
42

4
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。

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おはなし玉手箱　▼日時　2月22日午後
2時30分〜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。
2親子映画会「ニルスの不思議な旅11　あ
とを追わないでゴルゴ」他2作品　▼日時　
2月23日午前10時30分〜と午後1時30分
〜の2回▼定員　各先着100人。
問2視聴覚ライブラリー☎（638）5704
東図書館
1日本映画劇場「小原庄助さん」　▼日時　
2月27日午前10時〜、28日午後2時〜▼定

員　各先着100人。
220世紀名画座「キングソロモン」　▼日時
　2月27日午後2時〜、28日午前10時〜▼
定員　各先着100人。
問視聴覚ライブラリー☎（638）5704
南図書館

1市民公開講座「住み慣れた街で、最後ま
で」　▼日時　2月15日午後1時30分〜4時。
午後1時開場▼内容　地域包括ケアシステ
ムに関する映画「ピア　まちをつなぐもの」
の上映など▼定員　先着300人。
2名作映画会「深夜食堂」　▼日時　2月16
日午後1時30分〜3時30分。午後1時開場▼

定員　先着400人。
30・1・2歳のおはなし会　▼日時　2月16
日午後2時〜2時20分▼内容　絵本の読み
聞かせ、童歌▼対象　0・1・2歳児とその保護
者▼定員　先着15組。
4イリナ先生の「親子でダンシング」　▼日
時　2月29日午前11時〜11時30分▼内容
　世界の音楽を使って親子でダンス▼対象
　未就学児とその保護者▼定員　先着20組。
問1市薬剤師会☎（600）1750
休館日　中央＝2月7・14・18・21・28日、東・
上河内・河内・視聴覚ライブラリー＝2月3・10・
17・20・25日、南＝2月3〜8・10・17・25日。

中央図書館

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

　2月16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
タイン侯爵家の至宝展」　▼期間　2月24

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)。
1コンサート「モー
ツァルト・オペラの
宝石箱」　▼日時　
2月8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3･4幕ハイライト
▼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　2月15日午後2時〜3時▼内
容　県オペラ協会によるオペラ「魔笛」全幕
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　
2月1・22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　2月2
〜24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▼その他　展示会チケットが必要です。
■美術講座　ルネ・マグリットの世界「夢」と

「大家族」を中心に　▼日時　2月11日午
後2時〜3時30分▼内容　吹田映子さん（自
治医科大学助教）による、ルネ・マグリット作

品の魅力を読み解く講座▼定員　先着170
人。
■森のコンサート「クラリネットの調べ　春
よ、来い」　▼日時　2月15日午前11時〜
正午▼内容　クラリネットカルテット　ポ
ワール(クラリネット四重奏)による、クラシッ
クの名曲などを奏でるコンサート▼定員　
先着160人▼申込　当日午前9時30分から、
入場券を配布（1人1枚）。
■観覧料　市内在住か通学する高校生以下
の人は無料。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　2月3・10・17日。2月25日〜4月下
旬まで、施設メンテナンスのため休館となり
ます。令和2年度展覧会の情報は、宇都宮美
術館 をご覧ください。

ペフェルディナント・ゲオル
ク・ヴァルトミュラー《磁器の
花瓶の花、燭台、銀器》1839
年、©LIECHTENSTE IN .	
The	Princely	Collections、
Vaduz-Vienna

■市保健センター☎(627)6666
▼毎週水曜日、11・23・24日。
■茂原健康交流センター☎(654)2815
▼1〜14・17・25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
▼3・10・12・17・25日。

各施設の休館日（2月）市役所1階 市民ホール（2月）

■2月6日まで
▼地域教育パネル展。
問生涯学習課☎(632)2678
▼地域包括ケアシステムに関するパネル展示。
問高齢福祉課☎(632)5327
■10～14日
▼サイバーセキュリティ月間に関するパネル
展示。
問情報政策課☎(632)2094
▼宇都宮の歴史展。
問文化課☎(632)2768

■17～21日
▼国指定史跡飛山城跡パネル展。
問文化課☎(632)2766
■19・20日
▼宇都宮共同高等産業技術学校作品展。
問商工振興課☎(632)2446
■21～28日
▼税の百人一首展示。
問税制課☎(632)2204、宇都宮税務署☎
（621）2151
■25～28日
▼防災意識の普及啓発に関する展示。
問危機管理課☎(632)2053
▼旧篠原家住宅パネル展。
問文化課☎(632)2766
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中心市街地

■ウイークエンドシネマ「若草物語」　▼日
時　2月8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　2月1日午後1時〜2時▼内容　
「アーサー王伝説　楽園アヴァロン」のお話。
■読み語り会　▼日時　2月22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。
■市民ギャラリー展示　▼期間　2月28日
〜3月1日▼内容　うりずん「うりずん写真 ＆

