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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。

URL1　https://www.utsunomiyabrex.com

中心市街地

■ウイークエンドシネマ「緑園の天使」　▼
日時　12月14日午後2時～。午後1時40
分開場▼定員　先着80人。

■井村君江名誉館長によるギャラリートーク
　▼日時　12月7日午後1時～2時▼内容
　「アーサー王伝説　異

い

父
ふ

姉
し

モルガン・ル・
フェ」のお話。
■フェアリーツリー　妖精ねがいごとまつり
　▼日時　12月18日～令和2年1月14日、
午前9時～午後6時▼内容　短冊に願い事
を書き、妖精たちに願いを届けてもらう参
加型イベント。
■読み語り会　▼日時　12月21日午前11
時～11時30分▼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　12月2・29日～令和2年1月3日。
宇都宮アンテナショップ「宮カフェ」（江野町）

1雀宮・国本地区企画展　▼期日　12月1
～15日＝雀宮地区。12月16～31日＝国本
地区▼内容　各地区の魅力などを紹介。
2ジェラート作り体験教室　▼日時　12月
26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。カ
フェドリンク付き▼定員・費用など　先着5
人。500円（材料費）。申し込みは、直接また
は電話で。
3大谷石ワークショップ　▼日時　毎日、午
前10時～午後6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

（所要時間1時間）。カフェドリンク付き▼費
用など　1,000円（材料費）。申し込みは、直
接または電話で。

問1階 @
アット

m
ミヤ

iya☎(666)8938
オリオンスクエア
　大規模改修工事により、令和2年9月末ま
で利用休止になります。
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　12月8日
午前11時～午後3時▼流派　表

おもて

千
せ ん

家
け

▼費
用　茶券1枚300円。
問宇都宮茶華道協会☎(648)0780、文化
課☎(632)2763
■富士見櫓

やぐら

2階を特
別開放　▼日時　
12月15日午前8時
～11時。雨天中止。
問公 園 管 理 課 ☎
(632)2989

市民プラザ（うつのみや表参道スクエア5
・6階）☎（616）1540

妖精ミュージアム（うつのみや表参道スク
エア5階）☎（616）1573

市文化会館 明保野町7-66　☎（636）2121
 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。休館日　12月2・16・29日～令和2年1月3日

会館プレイガイドの営業は午前9時～午後7時。ただし、12月17日は午後5時まで。

好評発売中

新春市民寄席
桃月庵白酒・立川談笑  二人会
出演：桃月庵白酒、立川談笑
　　　三遊亭わん丈、悠玄亭玉八
令和2年1月19日(日)
午後1時30分開演
全席指定 2,500円　※未就学児入場不可。

小ホール

立川談笑桃月庵白酒

好評発売中

杉山清貴 a
アコースティック

coustic s
ソロ

olo t
ツアー

our 2020
令和2年4月5日(日) 午後3時開演
全席指定 6,600円（当日400円増）
※ぴあ・ローソン・イープラス・CNプレイガイド。※未就学児入場不可。※学生割引　当
日年齢が確認できる証明書をお持ちいただくと、現金にて3,000円キャッシュバック。

小ホール

好評発売中 市文化会館開館40周年記念
うつのみや寄席
柳亭市馬・柳家喬太郎・柳家三三・春風亭一之輔 四人会
令和2年4月29日(水・祝) 午後2時開演
全席指定 特等席4,500円 一等席3,800円
　　　　 二等席3,000円（当日各500円増）
※ぴあ・ローソン・イープラス・CNプレイガイド。※未就学児入場不可。

大ホール

好評発売中 市文化会館開館40周年記念
南こうせつ＆イルカ スペシャルコンサート　永遠の青春
令和2年5月23日(土) 午後5時開演
全席指定 S席7,000円 A席6,000円（当日各500円増）
※ぴあ・ローソン・イープラス・CNプレイガイド。※未就学児
入場不可。

大ホール

小ホール

小ホール

好評発売中

宇都宮ユース邦楽合奏団演奏会
＆
アンド

チャレンジ！邦楽ワークショップ
令和2年3月22日(日) 午後2時開演
全席自由　一般1,000円 高校生以下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。

