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URL1　https://www.tochigisc.jp
URL2　https://www.blitzen.co.jp

　本市の施設や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、休館日・開館時間や開催状況・開
催内容が変更になる場合があります。
　詳しくは、各施設またはイベント問い合わせ先へお問い合わせください。

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/

中央図書館
■有償リサイクル市　▼期日　9月12・13
日▼時間　①午前9時45分〜10時30分
②午前10時45分〜11時30分③午後1時
15分〜2時④午後2時15分〜3時▼内容
　図書館で不用になった本や雑誌を有償で
販売▼定員　各先着30人▼価格　大型本
＝1冊200円、単行本＝1冊100円、雑誌・文
庫＝１冊50円。ただし、１人１回30冊まで▼
申込　9月12日のみ①②=8月11日午前
9時30分から、電話で。9月12日③④と9月
13日=当日、開始10分前から整理券を配布。
東図書館
■日本映画劇場「祇
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」　▼日時　8月
27日午前10時〜と28日午後2時〜の2回

▼定員　各先着50人。
■20世紀名画座「ミニヴァー夫人」　▼日
時　8月27日午後2時〜と28日午前10時
〜の2回▼定員　各先着50人。
■アニメ映画会「楽しいムーミン一家　
ムーミン谷の春」他3作品　▼日時　8月
29日午前10時30分〜と午後1時30分〜
の2回▼定員　各先着50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、検温・氏名・電話番号
の確認をします。
問視聴覚ライブラリー☎（638）5704
南図書館

■エリック・カール追悼展「エリック・カール
　絵本模写展」　▼日時　8月29日まで、

午前9時〜午後8時30分▼内容　壬生中
学校美術部による、エリック・カールさんと
いわむらかずおさんの絵本の模写作品展
示と絵本の紹介。
■名作映画会「地上より永遠に」　▼日時
　8月22日午後2時〜4時。午後1時開場▼
定員　先着150人▼その他　受け付けで、
検温・氏名・電話番号の確認をします。
■かわいいきのこたち展　▼日時　8月
21日〜9月26日、午前9時〜午後8時30分
▼内容　キノコに関するパネルやレプリカ
などの説明や展示。
休館日　中央＝8月6・13・17・20・27日、
東・視聴覚ライブラリー・南・上河内＝8月2・
10・16・19・23・30日、河内＝8月19日。

宇都宮競輪（8月）
東戸祭1丁目2-7　☎（625）0100
	http://www.utsunomiya-keirin.jp

■本場開催　▼25〜27日＝第25回栃木
放送杯(FⅡ)(モーニング)。
■場外発売　▼1日まで＝高知記念▼3〜
5日＝小松島FⅠ▼3〜5日＝弥彦FⅡ▼5〜8
日＝川崎GⅢ(ナイター)▼6〜8日＝前橋FⅠ
関東カップ▼10〜12日＝西武園FⅠ▼10
〜15日＝オールスター(GⅠ)いわき平(ナイ
ター)▼13〜15日＝青森FⅠ▼16〜18日＝
岸和田FⅠ▼18〜20日＝伊東温泉FⅠ▼21
〜23日＝小松島FⅠ▼21〜24日＝松戸記念
▼22〜24日＝大宮FⅡ▼25〜27日＝福井F
Ⅰ▼26〜29日＝小田原記念▼29〜31日＝
富山FⅠ▼30〜9月1日＝立川FⅠ。

公園
八幡山公園（塙田５丁目）☎（624）0642

http://hatimanyama.jp/
■スタンプラリー　▼日時　8月29日まで、
午前9時〜午後5時▼内容　４カ所（宇都宮
タワー・ゴーカート・動物舎・秘密の場所）達
成した先着300人に記念品をプレゼント▼
対象　中学生以下。
■宇都宮タワーで天体写真展　▼日時　8
月29日まで、午前9時〜午後5時。
■宇都宮タワーとゴーカートの営業時間を
午後５時まで延長　▼期間　8月29日まで。
■アドベンチャーＵのせせらぎ水路に水が
流れます　▼日時　9月5日まで、午前9時

