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本市で開催しているイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、内容が変更になる場合があります。

詳しくは、各イベント問い合わせ先へ、お問い合わせください。

URL1　https://www.utsunomiyabrex.com

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/

東図書館
■日本映画劇場「道　白磁
の人」　▼日時　1月22日
午前10時〜と23日午後2
時〜の2回▼定員　各先着
30人。
■20世紀名
画 座「 ミニ

ヴァー夫人」　▼日時　1月
22日午後2時〜と23日午
前10時〜の2回▼定員　
各先着30人。

■アニメ映画会「楽し
いムーミン一家　3話
　浜で見つけた難破
船」他3作品　▼日時
　1月24日午前10時
30分〜と午後1時30
分〜の2回▼定員　
各先着20人。
■その他　上映開始
の30分前から整理券を配布。受け付けで、
名前・電話番号を確認します。
問視聴覚ライブラリー☎（638）5704

上河内図書館
■2022年開催　国体・障害者スポーツ大
会地域巡回PR展示　▼期間　1月12〜28
日▼内容　いちご一会とちぎ国体・とちぎ
大会の紹介や栃の葉国体の回顧などの巡
回展示。
問いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会宇都
宮市実行委員会事務局（総務広報課内）☎

（678）6953
休館日　中央＝1月8・15・19・22・29日、
東・視聴覚ライブラリー・南・上河内・河内＝
1月4・12・18・21・25日。

宇都宮スポーツナビ
http://www.utsunomiya-sponavi.or.jp/

スポーツを楽しもう

1エアロビクス　▼日時　1月5・12・19日、
2月2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
7・14・21・28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8・15・22・29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でシェイ
プアップ▼定員　各先着60人。
4いきいきスポーツ倶楽部　▼日時　1月
5・12・19・26日、2月2日。午後1時30分〜
3時▼内容　ストレッチなどシニアのため
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7・
14・21・28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▼定員　各先着16人。
雀宮体育館(南町)会場☎(655)0058
6雀宮エアロビクス　▼日時　1月8・15・
22・29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▼
定員　各先着24人。
7雀宮ズンバ　▼日時　1月6・13・20・27
日、2月3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でシェ
イプアップ▼定員　各先着24人。
■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。124〜6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　子ども連れの参加は不可。なお、
参加を希望する人に新型コロナウイルス感
染症の感染予防対策をお願いしています。
詳しくは、宇都宮スポーツナビ をご覧に
なるか、市スポーツ振興財団☎(663)1611
へ。
清原体育館(清原工業団地)会場☎(667)1227

　大規模改修工事により、9月末（予定）ま
で利用休止になります。

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・ブ
レックスアリーナ宇都宮）日時・対戦相手
▼23・24日午後3時5分
〜、千葉ジェッツ▼27日
午後7時25分〜、アルバ
ルク東京。詳しくは、ブ
レックス公式 URL1をご覧ください。
問栃木ブレックス☎（612）6735

宇都宮美術館
長岡町1077　☎（643）0100

（643）0895　  http://u-moa.jp/

■施設メンテナンスのため休館します　▼
期間　2月6日まで。
■企画展「ジョルジュ・ビゴー展」「第13回・
宇都宮エスペール賞　伊藤遠平展」　▼期
間　2月7日〜5月16日。
■第2回コレクション展　▼期間　2月7日
〜4月4日。
■企画展「ジョルジュ・ビゴー展」関連事業
記念講演会1「ジョルジュ・ビゴーの時代の
ジャポニスム」　▼日時　2月21日午後2
時〜3時30分。午後1時30分開場▼内容　
齋藤達也さん（東京都立大学非常勤講師）
による、ビゴーの仕事に大きな影響を与えた

「ジャポニスム」と
いう文化現象につ
いてのレクチャー
▼定員　抽選70
人▼申込　2月7日

（必着）までに、は
がきまたはファク
ス（参加者全員の

・年齢を明記）で、
〒320-0004長岡
町1077、宇都宮美
術館「ビゴー展　イベント係」へ。抽選結果
は全員に通知します。

ジョルジュ・ビゴー　《染屋》　
制作年不詳　宇都宮美術館蔵

公園

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

■耐震補強工事完了により宇都宮タワー
の利用を再開します
　詳しくは、八幡山公園 をご覧ください。
■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。
■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▼
対象　3歳以上の未就学児▼費用　1周
200円。
休園日　ゴーカート　1月4・12・18・25日。
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■市保健センター☎（627）6666
▼毎週水曜日、11日。
■茂原健康交流センター☎（654）2815
▼4・12・18・25日、28日〜2月19日。
■環境学習センター☎（655）6030
▼4・11・18・25・31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
▼  4・12・18・25日。
■上河内民俗資料館☎（674）3480
▼  4・12・18・25・31日。