文楽鑑賞講座
▼日時　令和2年2月16日(日)午後1時30分～▼内容　奈佐原文楽座（国指定
選択文化財）による、実演を鑑賞しながら文学の楽しさを学べる講座▼定員
　抽選500人▼申込　12月20日～令和2年1月24日(消印有効)までに、はが
き（ ・年齢を明記)で、〒320-8570市文化会館「文楽鑑賞講座」係へ▼そ
の他　当選者のみ整理券を送付。

市役所1階 市民ホール（12月）
■2～5日
▼  ごみの分別方法やリサイクル、減量の取り

組みなどについてのパネル展。
問ごみ減量課☎(632)2852
▼人権週間パネル展。
問男女共同参画課☎(632)2346
▼まちなみ景観賞パネル展。
問景観みどり課☎(632)2558
■9～13日
▼もったいない4コマまんがコンクール展。

問環境政策課☎(632)2404
▼明るい選挙啓発作品コンクール展。
問選挙管理委員会事務局☎(632)2793
■16～20日
▼交通安全に関するポスターコンクール展。
問生活安心課☎(632)2264
■23～27日
▼「大学生によるまちづくり提案」優秀提案展示。
問うつのみや市政研究センター☎(632)2059
■23日～令和2年1月10日

▼河川愛護活動PR展。
問河川課☎(632)2689

■シティホールふれあいコンサート
▼日時　12月19日午後0時15分～0時

50分。
▼内容　能満寺ハンドベルエコーベルフ

ラワーズによる演奏。
問うつのみや文化創造財団☎（636）

2121、文化課☎（632）2767

柳亭市馬
国立演芸場 柳家喬太郎

柳家三三 春風亭一之輔
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スポーツを楽しもう

1エアロビクス　▼日時　12月3・17日、午
前10時～11時と午後7時30分～8時30分
の2回▼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　12月
12・19日、午後1時30分～3時▼内容　有
酸素運動や筋力アップ運動。
3ズンバ　▼日時　12月13・20日、午後1
時30分～2時30分▼内容　ラテン系音楽
によるダンスエクササイズ。
4いきいきスポーツ倶楽部　▼日時　12
月3・10・17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　12月5・
12・19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　12月5・12・
19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　12月4・11・18日、
午前11時～正午▼内容　ラテン系音楽に
よる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　12月6・13・
20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。

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

スポーツ施設で各種スポーツ教室

12月のプロスポーツ試合日程
問都市魅力創造課☎(632)2460

■宇都宮ブレックス（ホーム
ゲーム）日時・対戦相手
▼7・8日午後3時5分～、名古
屋ダイヤモンドドルフィンズ（大田原市・県
立県北体育館）▼11日午後7時25分～、
秋田ノーザンハピネッツ（ブレックスアリー
ナ宇都宮）▼21・22日午後3時5分～、三
遠ネオフェニックス（ブレックスアリーナ宇
都宮）▼25日午後7時5分～、千葉ジェッツ

（ブレックスアリーナ宇都宮）。詳しくは、
ブレックス公式 URL1をご覧ください。
問宇都宮ブレックス☎（612）6735

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

https://www.lib-utsunomiya.jp/

視聴覚ライブラリー
☎（638）5704

http://www.ucatv.ne.jp/～u_avl/

■朗読会「年のせに寄せて」　▼日時　12
月15日午前10時～午後1時。
■おはなし玉手箱スペシャル　おはなしの
世界を楽しもう　▼日時　12月28日午後
2時～3時▼内容　世界や日本の昔話など、
素話によるおはなし会▼対象　小学生以上
▼定員　先着25人▼その他　参加者には
スタンプカードを配付します。スタンプを集
めると、プレゼントがもらえます。
東図書館
1日本映画劇場「お遊さま」　▼日時　12月
12日午前10時～、13日午後2時～▼定員
　各先着100人。
220世紀名画座「自転車泥棒」　▼日時　
12月12日午後2時～、13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9　太陽
と氷の精の戦い」他3作品　▼日時　12月

15日午前10時30分～と午後1時30分～
の2回▼定員　各先着100人。
4クリスマススタジオライブ　▼日時　12
月22日午後1時30分～。午後1時開場▼定
員　先着50人。
問視聴覚ライブラリー☎（638）5704
南図書館