アンド

作品展」。

休館日　2月3日。
宇都宮アンテナショップ「宮カフェ」（江野町）

1姿川・篠井地区企画展　▼期間　2月15
日まで＝姿川地区、2月16〜29日＝篠井地区
▼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　2月
20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

■清明館和室でお茶会　▼日時　2月9日
午前11時〜午後3時▼流派　表

おもて

千
せん

家
け

不
ふ

白
はく

流
りゅう

▼費用　茶券1枚300円。
問宇都宮茶華道協会☎(648)0780、文化課
☎(632)2763
■清明台2階を特別開放　▼日時　2月16
日午前11時〜午後2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

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

■本場開催
▼7〜9日＝下野新聞社杯。
▼15〜17日＝東京中日スポーツ杯（FⅠ）。
■場外発売

▼〜2日＝高松記念。
▼〜3日＝静岡FⅠ。
▼8〜11日＝全日本選抜（GⅠ）豊橋。
▼14〜16日＝小倉GⅢ。

▼18・19日＝いわき平FⅠ。
▼21〜24日＝静岡記念。
▼25〜27日＝立川FⅠ。
▼27日〜3月1日＝奈良記念。

子どもと出掛けよう

■芸術イベント　▼日時　2月1日午前11時
〜正午。受け付けは午前10時30分〜▼内容
　「魔法使いイルバと仲間たち」による絵本
の読み聞かせとリズム遊び▼対象　乳幼児
〜小学生とその保護者▼定員　先着100人。
■よみきかせ会　▼日時　2月4・17・25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　2月8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　2月10・18日、
午前11時〜11時30分▼対象　10日＝0歳
児以上の親子、18日＝1歳児親子。
■子育て相談　▼日時　2月15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「スノードーム」　▼
日時　2月20・22日、午前10時〜正午。21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　2月13日。
岡本児童館（下岡本町）☎（673）2006

■遊べる折り紙　▼日時　2月4〜9日、午前
10時30分〜午後4時30分。
■牛乳パックでお雛様工作　▼日時　2月
21〜28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

■まんまるおひなさまで壁飾り作り　▼日
時　2月25〜28日、午前10時30分〜11時
30分▼対象　幼児以上▼定員　先着30人。
■ベビーケア　▼日時　3月13日午前10時
30分〜11時30分▼対象　0歳児親子▼定
員　先着10組▼申込　2月19日午前10時
から、電話で。
田原児童館（上田原町）☎（672）4001

■万華鏡作り　▼日時　2月4〜9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。
■ペットボトルキャップでおひなさま工作　
▼日時　2月25〜28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　2月1・3・10・11・15〜

17・23・24・29日。
あそぼの家（今泉町）☎（663）3245

■豆まきをしよう　▼日時　2月3日午前10
時30分〜正午▼対象　未就園児親子▼定
員　先着20組。
■毛糸で作るカップケーキ工作　▼日時　
2月12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　2月20・25日、午前
11時30分〜正午▼対象　未就園児親子。
休館日　2月2・9・11・16・23・24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
2月の行事▶

▼2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
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URL1　https://www.utsunomiyabrex.com
URL2　http://www.tochigift.com/　

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　2月12日

■おはやし連合会共演会　▼日時　2月9日
午前10時〜午後2時▼内容　市内のお囃

はや

子
し

会による共演。
■ポップサーカス宇都宮公演　▼期間　2
月15日〜4月12日▼内容　世界各国のパ
フォーマーによる本格サーカスエンターテイ
ンメント。
問ポップサーカス宇都宮公演事務局☎（666）
6082
■米粉パン作り体験　▼日時　2月9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。
■ろまんちっく寄席　▼日時　2月16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　2月18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　2月18日午前11時〜と午後2時〜の2
回▼内容　施設見学と年間会員の案内。▼
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　2月19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。
■沖縄フェア　環

か ん

金
き

武
ん

湾特産品・観光PR　
▼日時　2月22・23日、午前10時〜午後4時
▼内容　沖縄県のうるま市・金

き

武
ん

町
ちょう

・宜
ぎ

野
の

座
ざ

村
そん

で構成する環金武湾振興協議会による特
産品の販売と名物の提供など。
■ふれあい自然塾「のらびお」　▼日時　2
月23日午前10時〜正午▼内容　イチゴ栽
培に欠かせないミツバチや農業と人と生き