〜午後4時。荒天
中止。
■宇都宮タワー
利用者をミスト
シャワーでクー
ルダウン　▼日時　9月5日まで、午前10
時〜午後4時。雨天中止。
■ペットの飼い方相談とウサギの抱っこ体
験　▼日時　8月20日午前11時〜正午と
午後2時〜3時の2回。
■緑の相談会　▼日時　8月21日午前11
時〜正午と午後2時〜3時の2回▼内容　
庭木に関する相談会。

中心市街地
市民プラザ（うつのみや表参道スクエア5
階）☎（616）1540
■市民プラザの多目的ホールは廃止しま
す　ゆうあいひろば（うつのみや表参道ス
クエア6階）の拡張に伴い、多目的ホールの
利用・貸し館を9月30日で終了します。
妖精ミュージアム（うつのみや表参道スク
エア5階）☎（616）1573
■井村君江名誉館長によるギャラリートー
ク　▼日時　9月4日午後1時〜2時▼内容
　「ビアズリーとアーサー王」のお話▼定員
　先着20人▼申込　9月1日午後3時から、
電話で。
■企画展「サロメ×ビアズリー」　▼期間　
9月5日まで▼内容　19世紀末の天才画家
ビアズリーと彼の作品の代名詞ともいえる
宿命の女「サロメ」に関する展示。
■学芸員による展示解説　▼日時　8月

22日午後2時〜▼定員　先着20人。
■読み語り会　ボランティア団体おしゃべ
り妖精の会による絵本の読み語り▼日時　
8月28日午後1時30分〜2時。
宇都宮アンテナショップ「宮カフェ」（江野町）
☎（666）8938

■大谷石ワークショップ　▼日時　毎週金
曜日、午後3時〜5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階に「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▼営業日
　毎週金曜日＝午後5時30分〜、毎週土・日
曜日＝正午〜。

■オリンピック出場選手への寄せ書きボー
ドの設置　▼期間　8月8日まで▼内容　
東京オリンピックに出場する、本市ゆかりの
選手への応援メッセージなどを募集。
オリオンスクエア
■まちなかマルシェ　▼日時　8月3日午
前10時〜午後3時▼内容　手作り雑貨な
どの販売。
■オリスクｄ

デ

ｅグローバル　▼日時　8月
19・20日、午後5時〜8時30分▼内容　世
界各国のフード販売。
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

■清明台2階を特別開放　
▼日時　8月15日午前11時
〜午後2時。雨天中止。
問公園管理課☎(632)2989



49 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。 ＝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。
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宇都宮美術館
長岡町1077　☎（643）0100
（643）0895　 	http://u-moa.jp/

　8月2日〜令和4年秋（予定）は、改修工事
のため休館します。
■第2回・コレクション
展「コレクションの肉
づけ」
▼期間　8月1日まで
▼費用　一般310円、
高校・大学生210円、

小・中学生100円(観覧料)。
■森のアトリエ
1神獣を和紙に描こう
▼日時　9月11・12日、午後1時〜4時▼会
場　宇都宮美術館森のアトリエ▼内容　中
村寿

と し お

生さん（日本画家）による、和紙に神獣
を描くワークショップ。
2とりかえよ　あなた・わたしのイメージ
▼日時　9月25・26日、午後1時〜5時▼
会場　中心市街地▼内容　古澤由紀さん
（写真家）による、親しい人のイメージを変
えて、スナップ写真を撮るワークショップ▼
定員　各抽選10人▼費用　50円（保険代）

▼申込　18月20日29月4日（必着）まで
に、はがきまたはファクス（参加者全員の
・参加希望日・年齢を明記、22名以上）で、
〒320-0004長岡町1077、宇都宮美術館
「森のアトリエ係」へ。抽選結果は全員に通
知します。
■観覧料　市内在住か通学する高校生以
下の人は無料（宮っ子の誓いカードまたは
学生証の提示が必要)。
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
を介助する人1人の観覧料は無料。

休館日　8月2〜31日。

　新型コロナウイルス感染症の感染防
止対策として、入場制限を行う場合があ
ります。詳しくは、宇都宮美術館 をご
覧ください。

ワシリー・カンディンス
キー《浮遊》1927年

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エンジョイトレーニング　▼日時　8月
5・19・26日、9月2日。午後1時30分〜3時
▼内容　楽しく分かりやすく有酸素運動や
筋力アップ運動。
2ズンバ　▼日時　8月6・27日、9月3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。
3エアロビクス　▼日時　8月10・17・24・
31日、午前10時〜11時▼内容　有酸素運
動とストレッチ体操でシェイプアップ。
4いきいきスポーツ倶楽部　▼日時　8月
10・17・24・31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。
5ダンスエクササイズ（ズンバ）　▼日時　
8月10・17・24・31日、午後7時30分〜8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。
明保野体育館（明保野町）会場☎（632）6381