1名作映画会「白い恐怖」　▼日時　12月8
日午後1時30分～3時25分。午後1時開場
▼定員　先着400人。
2クリスマス音楽会　▼日時　12月15日
午前10時～正午と午後1時30分～3時30
分の2回▼内容　ピアノとチェロとソプラノ
によるクリスマスソングなどの演奏▼定員
　各先着400人。
3雀宮おはなし会「ようこそ　おはなしの世
界へ」　▼日時　12月21日午後1時30分
～2時30分▼内容　大型絵本の読み聞か
せとパネルシアター、紙芝居など▼対象　

幼児～小学3年生▼定員　先着50人。
問2環境学習センター☎（655）6030
河内図書館

1有償リサイクル市　▼日時　12月6・7日、
午前9時30分～午後3時▼内容　図書館で
不要となった本や雑誌（子ども向けを除く）
を販売▼価格　大型本＝1冊200円、単行
本＝1冊100円、雑誌・文庫＝１冊50円。
2おはなしサロンスペシャル　クリスマスの
おはなし会　▼日時　12月14日午後2時
30分～3時20分▼内容　絵本や紙芝居の
読み聞かせと工作▼対象　幼児以上▼定
員　工作のみ先着30人。当日午後2時から
整理券を配付。
問1上河内図書館☎（674）1123
休館日　中央＝12月6・13・17・20・27・29
日～令和2年1月3日、東・視聴覚ライブラ
リー・南・上河内・河内＝12月2・9・16・19・
23・29日～1月3日。

中央図書館

1乗馬体験　▼日時　毎週土・日曜日、午前
11時～正午、午後1時～2時の2回▼対象　3
歳以上の未就学児▼費用　1周200円。
2ファファ（エア遊具）で遊ぼう　▼日時　毎
週土・日曜日、午前10時～午後4時▼対象　3
歳～小学4年生▼費用　1回5分200円。
3八幡山公園の写真・絵画展　▼期間　令和
2年1月5日まで▼内容　一般募集した写真・絵
画展▼その他　詳しくは、八幡山公園 をご
覧ください。

4ペットの飼い方相談とウサギの抱っこ体験
　▼日時　12月20日午前11時～正午と午後
2時～3時の2回。
5子どもだけのクリスマスプレゼント　▼期
間　12月20～24日▼内容　宇都宮タワーを
利用すると粗品をプレゼント▼対象　小学生
以下▼定員　先着200人。
6宇都宮タワーから夜景を見よう　▼期間　
12月20～24日。宇都宮タワーを午後7時まで
延長営業。

7クリスマスライトアップ　▼日時　12月20
～24日、午後4時30分～午前0時。宇都宮タ
ワーをグリーン色とオレンジ色にライトアップ。
8お正月ライトアップ　▼日時　12月31日～
令和2年1月3日、午後4時30分～午前6時30
分。宇都宮タワーをオレンジ色にライトアップ。
9元旦無料開放　▼日時　令和2年1月1日午
前7時20分～10時。
休園日　12月2・9・16・23・
29日～令和2年1月3日。

公園 八幡山公園（塙田５丁目）☎（624）0642
http://hatimanyama.jp/
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URL1　http://www.tochigift.com/
URL2　https://mrs.living.jp/tochigi/a_event/to

宇都宮競輪（12月）

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

■場外発売
▼1～3日＝別府記念
▼5～8日＝佐世保記念
▼13～15日＝広島記念
▼16～18日＝大宮FⅠ関東カップ
▼19～20日＝大垣FⅠ
▼21～24日＝伊東温泉記念
▼25～27日＝前橋FⅠ・防府FⅠ
▼28～30日＝GPシリーズ（立川FⅠ）。

■市保健センター☎(627)6666
▼毎週水曜日、29日～令和2年1月3日。
■茂原健康交流センター☎(654)2815
▼2・9・16・23・29日～1月3日。
■環境学習センター☎(655)6030
▼毎週月曜日、29日～1月
3日。
■梵天の湯☎(674)8963
▼5・19日、1月1日。

