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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「レベッカ」　▼日時
　1月11日午後2時～。午後1時40分開場▼
定員　先着80人。

■フェアリーツリー
　妖精ねがいごと
まつり　▼日時　
1月14日まで、午前
9時～午後6時▼内
容　短冊に願いごとを書き、妖精たちに願い
を届けてもらう参加型イベント。
■井村君江名誉館長によるギャラリートー
ク　▼日時　1月11日午後1時～2時▼内
容　「アーサー王伝説　モルガン・ル・フェ
の陰謀」についてのお話。
■読み聞かせ会　▼日時　1月25日午後1時

30分～2時▼内容　おはなしぽけっと泉（ボ
ランティア団体）による絵本の読み聞かせ。
■市民ギャラリー　▼期間　1月22～27日
▼内容　宇都宮文星女子高等学校美術デザ
インコース作品展。
休館日　1月3・6日。
宇都宮アンテナショップ「宮カフェ」（江野町）

1横川地区企画展　
▼期間　1月15日ま
で▼内容　地区の魅
力などを紹介。
2ジェラート作り体験教室　▼日時　1月23
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、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

■富士見櫓
やぐら

を特別開放　▼日時　1月19日
午前8時～11時。雨天中止。
問公園管理課☎(632)2989
■清明館で「うつのみや新発見伝2019」　
▼日時　1月20日～3月3日、午前9時～午後
7時▼内容　市が行った発掘調査の出土品
や文化財関係事業の写真パネルなどの展示。
問宇都宮城址公園清明館☎(638)9390、文
化課☎(632)2768

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

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/

1日本映画劇場「十三の眼」　▼日時　1月
9日午前10時～、10日午後2時～▼定員　
各先着100人。
220世紀名画座「アパッチ砦

とりで

」　▼日時　1
月9日午後2時～、10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10　し
んまいパパのモルデン」他3作品　▼日時　
1月12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おはなしの世界を楽しもう　おはなし玉
手箱スペシャル冬の巻　▼日時　1月18日
午後2時～3時▼内容　世界や日本の昔話

など。「ネズミのむこさがし」（モンゴル）、「天
福地福」（日本）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。
問123視聴覚ライブラリー☎（638）5704
4中央図書館☎（636）0231
南図書館

1ほっこり映画会「あらいぐまラスカル」　▼
日時　1月11日午後1時30分～3時。午後1
時開場▼定員　先着400人。
2落語会　▼日時　1月18日午後2時～
4時▼内容　宇都宮落語研究会による、視
覚障がい者の皆さんに楽しんでもらうテー
プ図書作成のための落語会▼定員　先着
100人。

3名画鑑賞会「ボス・ベイビー」　▼日時　1
月26日午後2時～。午後1時15分開場▼定
員　先着400人。
問2中央図書館☎（636）02313視聴覚ラ
イブラリー☎（638）5704
河内図書館

■新春コンサート　▼日時　1月19日午後
2時～3時▼内容　ジブリやジャズなどの名
曲をバンド演奏▼出演　コントレール▼定員
　先着50人。
休館日　中央＝1月3・10・17・21～28・31日、
東・視聴覚ライブラリー＝1月3・6・14・16・20
日、南・上河内・河内＝1月3・6・14・16・20・27
日。

東図書館

宇都宮美術館
長岡町1077　☎（643）0100
（643）0895　 	http://u-moa.jp/

　1月19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「ヨーロッパの宝石箱 リヒテン
シュタイン侯

こう

爵
しゃく

家
け

の至宝展」
▼期間　1月12日～2月24日▼費用　一
般1,000円、高校・大学生800円、小・中学
生600円(観覧料)。
①講演会「リヒテンシュタイン侯爵家コレ
クションを楽しむために」　▼日時　1月
12日午後2時～3時30分▼内容　ヨハン・
クレフトナーさん(本展監修者)による講演

▼定員　先
着170人▼
その他　企
画展チケッ
トが必要で
す。
②コンサート

「 モ ー ツァ
ルト・オペラ
の 宝 石 箱 」

　▼日時　1月25日午後2時～3時▼内容
　県オペラ協会によるオペラ「フィガロの結
婚」第1･2幕ハイライト▼その他　企画展

チケットが必要です。
○学芸員によるギャラリートーク　▼日時
　1月18日、2月1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　2月24日まで。
○作品解説倶楽部ギャラリートーク　1月
5～19日の金・土曜日を除く毎日と28～30
日、午後2時～。日曜日・祝休日＝午前11時
～と午後2時～の2回。企画展またはコレク
ション展のチケットが必要です。
休館日　1月3・6・14・20・27日。

ペーテル・パウル・ルーベンスと
工房《ペルセウスとアンドロメダ》
©LIECHTENSTEIN.	 The	 Princely	
Collections,	Vaduz-Vienna
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スポーツを楽しもう

1エアロビクス　▼日時　1月7・21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　1月9・
16・23・30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　1月10・17・24・31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　1月
7・21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　1月16・
23・30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　1月9・16・
23・30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　1月8・15・22・29
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　1月10・17・
24・31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

