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■日時　5月16～19日、午前10時開門。
■会場　宇都宮競輪場（東戸祭１丁目）。
1特設ステージイベント　18日＝「アイデンティティ」お笑いラ
イブ、ジャズライブ　19日＝「Ｕ字工事」お笑いライブ、日本
競輪選手会栃木支部チャリ
ティーオークションなど。
2場内イベント・ファンサービ
ス
▼地元選手応援イベント　地
元栃木の選手が出場する
レースをみんなで応援。参加
者には抽選で記念品をプレ
ゼント。
▼宇都宮競輪VR体験　宇都
宮競輪のレースを選手目線
でVR体験（18・19日のみ）。
▼サイクルストリート　バー
チャルシミュレーション自転
車レース体験（18・19日のみ）。
▼チャリ魂　発電型ロボット競
輪体験（18・19日のみ）。
▼縁日コーナー　お菓子釣り
や的当てゲームなど（18・19
日のみ）。
▼バンク内観戦（18・19日のみ）。
▼宇都宮餃子会出店　日替わりで4店舗の焼餃子が楽しめます。
■その他　42ページも併せてご覧ください。
問公営事業所☎（625）0100

▼日時　5月5日（日・祝）午前10時～午後3時。
▼会場　うつのみや文化の森（長岡町）。
▼内容　パフォーマンス、
森の散策、工作、バ
ルーンなど。
問子どもフェスタin文化
の森事務局（宇都宮美
術館内）☎（643）0100

▼日時　5月25日～6月2日、午前9
時～午後5時。最終日は午後4時ま
で。
▼会場　ろまんちっく村（新里町）。
▼内容　全国の愛好家が育てたサツ
キの展示、即売会や手入れの実
演、オークションなど。
問観光交流課☎（632）2456

▼期間　5月10～12日。
▼会場　バンバひろば。
▼内容　クラフトビールや日本酒、
　餃子を販売。
問観光交流課☎（632）2437

ギョーザ

▼日時　5月19日（日）午前9時30分
～午後3時。
▼会場　南図書館（雀宮町）。
▼内容　雅楽演奏会、司書体験、クイ
ズラリー、お茶会、工作教室、種まき
体験、折り紙教室、模擬店など。
▼その他　詳しくは、南図書館　URL1

をご覧ください。
問南図書館☎（653）7609

子どもフェスタin文化の森
2019
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5/5 宮のSAKEフェス
サ　ケ5/10～12

毎月第２土曜日は
　　　　うんめ～べ朝市

5/11 南としょかん
　　子どもフェスティバル

5/19

宇都宮さつき＆花フェア
アンド

■日時　５月19日（日）午前10時～午後３時。
▼会場　宇都宮城址公園、オリオンスクエア、オリオン通りイ
ベント広場、バンバひろばなど。
▼内容　屋台村、ステージ、パフォーマンス、工作・体験教室な
ど。その他、各会場を巡るスタンプラリーやさまざまな遊び
を体験できる子どもの
広場など。詳しくは、当
日配布のプログラムを
ご覧ください。
問市民憲章推進協議会事
務局（みんなでまちづく
り課内）☎（632）２２８８

フェスタｍｙ宇都宮２０１９
マイ5/19開設70周年記念（ＧⅢ）

宇都宮ワンダーランド
カップ争奪戦

5/16～19
木 日 日

5/25～6/2
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ID 1016168

　フードドライブとは、家庭で余っている食品を職場な
どに持ち寄り、まとめて地域の福祉団体や施設などに
寄付する活動です。食品ロスを削減するため、ぜひご
協力ください。
1当日受付
▼日時　５月19日（日）午前10時～午後３時。
▼会場　オリオンスクエア。
2事前受付
▼日時　５月７～10・13～17日、午前８時30分～午後
５時15分。
▼会場　ごみ減量課（市役所12階）。
■対象食品　常温保存が可能で、賞味期限が７月１日
以降のもの。
問ごみ減量課☎（632）２４１３