■冒険活動センター☎(669)2441
▼2・9・16・23・29日～1月3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
▼2・9・16・23・29日～
1月3日。

各施設の休館日（12月）

宇都宮美術館
長岡町1077　☎（643）0100

（643）0895　  http://u-moa.jp/

蜷川実花《earthly flowers, heav
enly colors》2017 年
©mika ninagawa, Courtesy of 
Tomio Koyama Gallery

　12月15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「蜷

にな

川
がわ

実花展　虚構と現実の間に」
▼期間　12月15日まで▼費用　一般
1,000円、高校・大学生800円、小・中学生
600円(観覧料)。

○学芸員によるギャ
ラリートーク　▼日
時　12月14日午後
2時～▼その他　企
画展チケットが必要
です。
■第3回コレクショ
ン展「作品のむこう

へ　作品のこちらへ」
▼期間　令和2年2月24日まで。
○作品解説倶楽部ギャラリートーク　12月
3～26日の金・土曜日を除く毎日、午後2時
～。日曜日・祝休日、午前11時～と午後2時
～の2回。
休館日　12月2・9・16・23・29日～令和2
年1月3日。

道の駅うつのみや ろまんちっく村
新里町丙254　☎（665）8800

 http://www.romanticmura.com/ 休園日　12月10日

■新里ねぎと篠井
のきのこまつり　
▼日時　12月1日
午前10時～午後
3時▼内容　新里
ねぎの販売と地方
発送承り、新里ねぎ料理の販売など。
■村の収穫体験　▼日時　毎日、午前10
時30分～と午後1時30分～の2回▼定員・
費用など　各先着20人。500円（参加費）。
雨天・生育状況により、中止の場合あり。
■水泳教室　▼初級コース　12月4・11・
18日、午後2時～3時▼中級コース　12月
3・17日、午前11時～正午▼費用　520円

（受講料）。その他、利用料が必要。
■2019宇都宮シクロクロス　詳しくは、8・
9ページをご覧ください。
■ろまんちっく寄席　▼日時　12月15日
午後2時～3時30分▼内容　「宇都宮落語
研究会」による楽しい落語▼費用　湯処あ
ぐり入浴料。
■そば打ち体験
　▼日時　12月
17日①ゆっくり
コース＝午前9時
30分～②チャレ
ンジコース＝午前

11時～③ゆっくり・チャレンジコース混合＝
午後1時～▼定員・費用など　①③各先着8
人②先着10人。2,000円（参加費）。申し込
みは、電話で。
■温水プールアグリスパ施設見学会　▼
日時　12月17日午前11時～と午後2時
～の2回▼内容　温水プールアグリスパ
の施設見学と年間会員の案内。1回お試し
券をプレゼント▼定員など　各先着20人。
申し込みは、電話で、ヴィラ・デ・アグリ☎
(665)8181へ。
■うた声仲間　▼日時　12月18日午前11
時～午後0時30分▼内容　みんなで懐かし
い歌を生バンドの伴奏付きで歌う。
■米粉パン作り体
験　▼日時　12
月22日午前11時
～と午後1時～の2
回▼内容　生地か
ら作る本格的なパ
ン作り▼定員・費用など　各先着10組（1組
3人まで）。1組1,000円（参加費）。申し込み
は、電話で。
■ふれあい自然塾「のらびお」　▼日時　
12月22日午前10時～正午▼内容　稲わら
を使って、正月しめ縄リース作り▼対象　親
子または20歳以上▼定員　先着15人▼費

用など　1,500円（参加費）。申し込みは、電
話で。
■道の駅　大歳の市　▼日時　12月25
～31日、午前8時30分～午後6時▼内容　
新鮮な新春用の切り花と手打ちの年越しそ
ばや餅の販売など。
■正月元旦朝風呂　▼日時　令和2年1月
1日午前7時～▼費用　大人510円、市内
在住の60歳以上の人460円、中学生250
円、3歳～小学生200円（湯処あぐり入浴
料）▼その他　先着100人に甘酒の振る舞
いあり。
■農場野菜を週末限定販売　ろまんちっく
村の農場で収穫したジャガイモ、サツマイ
モ、カボチャなど季節に合わせた新鮮野菜
を、土・日曜日、祝休日限定で販売していま
す。なお、生育状況により販売できない場合
があります。
■冬のごあいさつに季節の地ビールを　
地元農林業の振興・地産地消を推進し、二
条大麦（ビール麦）の産地、栃木県産の麦芽
を使用したこだわりのビール造りを行って
います。詳しくは、トチギフト URL1をご覧く
ださい。
■季節の地ビール販売中　ビール大好き、
宇都宮市出身双子ラッパーP.O.Pオリジナ
ルビールを12月下旬から発売します。
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行ってみよう 見てみよう 施設のイベント