各施設の休館日（１月）
宇都宮競輪（1月）

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

■場外発売
▼4〜7日＝立川記念。
▼9〜12日＝岸和田記念（i

イン

n和歌山）。
▼14〜17日＝大宮記念。
▼18〜20日＝岐阜FⅠ。
▼21〜23日＝取手FⅠ。
▼21〜24日＝松山記念。
▼25〜27日＝前橋FⅠ。
▼28〜30日＝大宮FⅠ。
▼28〜31日＝豊橋記念。

子どもと出掛けよう
◀ゆうあいひろば・各児童館・
　あそぼの家イベント情報

■よみきかせ会　▼日時　1月12・18・
21・26日、2月2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。
■おやこリトミック　▼日時　1月19・25
日、午前11時〜11時30分▼対象　19日＝
1歳児以上の親子、25日＝0歳児親子▼定
員　各先着15組▼申込　前日までに、直接
または電話で。
■おもちゃクリニック　▼日時　1月9日午
後1時〜3時▼対象　乳幼児〜小学生とそ
の保護者▼定員　先着5組（1家族1個）▼
申込　1月8日までに、直接または電話で。
■工作つくってあそぼう「糸電話」　▼日時
　1月28・30日、午前10時〜正午。29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9組。
■子育て相談　▼日時　1月16日午後1時
30分〜3時30分▼対象　乳幼児・小学生
の保護者。
岡本児童館（下岡本町）☎（673）2006

■フェルトのペンケース作り　▼日時　1
月19〜24日、午前10時30分〜午後4時。

■ボーリング遊びと色紙で鬼のぼうし作り
　▼日時　1月26〜31日、午前10時30分
〜午後4時。
白沢児童館（白沢町）☎（671）0404

■羽子板を作って羽根つきして遊ぼう　▼
日時　1月10〜15日、午前10時30分〜午
後4時▼定員　先着30人。
■ビーズ付きフリフリこまを作ろう　▼日
時　1月19〜24日、午前10時30分〜午後
4時▼定員　先着30人。
田原児童館（上田原町）☎（672）4001

■ビー玉万華鏡つくり　▼日時　1月10〜
15日、午前10時30分〜午後4時▼定員　
先着30人。

■鬼の豆入れバッグを作ろう　▼日時　1
月26〜31日、午前10時30分〜午後4時▼
定員　先着30人。
各児童館の休館日　1月4・11・16〜18・
25・30日。
あそぼの家（今泉町）☎（663）3245

■新聞紙で作る開運だるま　▼日時　1
月5日午後1時30分〜3時▼対象　幼児親
子・小学生▼定員　先着10人。
■節分のマス工作　▼日時　1月21日午
前10時30分〜正午▼対象　未就園児親
子▼定員　先着5組。
■読み聞かせ　▼日時　1月15・27日、午
前11時30分〜正午▼対象　未就園児親子。
休館日　1月10・11・17・24・31日。

■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

　各施設とも、新型コロナウイルス感染

症の感染防止対策として、正午〜午後1

時は閉館し、遊具の消毒を行っています。

　なお、閉館時間も1時間早めています。

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
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URL1　http://www.tochigift.com/
URL2　http://www.romanticmura.com/brewery/

■温水プールアグリスパ施設見学会　▼
日時　1月13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　各先着20人▼申込　
電話で、ヴィラ・デ・アグリ☎(665)8181へ。

■米粉パン作り体験　▼日時　1月17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5組（1組3人まで）。1組
1,000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 3 0 分 〜と
午後1時30分
〜 の 2 回 。午
前9時から受
け付け開始▼
定員　各先着
10人▼費用
　500円（参加費）。雨天・生育状況により、
中止の場合あり。
■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、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▼その
他　詳しくは、トチギフト
URL1をご覧ください。

■H
ハ ッ ピ ー

APPY N
ニ ュ ー

EW B
ビ ア −

EER 2021＆
アンド

バレンタイ
ンビール販売中　新年にふさわしい華やか
な味わいを楽しめるビールや、カカオ風味
を醸し出す「チョコレートモルト」を使用した、
この時期限定のビールが
登場▼販売開始日　1月中
旬▼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　▼施設名・期間　
宿泊施設＝1月17日〜3月上旬（予定）。麦
の楽園＝1月18〜24日。ヴィラ・デ・アグリ

（湯処あぐり・アグリスパ・ゆず庵）＝1月18
日〜3月上旬（予
定）▼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。

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12・18〜20日。

中心市街地

■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。
■市民ギャラリー　▼期間　1月21〜31
日▼内容　バンバ通り商店街「バンバ通り
商店街60年の歩み」。
■井村君江名誉館長によるギャラリートー
ク　▼日時　2月6日午後1時〜2時▼内容
　妖精に関するお話▼定員　先着20人▼
申込　2月2日午後3時から、電話で。
休館日　1月4日。