1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
▼15日午後7時25分～、サ
ンロッカーズ渋谷▼25・26日午後3時5
分～、大阪エヴェッサ▼29日午後7時25
分～、アルバルク東京。詳しくは、宇都宮ブ
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

1八幡山公園の写真・
絵画展　▼日時　1月
31日まで▼内容　一般
募集した写真・絵画展。
2ファファ（エア遊具）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～小学4年生▼費用　1回5分200
円。
3乗馬体験　▼日時　毎週土・日曜日、祝休日。
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。
4ペットの飼い方相談とウサギの抱っこ体験
　▼日時　1月20日午前11時～正午と午後2
時～3時の2回。
休園日　1月3・6・14・20・27日。

公園
八幡山公園（塙田５丁目）☎（624）0642
http://hatimanyama.jp/

宇都宮競輪（1月）

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

■本場開催
▼		12～14日＝デ
イリースポー
ツ杯（FⅠ）。
▼		27～29日＝大
谷石文化日本
遺産記念杯、
スポーツニッポン杯（FⅠ）。

■場外発売
▼3日＝前橋FⅠ、伊東温泉FⅠ。
▼4～7日＝立川記念。
▼10～13日＝和歌山記念。
▼16～19日＝大宮記念。
▼23～26日＝いわき平記念。
▼30日～2月2日＝高松記念。

■市保健センター☎(627)
6666　▼毎週水曜日、3・
13日。
■茂原健康交流センター☎(654)2815　
▼3・6・14・20・23日～2月14日。
■環境学習センター☎(655)6030　▼3・
6・13・20・26・27日。
■梵天の湯☎(674)8963　▼6・16日。
■冒険活動センター☎(669)2441　▼3・
6・13・20・27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　▼3・6・14・20・27日。上河内
民俗資料館は11日も休館。

各施設の休館日（1月）

市役所1階 市民ホール（1月）

■1月10日まで
▼河川愛護活動ＰＲ展。
問河川課☎(632)2689
■6～10日
▼竹工芸品「竹はり画」
作品展。
問文化課☎(632)2763
■14～17日
▼市障がい者福祉センター作品展。
問障がい福祉課☎(632)2229
■20～24日
▼本庁舎アート作品展。

問管財課☎(632)
2145
▼まちなみ景観
賞パネル展。
問景観みどり課☎
(632)2558
■27～30日
▼学校の食育に関するパネル展。
問学校健康課☎(632)2757
■31日～2月6日
▼地域教育パネル展。
問生涯学習課☎(632)2678

■国体開催999日前イベント
▼日時　1月6日午後0時30分～0時45
分▼内容　カウントダウンボード点灯式、
中央小学校児童によるダンス、一条中学
校生徒による合唱。
問国体推進課☎（678）6953
■シティホールふれあいコンサート
▼日時　1月16日午後0時15分～0時50
分▼内容　竹中千絵さん（ピアニスト）に
よる演奏。
問うつのみや文化創造財団☎（636）21
　21、文化課☎（632）2767
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URL1　http://www.tochigift.com/
URL2　http://www.romanticmura.com/brewery/
URL3　https://mrs.living.jp/tochigi/a_event/topics/3567390

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　1月14日

■洋蘭展　▼日時　1月5日まで、午前9時
～午後5時。ただし、5日は午後4時30分まで
▼内容　宇都宮蘭友会会員による洋蘭の展
示販売会。
■新春和太鼓
演奏会　▼日
時　1月4日午
前11時～と午
後1時～の2回
▼内容　和太
鼓・獅子舞・尺八などの演奏。
■ふれあい自然塾「のらびお」　▼日時　1
月12日午前10時～正午▼内容　新里ねぎ
を使って簡単肉まんづくり▼対象　3歳～小
学6年生。保護者同伴▼定員　先着10人▼
費用など　1,000円（参加費）。申し込みは、
電話で。
■宇都宮シルバーアンサンブル　新春コン
サート　▼日時　1月12日午後1時～2時
30分▼内容　宇都宮シルバーアンサンブル
による演奏会。
■水泳教室　▼初級コース　1月8・15・29
日、午前11時～正午▼中級コース　1月7・
28日、午前11時～正午▼費用　520円（受
講料）。その他、入浴料が必要。
■温水プールアグリスパ施設見学会　▼日

時　1月15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　1月15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　1月19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。
■そば打ち体験　▼日時　1月28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。
■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。

■ろまんちっくファームで週末直売　ろまん
ちっく村の農場で収穫した旬の野菜を、土・日
曜日、祝休日限定で販売しています。なお、生
育状況により販売ができない場合がありま
す。
■季節の地ビール販売中　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。
■バレンタインビール＆

アンド

プレミアムシリーズ
販売中　「チョコレートモルト」という、ビール
にカカオのような風味をもたらす麦芽を使用
し、チョコ感を演出したバレンタイン限定醸
造ビール。1月中旬から販売▼その他　詳し
くは、ろまんちっく村ブルワリー URL2をご
覧ください。
■一部施設の臨時休館のお知らせ　▼宿泊
施設　1月19～26日▼そば処くにもと・パン
工房　1月20～24日▼農産直売所あおぞら
館　1月20・21日▼湯処あぐり　1月20～
29日。▼アグリスパ・ゆず庵　1月20～26日
▼その他　飲食施設の一部に施設点検に伴
う営業時間の短縮があります。