フェスタｍｙ宇都宮２０１９で
「フードドライブ」を実施

ID 1012949

■出場者（種目ごとに規定あり）　みこし、パレード、郷土
芸能、おはやし、おどり、和太鼓、宮っ子よさこい、宮っ
子パレードなど。
■当日の会場警備・誘導などボランティアスタッフ
▼対象　市内在住か通勤通学する18歳以上の健康な人。
■その他　申込期限
は５月31日。申し込
み方法など、詳しく
は、宮まつり開催委
員会事務局（宇都宮
観光コンベション協
会）☎（633）８７６６へ。

月の
イベント インフォメーション

日・祝 金 日

▼日時　５月11日（土）午前9時～正午。
▼会場　中央卸売市場（簗瀬町）。
▼内容　水産物や水産加工品、菓子・乾物などの関連品、野菜
や果物の販売。お楽しみ抽選会。
▼その他　青果棟は開放しませ
ん。
問中央卸売市場☎（637）6041、
関連卸商協同組合☎（637）
6811

5月12日はオリオンスクエアで
ストロベリーカクテルカーニバル
2019も同時開催！

さらに

土 日

土 日

　栃木ブレックスの３人制バスケットボールチーム「UTSUNOMIYA
BREX.EXE」が出場し、国内の強豪チームと熱い戦いを繰り広

げます。
▼日時　５月25日（土）午前11
時～午後６時30分。
▼会場　オリオンスクエア。
問都市魅力創造課☎（632）
2736

3x3.EXEPREMIER
5/25

土
スリーバイスリー ドットエグゼ プ　レ　ミ　ア

ブレックス ドットエグゼ

ウ ツ ノ ミ ヤ

2019年　今後の主なイベントスケジュール
８月３・４日ふるさと宮まつりに参加しませんか

３人制バスケットボール国内リーグ

URL1　http://www.minami-tosyokan.jp/

月 期日 イベント名 会場 問い合わせ先

11
月

2・3日 ミヤ・ジャズイン オリオンスクエア他（627）1301

2・3日
F
フィバ

IBA３
スリーバイスリー

ｘ３ワー
ルドツアーうつ
のみやファイナル

バンバひろば （632）2460

16・17日 農林業祭 ろまんちっく村 （632）2475

17日 宇都宮マラソン
大会

清原中央公園周
辺 （663）1611

中旬～
1月中旬

うつのみやイ
ルミネーション
2019

中心市街地 （632）8215

12
月

上旬～
1月中旬

カマガワイルミ
ネーション2019 中心市街地 （632）8215

14・15日 宇都宮シクロクロス ろまんちっく村 （632）2736

3
月7・8日 エコまつり2020 環境学習センター（655）6030
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月 期日 イベント名 会場 問い合わせ先

8
月
3･4日 ふるさと宮まつり中心市街地 （633）8766

10日 2019うつのみや
花火大会 道場宿緑地 （600）3980

9
月
28日 もったいないフェ

ア2019 宇都宮城址公園 （632）2404

29日 消防団まつり オリオンスクエア（625）5504

10
月

6日 うつのみや食育
フェア 宇都宮城址公園 （626）1128

12日 宮っこフェスタ
2019

オリオンスクエア
他 （632）2344

12日
花と緑のフェス
ティバルうつの
みや2019

宇都宮城址公園 （632）2597

下旬 フェスタｉｎ大谷
2019

大谷景観公園
など （652）0924

月 期日 イベント名 会場 問い合わせ先

10
月

１8～20日
ジャパンカップサ
イクルロードレー
ス

大通り周回コー
ス・森林公園周回
コース

（632）2736

20日
宇都宮城址まつ
り伝統文化と歴
史の祭典

宇都宮城址公園 （632）2989

20日 子どものもりフェ
スティバル 冒険活動センター（669）2441

26日
蓮生記念全国競
技かるた宇都宮
大会

ブレックスアリー
ナ宇都宮（市体育
館）

（632）2763

27日 うつのみや百人
一首市民大会

ブレックスアリー
ナ宇都宮（市体育
館）

（632）2763

11
月2・3日 宇都宮餃子祭り 宇都宮城址公園 （632）2445