「うつのみや農コン」を開催

「うつのみや地産地消推進店」（※）を巡り
　　　宇都宮のおいしいものを紹介します。

ID 1006943

●●●●●●●●●農 業 王 国 うつ の み や 1015939

インフォメーション

Information

ドロップシャドー
75％/0.5/0.5/0.5

おいしい農産物を食べな
がら、市内の農業男子と交
流ができます。詳しくは、農
コン  　URL2をご覧ください。HP

参加しませんか

▲農コン
URL2

■営業時間　▼ランチ　午前11時～午
後2時（ラストオーダー）▼ディナー　午
後6時～8時30分（ラストオーダー）。

■定休日　木曜日。ただし、令和2年1月
から火曜日。12月26～31日は休業。
■住所　新里町丙33-2。
■問い合わせ先　☎（678）8848

地元の野菜を使ったおもてなしで
フランス料理を味わって下さい。

第20回

家族や友達と
宇都宮の農産物を

味わおう

1

地 産 地 消の日

毎月第３日曜日は

「クーリ ルージュ」

※年間を通して、宇都宮市産農産物を取り扱うなど、積極的に地産地消に取り組むお店

1宇都宮市産のそば粉を使った「そば粉
ガレット」1,500円（税込）。2フランス・バ
スク地方の家庭料理「ピペラード」2,300
円（税込）。3ガレットで使用されているそ
ば粉や野菜は新里町の小塚文夫さんが
作っています。

2

3

オーナー
菊地 貴裕さん

ちきく

オーナー
石川 資弘さん

もと ひろ

子どもと出掛けよう

■よみきかせ会　▼日時　12月3・16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。
■おもちゃクリニック　▼日時　12月7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家族1個）。
■おやこリトミック　▼日時　12月10・11
日、午前11時～11時30分▼対象　10日＝
1歳児以上の親子、11日＝0歳児親子。
■工作つくってあそぼう「そらとぶサンタ」
　▼日時　12月12・14日、午前10時～正
午。13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。
■よみきかせ会　クリスマススペシャル　
▼日時　12月17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。
■クリスマス会　▼日時　12月21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。
年末年始の休館日　12月29日～令和2年
1月3日。なお、うつのみや表参道スクエア6

階の施設は全て休館となります。
岡本児童館（下岡本町）☎（673）2006

■三角錐
すい

のサンタ帽子作り　▼日時　12
月3～10日、午前10時30分～午後4時30
分▼定員　先着30人。
■クリスマスプラスチックバン作り　▼日
時　12月11～18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

■毛糸 d
デ

e クリスマスツリー　▼日時　12
月3～8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。
■ケーキメモスタンド作り　▼日時　12
月17～22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。
田原児童館（上田原町）☎（672）4001

■毛糸d
デ

eサンタブローチ　▼日時　12月
10～14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。
■クリスマスオーナメント作り　▼日時　
12月17～22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　12月2・7・9・15・16・
21・23・27日～令和2年1月4日。

あそぼの家（今泉町）☎（663）3245
■マカロニリース　▼日時　12月4日午後
3時30分～4時30分▼対象　小学生・幼児
親子▼定員　先着25人。
■読み聞かせ　▼日時　12月12・23日、
午前11時30分～正午▼対象　未就園児
親子。
■えのぐでポンポンリース　▼日時　12
月17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　12月1・8・15・22・29日～令和2
年1月3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

◀ゆうあいひろば・各児童館・
　あそぼの家イベント情報

■子育てサロン

12月の行事▶
▼12月の行事は市 をご
覧ください。

子育てサロン 検 索

◀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。

宮っこ子育て応援なび 検 索