ものの関わりを学ぶ▼対象　3歳〜小学6年
生。保護者同伴▼定員　先着15人▼費用な
ど　1,000円（参加費）。申し込みは、電話で。
■ろまんちっく村貸農園「クラインガルテ
ン」利用者募集　▼面積・費用　50㎡＝2万
4000円、150㎡＝9万円▼申込　往復はが
きの往信に住所・氏名・年齢・電話番号・希望
区画を書き、2月29日（必着）までに、ろまん
ちっく村事務所へ。
■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ビー
ル造りを行っています。バレンタインビール
とプレミアムシリーズも販売▼その他　詳し
くは、トチギフト URL2をご覧ください。
■村の食堂「あったか宮ゆず料理フェア」　
▼期間　2月1〜29日▼内容　地産の柚子
を使った、ゆず塩らーめんや鶏そばゆず風味
などの販売。

▲トチギフト
　

スポーツを楽しもう

1エアロビクス　▼日時　2月4・18・25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　2月
6・13・20・27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　2月7・14・21・28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　2
月4・18・25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　2月6・
13・20・27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　2月6・13・
20・27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　2月5・12・19・26
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　2月7・14・
21・28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

2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
▼8・9日午後3時5
分〜、川崎ブレイブ
サンダース▼28日午後7時5分〜、29日
午後6時25分〜、横浜ビー・コルセアーズ。
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

1ペットの飼い方相談とウサギの抱っこ体験
　▼日時　2月20日午前11時〜正午と午後
2時〜3時の2回。
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〜正午と午後1時〜2時の2回
▼対象　3歳以上の未就学児▼費用　1周
200円。
休園日　2月3・10・17・25日。

■親子たこあげまつり　みんな集まれ　大

空にたこを揚げて楽
しもう　▼日時　2
月8日午前10時〜
午後2時。雨天時は
翌日に順延▼内容
　たこ作り（絵付け）、
羽根突き・こま回し・竹馬、甘酒無料配布、模
擬店など▼費用　和たこ＝700円、ビニール
たこ＝500円（材料費）。

公園
八幡山公園（塙田５丁目）☎（624）0642

http://hatimanyama.jp/

みずほの自然の森公園（西刑部町）
☎（657）5222

https://npomsznmrp.jimdo.com
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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

「いただき宮っす 
　　農業王国うつのみや」 
毎月宇都宮ケーブルテレビ
で放送中! (48ページ参照)。
過去の動画は市　　愉快
動画館でご覧になれます。

「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。

HP
ID 1006943

●●●●●●●●●農 業 王 国 うつ の み や 1015939

インフォメーション

Information
■営業開始時間　午前11時30分。
■ラストオーダー　▼月曜日　午後
4時▼水～金曜日　午後5時▼土・
日曜日　午後8時。
■定休日　火曜日、第1・3・5水曜日。
■住所　山本3丁目14-7。
■問い合わせ先　☎（625）4455

宮サラメニューを
セットでお楽しみください。

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

第22回「AGカフェ」

※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宮サラメニューとして誕生した「ヤシオポークのハンバーグと宇都宮
のいろいろ野菜の温サラダ仕立て」ランチセット1,980円（税込）。宮サ
ラは、宇都宮産農産物を使用し、ゴロゴロとした具材感が特徴のサラダ
です。2季節限定「でこぽんのタルト」693円（税込）。

2

オーナー
横山 良樹さん

オーナー
菊地 貴裕さん

ちきく

ドロップシャドー
75％/0.5/0.5/0.5

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　2月3・17日

会館プレイガイドの営業は午前9時〜午後7時。ただし、2月4〜7日は午後5時まで。

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▼申込期限　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

小ホール

好評発売中

3月28日（土）発売開始

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。

春の響	2020	v
ボリューム

ol.18
沢井比河流の世界
スペシャルゲスト：藤原道山
共演：県内邦楽演奏家

5月24日(日)午後2時開演
全席自由	一般2,500円	高校生以下1,000円
※未就学児入場不可。

市文化会館開館40周年記念 小ホール3月7日（土）発売開始

小野リサ コンサート2020
L

ラブ

ove J
ジョイ

oy a
アンド

nd B
ボサ

ossa N
ノバ

ova

7月4日(土)午後6時開演
全席指定	5,000円

※ＣＮプレイガイド。
※未就学児入場不可。　共催：下野新聞社

2月29日（土）発売開始

宝塚歌劇星組全国ツアー 宇都宮公演
主演：礼	真琴、舞空	瞳
※演目など詳しい情報は市文化会館へ
　お問い合わせください。

6月24日(水)昼公演 午後2時開演
 夜公演 午後6時開演

全席指定	S席8,000円　A席5,500円
※ＣＮプレイガイド。
※枚数制限：発売初日のみ各公演6枚まで。
※未就学児入場不可。　共催：下野新聞社

市文化会館開館40周年記念 大ホール

舞空　瞳
Ⓒ宝塚歌劇団

沢井比河流

Ⓒ宝塚歌劇団
礼　真琴

※写真は公演内容とは異なります。


