11
～14日＝高知記念▼15～17日＝前橋FⅠ

宇都宮競輪
関東カップ▼18～20日＝静岡FⅠ▼18～
21日＝川崎記念ナイター▼21日＝広島FⅠ
▼22～24日＝西武園FⅠ、大垣FⅠ▼25～

28日＝国際自転車トラック競技支援競輪
（伊東温泉）▼30日～5月5日＝日本選手権
（GⅠ）松戸。

東戸祭1丁目2-7　☎（625）0100
HP http://www.utsunomiya-keirin.jp

本文中に申込などの記載のないものは、
原則として申し込み不要です。
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市文化会館
休館日　4月1･15日
会館プレイガイドの営業は午前9時～午後7時。ただし4月16･17日は午後5時まで。

明保野町7-66　☎(636)2121
HP http://www.bunkakaikan.com

※駐車台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
※文化会館西側の道路は、土・日曜日、祝休日を除いて駐車禁止。
※車椅子席をご希望の人は、お問い合わせください。

図書館 中央(明保野町7-57) ☎(636)0231
東(中今泉3丁目5-1) ☎(638)5614
南(雀宮町56-1) ☎(653)7609
上河内(中里町182-1) ☎(674)1123
河内(中岡本町3397) ☎(673)6782
HPhttp://www.lib-utsunomiya.jp/

視聴覚ライブラリー
☎(638)5704
HPhttp://www.ucatv.ne.jp/˜u_avl/

中央図書館
■おはなし玉手箱スペシャル 「春の巻」お
はなしの世界を楽しもう　世界や日本の
昔話など、素話によるおはなし会。スタ
ンプを集めると、プレゼントがもらえる
スタンプカードを配布します。
▼日時　4月27日午後2時～3時▼内容
　「カメの笛」（ブラジルの昔話）、「ねずみ
じょうど」（日本の昔話）など▼対象　小
学生以上▼定員　先着60人。
東図書館
1日本映画劇場「ごろつき船」　▼日時　
4月19日午前10時～、20日午後2時～
▼定員　各先着100人。
220世紀名画座「嵐が丘」　▼日時　4月
19日午後2時～、20日午前10時～▼定
員　各先着100人。
3親子映画会「ニルスの不思議な旅1　わ
んぱくニルス」他3作品　▼日時　4月21

日午前10時30分～と午後1時30分～の
2回▼定員　各先着100人。
1～3視聴覚ライブラリー
南図書館
■名作映画会「誰がために鐘は鳴る」　▼
日時　4月14日午後1時30分～4時20分。
午後1時開場▼定員　先着400人。
■みんな大好き!　ミッキーマウスD

デ ー

ay
短編映画ノンストップ上映　▼日時　4
月20日午前10時～と午後1時30分～の
2回。各上映開始30分前開場▼定員　各
先着400人。
■おはなし玉手箱スペシャル　絵本のな
いおはなし会　世界や日本の昔話などが
楽しめる、素話によるおはなし会。スタン
プを集めると、プレゼントがもらえるスタ
ンプカードを配付します。
▼日時　4月20日午後2時～2時45分▼
内容　「マメ子と魔物」（イランの昔話）、「ふ

くろうの染物屋」（日本の昔話）など▼対象
　小学生以上▼定員　先着30人。
■ダンス！ダンス！ダンス！　▼日時　
4月21日午前11時～正午。午前10時30
分開場▼内容　柏﨑イリナさん（ダンス
講師）による、親子で楽しく踊るダンス教
室▼定員　先着100人。
河内図書館
■こども読書週間「本だいすき　何が
入っているのかな　お楽しみ袋」　▼日
時　4月27日午前9時30分～▼内容・対
象　①幼児②小学1～3年生③小学4～6
年生ごとに、年齢に応じた本が入ってい
る好きな「おたのしみ袋」を1人1袋選ん
でもらい、2週間貸し出す▼定員　各先着
5人。
休館日　中央＝4月1・5・12・19・26日、
東・視聴覚ライブラリー・南・上河内・河内
＝4月1・8・15・22日。

URL1　http://www.romanticmura.com/brewery/
URL2　http://www.tochigift.com/


