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▼日時　11月2日（土）・3日（日・祝）、午前10時～午後4時。
▼内容　餃子1皿3個100円で販売。宇都宮餃子会加盟店（協

賛店）は餃子を最大2割引きで販売。
▼会場　宇都宮城址公園。
問宇都宮餃子祭り実行委員会（宇都宮観光コンベンション協会

内）☎（632）2445
餃子が世界を魅了する！
　餃子をきっかけに宇都宮の魅力を世界に
発信する企画「餃子で世界征腹計画」を実施
中。外国人とともに、全世界に宇都宮の魅力
を発信しています。

年に一度の餃子ファン感謝祭　宇都宮餃子祭り 2019 ID 1007232

▼日時　11月2日（土）・3日（日・祝）、午前11時～午後7時。会
場によって異なります。
▼会場　オリオンスクエア、オリオン通りイベント広場（曲師

町）、オリオンACぷらざ。
▼内容　ゲストバンドやプロ・アマチュアバンドによる演奏。
問ミヤ・ジャズイン実行委員会（アド・エイディ・アイ内）☎（627）

1301
ちょっと　スゴイ話
　新時代令和のゲストは、大橋巨泉さんを父に持つ、ボーカル・
大橋美加さん、ピアノ・守屋純子さん。その他、関東近県から
64グループが参加し、盛り上がります。

ジャズでオシャレな街なかに　M
ミヤ

IYA J
ジャズ

AZZ I
イン

NN ID 1007438

▼日時　11月2日（土）・3日（日・祝）、午前
11時～午後4時。
▼会場　バンバ通り、市内各商店街。
問宮の市（商業祭）実行委員会事務局（宇

都宮商工会議所内）☎（637）３１３１
ちょっと　お得な話
　今年で3年目になる、「出張商店街」。バ
ンバ通りに市内各商店街が出店し、飲食
ブースや物販ブースを展開します。11月3
日（日・祝）には、豪華景品が当たるスタン
プラリーも実施します。

市内各所で商業祭　宮の市
11/23●●

▲宇都宮ブランド

宇都宮を彩る秋のイベント

まだまだ楽しもう
宇都宮を彩る秋のイベント

11/2●・3●●土 日・祝

街なかがアツイ、バスケのまち
　近くのバンバひろば
では、11月2日（土）・
3日（日・祝）に「F

フィバ

IBA 
3
スリーエックススリー

x 3  ワールドツ
アーうつのみやファイ
ナル」が開催されます。
クラブチームの世界一
が宇都宮で決まる瞬間
を見逃すな！
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本文中に記載がないものは、原則として、対象＝どなたでも、費用＝無料、申込＝不要。 ＝ホームページ、 ＝Ｅメールアドレス、 ＝地区市
民センター、 ＝出張所、 ＝生涯学習センター、 ＝申込時に記載する基本項目は、催し名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番号・人数。

各番号を市 のトップページで入力すると関連ページが見られますID 1000000

▼日時　11月4日（月・休）午前10時～午後3時。
▼会場　宇都宮競輪場（東戸祭1丁目）。
▼内容　競輪レースのVR体験、対戦型模擬競輪アトラクショ

ン、ポップコーン・わたあめの無料配布など、豪華景品の当た
る競輪クイズや競輪用語解説も実施。
問公営事業所☎(625)0100
競輪場イベント情報
　偶数月の第３日曜日「家庭の日」には、午前１０
時から午後３時まで家族で楽しめるイベントを
行っています。令和２年２月８日（土）「ワンダーラ
ンドフェス」開催決定。ぜひご来場ください。

■期日　11月23日（土・祝）。
1オープニングセレモニー（オリオンスクエア）
▼時間　午前10時～。
2催事（市総合福祉センター、中央生涯学習センター、まちか
ど広場、オリオンスクエア）
▼時間　午前10時～午後２時30分。
▼内容　福祉バザー、福祉体験コーナー、パネル展示、模擬店
（手作り雑貨などの販売）など。
3福祉功労者などの表彰式（市役所14階大会議室）
▼時間　午前９時30分～。
問市民福祉の祭典実行委員会事務局（市社会福祉協議会内）☎
（636）１２８５

▼日時　11月16日（土）・17日（日）、午前9時～午後3時。
▼会場　ろまんちっく村（新里町）。
▼内容　農産物即売会、お米祭り、ステージイベントなど。
問農業企画課☎(632)2475
農林業祭プレイベントも開催
▼日時　11月11～13日、午前8時30分～午後7時。
▼会場　市役所１階市民ホール。
▼内容　市花き園芸組合による洋蘭やバラなどを使用した大

型装飾花を展示。13日午後5時15分から、展示した花きの
チャリティー販売。
問農林生産流通課☎（632）2466

▼日時　11月23日（土・祝）午前11時30分～無
くなり次第終了。
▼会場　青少年活動センター（今泉町）。
▼対象　市内在住者。
▼定員　先着70人。
▼費用　500円（食材費）。
▼申込開始　11月5日午後2時。
▼申込方法　電話で、青少年活動センター☎(663)3155へ。
どんなイベント？
　さんまを食べながら、地域の人たちと交流するイベントです。
その他、スポーツG