6明保野エアロビクス　▼日時　8月5・
19・26日、9月2日。午前9時40分〜10時
40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。
■対象　16歳以上の人。
■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。1346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できませ
ん。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 8月のプロスポーツ試合日程
問都市魅力創造課☎(632)2736

■栃木SC（ホームゲーム）日時・対戦相
手・会場
▼14日午後6時〜、ザス
パクサツ群馬(カンセキ
スタジアムとちぎ)▼21
日午後6時〜、東京ヴェル
ディ(県グリーンスタジア
ム)。詳しくは、栃木SC公式 URL1をご覧
ください。
問栃木SC☎（666）0615
■宇都宮ブリッツェン（期日・大会名）
▼8日　JCL大分オート
ポリス(大分県)▼28・
29日　シマノ鈴鹿ロー
ドレース(三重県)▼28・
29日　JBCF東日本ト
ラック（長野県）。詳しくは、宇都宮ブリッ
ツェン公式 URL2をご覧ください。
問宇都宮ブリッツェン☎（611）3993

■市保健センター☎(627)6666
▼毎週水曜日、8・9日。
■茂原健康交流センター☎(654)2815、
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・10・16・23・30日。
■環境学習センター☎(655)6030
▼毎週月曜日。
■とびやま歴史体験館☎(667)9400
▼2・10・14・16・23・30日。
■梵天の湯☎(674)8963
▼毎月第1・第3木曜日。

各施設の休館日（8月）市役所1階 市民ホール（8月）
■6日まで
▼うつのみや花火大会歴代ポスター展。
問観光交流課☎(632)2437
▼宇都宮ボランティア協会活動紹介。
問保健福祉総務課☎(632)2919
■10～13日
▼犯罪被害者等支援パネル展。
問生活安心課☎(632)2264
■18～20日
▼		総合治水・雨水対策に関するオープンハ
ウス。

問河川課☎(632)2690
■23～27日

▼自然の緑写真コンテスト入賞作品展示。
問グリーントラストうつのみや☎(632)25
59
■30日～9月3日
▼健康増進普及
月間パネル展。
問健康増進課☎
(626)1126
▼屋外広告物の日ポスター展示。
問建築指導課☎(632)2573
■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。
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URL1　https://enishi-travel.jp/whats/
URL2　https://www.romanticmura.com/brewery/
URL3　http://www.tochigift.com/

　本市の施設や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、休館日・開館時間や開催状況・開
催内容が変更になる場合があります。
　詳しくは、各施設またはイベント問い合わせ先へお問い合わせください。

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

■工作つくってあそぼう「ウルトラボール」
　▼日時　8月19・21日、午前10時〜正午。
8月20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。
■リトミックコンサート　▼日時　8月22
日午前10時30分〜11時30分▼対象　乳
幼児とその保護者▼定員　先着20組▼申
込　前日までに、直接または電話で。
■ゆうあいひろばを臨時休館します　改修
に伴い、9月1日〜令和4年3月31日は臨時
休館する予定です。
問子ども未来課☎（632）2344
岡本児童館（下岡本町）☎（673）2006
■夏あそび　▼日時　8月14日午前10時
30分〜正午▼内容　水ヨーヨー作りや魚
釣りゲームなど。
■お花紙でフルーツパフェ工作　▼日時　
8月24〜27・31日、午前10時30分〜午後
4時30分▼定員　先着20人。

■親子ヨガ　▼日時　9月2日午前10時
30分〜11時30分▼対象　1・2歳児とその
保護者▼定員　先着6組▼申込　8月10
日午前10時から、電話で。
白沢児童館（白沢町）☎（671）0404

■オリジナル缶バッチ作り　▼日時　8月
3〜6日、午前10時30分〜午後4時▼定員
　先着30人。
■スーパーボールＤ

デ

Ｅスピンゴマ作り　▼
日時　8月24〜27・31日、午前10時30分
〜午後4時30分▼定員　先着20人。
■親子リトミック　▼日時　9月7日午前
10時30分〜11時30分▼対象　1〜3歳児
とその保護者▼定員　先着6組▼申込　8
月10日午前10時から、直接または電話で。
田原児童館（上田原町）☎（672）4001