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　1月3・6・20日

会館プレイガイドの営業は午前9時～午後7時。ただし、1月21・22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

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

立川志獅丸 立川志らく

県文化振興大会
▼日時　1月30日(木)午後0時30分～3時▼内容　うつのみやジュニアジャズ
オーケストラのウェルカムコンサート、記念式典(文化選奨・文化奨励賞の表彰)、
民謡民舞・ダンスの披露、宇都宮茶華道協会による呈茶席（300円）。
問市文化協会☎（632）2746

大ホール

乳幼児大歓迎 オーケストラ鑑賞講座

ファミリーコンサート
▼日時　3月1日(日)午後2時開演▼内容　県交響楽団の協力により、親しみや
すい曲の演奏や楽器の紹介、楽団に交じっての舞台上試聴体験など。家族で楽
しみながら楽器やオーケストラに触れてもらうコンサート。年齢制限なし▼
定員　抽選2,000人▼申込期間　1月10日～2月7日(消印有効)▼申込方法　は
がき（ ・年齢を明記)で、〒320-8570市文化会館「オーケストラ鑑賞講座
ファミリーコンサート」係へ▼その他　当選者のみ整理券を送付。

大ホール

小ホール文楽鑑賞講座
▼日時　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楽の楽しさを学べる講座▼定員　抽選
500人▼申込期限　1月24日(消印有効)▼申込方法　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。

小ホール

小ホール

好評発売中

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
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。

立川志獅丸 真打昇進披露落語会i
イン

n宇都宮
出演：立川志獅丸、立川志らく、立川志らら、立川志ら門、永井塁

6月20日(土)午後1時30分開演
全席指定	3,800円（当日200円増）
※ぴあ・ローソン・イープラス。※未就学児入場不可。

好評発売中

栃木県交響楽団第108回定期演奏会
指揮：三原明人　バイオリン：関朋岳

2月2日(日)
午後2時開演
全席自由
一般1,200円（当日300円増）
高校生以下600円（当日200円増）
※未就学児入場不可。

大ホール

Maple

▲トチギフト
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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
URL3

2

3

▼営業時間　午前11時～午後5時30分
（ラストオーダー）。
▼定休日　不定休。
▼住所　下戸祭2丁目18-1。
▼問い合わせ先　☎（621）8020

昔から愛されてきた
フルーツサンドをご堪能ください。

第21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日曜日は毎月第３日曜日は

「フルーツダイニング　パレット」

※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宇都宮市産のイチゴを使った「スカイベ
リーイチゴサンド」1,280円（税込）。2サ
クッと揚げた「ギョーザマルゲリータ」870
円（税込）。3市内でスカイベリーを生産し
ている久保井弘道さん。

オーナー
菊地 貴裕さん

ちきく

下戸祭店　店長
後藤 佑介さん

子どもと出掛けよう

■よみきかせ会　▼日時　1月7・20・21・
28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　1月11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）。
■親子リトミック　▼日時　1月14・27日、
午前11時～11時30分▼対象　14日＝1歳
児親子、27日＝0歳児以上の親子。
■子育て相談　▼日時　1月18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「まんまる　まめい
れ」　▼日時　1月23・25日、午前10時～正
午。24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。
休館日　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
■ねずみのキーホルダー作り　▼日時　1
月12～17日、午前10時30分～午後4時30
分▼定員　先着30人。

■フェルトでお花のブローチ作り　▼日時
　1月21～25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

■親子リトミック　▼日時　1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　1月8日午前
10時から、電話で。
■バレンタインスイーツ作り　▼日時　2月
8日午前10時～正午▼会場　河内 （中岡
本町）▼対象　小学生▼定員　先着16人▼
費用　100円（材料費）▼申込　1月11日午
前10時から、電話で。
田原児童館（上田原町）☎（672）4001

■マジックショーお楽しみ会　▼日時　1月
26日午前10時30分～11時30分▼対象　
幼児以上。
■親子リトミック　▼日時　1月29日午前
10時30分～11時30分▼対象　1～3歳児
親子▼定員　先着20組▼申込　1月7日午
前10時から、電話で。
■親子にこにこクッキング　▼日時　2月2
日午前10時30分～正午▼対象　5歳以上
の未就学児親子▼定員　先着16組▼費用
　100円（材料費）▼申込　1月14日午前10
時から電話で。

各児童館の休館日　1月3・4・6・13・18～
20・27日。
あそぼの家（今泉町）☎（663）3245

■クルクル走る風船ねずみ作り　▼日時　
1月7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　1月17・29日、午前
11時30分～正午▼対象　未就園児親子。
■鬼のお面作り　▼日時　1月23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　1月3・5・12・13・19・26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

1月の行事▶
▼1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