ごみ

OMI拾いも開催。ぜひご参加ください。

自転車の楽しさを体験しよう　K
ケイリン

EIRIN フェスティバル

やさしさをはぐくむ　宇都宮市民福祉の祭典

未来へつなぐ食と農　みんなで味わう　農林業祭

秋の味覚満載のマルシェ　さんま祭り

ID 1009403

ID 1012891

11/4●●月・休

11/23●●土・祝

11/23●●土・祝

11/16●・17●土 日

▲青少年活動
　センター

▲宇都宮競輪

宇都宮を彩る秋のイベント

まだまだ楽しもう
宇都宮を彩る秋のイベント
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宇都宮マラソン大会　11月17日（日）
▼規制日時　11月17

日（日）午前9時20
分～午後1時。

▼規制区域　右の図
の通り。
▼その他　規制道路を

通行するときは、警
察官や大会係員の
指示に従い、安全通
行にご協力ください。
問宇都宮マラソン大

会実行委員会事務
局☎（663）1611

羽黒山梵天祭り　11月23日（土・祝）・24日（日）
■規制日時　11月23日（土・祝）午前8時～午後7時。
■規制区域　下の図の通り。
■バス　上河内地区市民センター（中里町）・チビッコ広場（今里町）

の各駐車場から羽黒山頂間を循環する有料臨時バスを運行します。
▼運行時間　午前9時～午後4時55分。
▼費用　1回券大人300円（子ども100円）、1日周遊券大人500円
（子ども200円）。
▼その他　ＪＲ氏家駅西口からの上河内

地域路線バス氏家線を増便し、午前
9時～午後6時まで1時間間隔（午後1
時を除く）で運行します。
問梵天祭り実行委員会事務局（上河内

地区市民センター内）☎（674）3131

▼日時　11月10日(日)午前9時～午後3時。雨天決行。
▼会場　河内地区市民センター、河内体育館（中岡本

町)。
▼内容　地域団体・福祉団体活動ＰＲ、福祉体験、模擬

店、地場農産物直売など。
▼その他　相乗りなどに協力の上、古里中学校(中岡

本町)などの臨時駐車場をご利用ください。
問かわちふるさとまつり実行委員会（河内地区市民セ

ンター内）☎(671)3202

▼日時　11月24日(日)午前10時～午後2時30分。
▼会場　南図書館（雀宮町）。
1うつのみや人づくりフォーラム「育もう地域の愛で
子どもの未来」　AIと共存する次代を生き抜く人間

力について考えよう
▼内容　「10年後、君に仕事はあるの

か」と題した、藤
ふじ

原
はら

和
かず

博
ひろ

さん（教育改革
実践家）による講演会や子ども向けの
職業体験「宮っ子ジョブタウン」など。
問うつのみや人づくり推進委員会事務局
（教育企画課内）☎(632)2706

2地域教育メッセ
▼内容　地域で教育活動をしている市民活動団体や

サークルの活動紹介、生涯学習情報提供システムの
紹介と登録者（団体）募集、
生涯学習指導員による学習
相談など。
問人材かがやきセンター☎

(632)6332

■西生涯学習センター（西一の沢町）☎
（648）7480
▼期日　11月16日（土）・17日（日）。
▼内容　工芸品・書道などの作品展と

野菜・焼きそばなどの販売。その他、16日＝合唱・踊
りなどのサークル発表会、17日＝朗読とピアノ演奏
の特別講演会、もちつき大会など。
■豊郷生涯学習センター（岩曽町）☎（660）2340＝
11月7～10日。
■清原生涯学習センター（清原工業団地）☎（667）
5696＝11月9日（土）・10日（日）。
■国本生涯学習センター（宝木本町）☎（665）2942＝

11月9日（土）・10日（日）。
■瑞穂野生涯学習センター（下桑島町）☎（656）
4250＝11月16日（土）・17日（日）。
■雀宮生涯学習センター（新富町）☎（654）1013＝

11月16日（土）・17日（日）。

■うつのみやイルミネーション2019
▼日時　11月21日～令和2年1月15日、午後5時～10

時。会場により異なります。
▼会場　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、東武宇都宮駅の大谷石擁

よう

壁
へき

。
■イルミネーション点灯式・一晩だけのワイン村
▼日時　11月21日(木)午後5時～。
▼会場　オリオンスクエア。
▼内容　飲食屋台の出店など。ボージョレ・ヌーボー解

禁にあわせて愉
たの

しいステージを演出。
■光のクリスマスプレゼント
▼日時　12月7日（土）午後5時～。
▼会場　釜川ふれあい広場。
▼内容　釜川のイルミネーション点灯

式。子どもたちが作った光の小箱の
点灯など。
問宇都宮まちづくり推進機構☎（632）

8215、地域政策室☎（632）2108

かわちふるさとまつり2019

うつのみや人づくりフォーラム
地域教育メッセ

生涯学習センター　秋の文化祭

冬の宇都宮の夜を楽しむ
うつのみやイルミネーション2019

●河内図書館 ●幼稚園

河
内
中
央
通
り

河内図書館通り

駐車場
（古里中学校校庭）

●
河内体育館

●
●
河内

N
通行止め

一方通行

ID 1017114

ID 1011680

鬼怒通り

至市内

至市内
農業大学校

国道123号

清原中央小

宇都宮清陵高

Ｎ

作新学院大
清原中

清原南公園

野高谷
交差点

清原中央
公園ゴール

清
原
中
央
通
り

清
原
学
園
通
り 田原街道

上河内 区

チビッコ広場

梵天の湯

交通規制
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▲藤原和博さん

ご理解とご協力をお願いします　イベントに伴う交通規制