宇都宮アンテナショップ「宮カフェ」（江野町）
☎（666）8938

■パフェ作り体験教室　▼日時　1月24・
31日、午後4時〜5時▼内容　好きな素材
を入れて、オリジナルパフェを作る。カフェ
ドリンク付き▼定員　各先着5人▼費用　
1,000円（材料費）▼申込　電話で。
■大谷石ワークショップ　▼日時　毎週金
曜日、午後3時〜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　1,500円（材料費）▼申込　直接ま
たは電話で。
■宮カフェ2階「宮のクラフト酒場」　▼内
容　宇都宮のお酒と、宇都宮産食材使用の

おつまみやピザなど、気軽に宇都宮の魅力
を楽しんでいただけるお店です▼営業時間
　毎週金曜日＝午後5時30分〜10時、毎週
土曜日＝正午〜午後10時。
宇都宮城址公園

■富士見櫓
やぐら

2階を特別開放　▼日時　1月
17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2020」　
▼日時　1月19日〜3月7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。
問清明館☎(638)9390、文化課☎(632)2
768

妖精ミュージアム（うつのみや表参道スク
エア5階）☎（616）1573

▲ろまんちっく村
　ブルワリー

▲トチギフト
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宇都宮ユース邦楽合奏団演奏会
賛助出演　福田智久山(尺八）

第14回宇都宮エスペール賞受賞者成果発表公演

黒岩航紀 ピアノリサイタル「ゆめ」

新春市民寄席
柳家喬太郎・古今亭菊之丞　二人会

伝統芸能鑑賞シリーズ

人形浄瑠璃「文楽」公演
3月14日(日)

全席自由　一般1,000円　高校生以下500円

3月21日(日)
午後2時開演

4月25日(日)
午後3時開演

全席指定 1,000円

2月20日(土)
午後1時30分開演
全席指定 2,500円

■昼の部
　午後1時30分開演
全席指定 2,500円

▼二
に

人
にん

三
さん

番
ば

叟
そう

▼摂
せっ

州
しゅう

合
がっ

邦
ぽうが

辻
つじ

　合
がっ

邦
ぽう

住
すみ

家
か

の段

■演奏予定曲目
▼シューマン　アラベスク
▼リスト　超絶技巧練習曲
　第5番「鬼火」
▼ブラームス　6つの小品より
　「間奏曲」
▼ラヴェル　夜のガスパール
▼ドビュッシー　夢（夢想） 他

■夜の部
　午後6時開演
全席指定 2,000円

▼本
ほんちょうにじゅうしこう

朝廿四孝

　十
じゅ

種
しゅ

香
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の段

　奥
おく

庭
にわ

狐
きつね

火
び

の段

▼釣
つり

女
おんな

※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。

※未就学児入場不可。
※CNプレイガイド。

※未就学児入場不可。
※CNプレイガイド。

※未就学児入場不可。写真：青木信二

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。
※  新型コロナウイルス感染症対策のため、座席を空けて販売する場合

があります。また、連番での座席の確保が難しい場合があります。
休館日　1月4・18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19・20日は午後5時まで。

小ホール

小ホール

小ホール

小ホール

好評発売中

1月23日（土）発売開始

好評発売中

好評発売中

古今亭菊之丞

二人三番叟

本朝廿四孝

柳家喬太郎

©横井洋司

市役所1階 市民ホール（1月）

■8日まで
▼介護予防に関するパネル展示。
問高齢福祉課☎(632)2356
▼河川愛護活動PR展。
問河川課☎(632)2689
■12～15日
▼障がい者福祉センター作品展。
問障がい福祉課☎(632)2229
■18～22日

▼  老人クラブ連合会作品展
示会。
問高齢福祉課☎(632)2903
■25～29日
▼学校の食育に関するパネル展示。
問学校健康課☎(632)2757
■その他
　いずれも最終日は早めに終了する場合
があります。

■シティホールふれあいコンサート
▼日時　1月21日（木）午後0時15分〜

0時50分。
▼内容　大木朋

と も

香
か

さん（ピアニスト）によ
る事前収録演奏。
▼その他　市民ホールでの演奏はあり

ません。庁内放送でお楽しみください。
問うつのみや文化創造財団☎（636）

2121、文化課☎（632）2763

©AkiraMuto

市文化会館外観 グランドホール 大ホール 小ホール

　大ホールは 2,000 人、小ホールは 500 人収容。その他、会議室・
練習室・展示室などを備えた複合型文化施設です。

　市の文化振興の拠点として、活動の場と多様な文化芸術に触れ
る機会を提供し、魅力ある市民文化の創造を図ります。