■たわら遊ぼうウイーク　▼日時　8月17
〜20日、午後1時30分〜4時▼内容　プラ
バン工作、魚釣りゲーム、ヨーヨー釣り、スト
ラックアウトなど▼対象　幼児以上▼定員
　工作のみ各先着20人。
■みんなで遊ぼう　▼日時　8月28日午
前10時30分〜11時30分▼対象　小学生
▼定員　先着20人▼申込　8月4日午前
10時から、直接または電話で。
■親子リトミック　▼日時　9月15日午前
10時30分〜11時30分▼対象　1〜3歳児
とその保護者▼定員　先着10組▼申込　
8月25日午前10時から、電話で。

各児童館の休館日　8月2・7〜9・15・16・
21・23・30日。
あそぼの家（今泉町）☎（663）3245

■ミニプールあそび　▼日時　8月2〜13
日、午前10時30分〜正午。雨天中止▼対
象　未就園児とその保護者▼定員　先着5
組。
■ペットボトルで水鉄砲作り　▼日時　8
月4日午後1時30分〜3時30分▼対象　幼
児〜小学生。幼児は保護者同伴▼定員　先
着10組。
■読み聞かせ　▼日時　8月19・24日、午
前11時30分〜正午▼対象　未就園児とそ
の保護者。
休館日　8月1・8・9・15・22・29日。

　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。
また、入場制限を行う場合があります。

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

■子育てサロン

8月の行事▶
▼8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

■宝探しゲーム　▼期間　8月29日まで、
午前10時〜午後4時▼内容　宝箱の中の
文字を参考に問題を解く。正解者には、園内
で使用可能な割引券をプレゼント。
■「アグリスパ」屋外プールオープン　▼日
時　8月29日まで、午前10時〜午後6時▼
費用　大人＝1,020円、中学生＝510円、3
歳〜小学生＝460円▼その他　詳しくは、
ヴィラ・デ・アグリ☎(665)8181へ。
■パンづくり体験　▼日時　8月1・8・15・
29日、午前11時〜と午後1時〜の2回▼内
容　パンの生地の成形を楽しむ。15日は、
生地(米粉を使用)から作る本格的なパン教
室▼定員　各先着5組(1組3人まで)▼費用
　1組1,000円（参加費）▼申込　電話で。
■里山ゆるんぽ倶楽部　森涼み＆

アンド

クラフト
　▼日時　8月1・20日、午前10時〜と午
後1時30分〜の2回▼内容　自然を観察し
葉を使ったエコバッグを作る▼定員　各先
着10人▼費用　1,500円（参加費）▼申込
　電話で。
■ろまんちっく寄席　▼日時　8月8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。
■お盆の切り花フェア　▼日時　8月8〜
16日、午前8時30分〜午後4時▼内容　お
盆用切り花や季節の花の即売会。
■里山野あそび隊　竹でおもちゃ作り　
▼日時　8月9・21日、午前10時〜と午後
1時〜の2回▼内容　竹林で自然を観察し、
竹を使った水鉄砲を作る▼対象　3歳以上。
小学3年生以下は保護者同伴▼定員　各
先着3組(12人まで)▼費用　1,500円（参
加費）▼申込　電話で。
■和太鼓ステージショー　▼日時　8月14
日午前11時〜正午と午後1時30分〜2時
30分の2回▼内容　「和太鼓　楽」と「ひが
し子ども和太鼓クラブ」の演奏と飯村充代
さん（民謡歌手）による民謡。
■温水プール「アグリスパ」施設見学会　
▼日時　8月26日午前11時〜と午後2時
〜の2回▼内容　アグリスパの施設見学と
年間会員の案内。体験チケットを1枚プレゼ
ント▼定員　各先着20人▼申込　電話で、
ヴィラ・デ・アグリ☎(665)8181へ。

■Ｔ
た の く ら

ＡＮＯＫＵＲＡ展　▼日時　8月28・29
日、午前10時〜午後4時▼内容　手作り雑
貨店や人気カフェ店など約50店舗が出展。
■うつのみやシティガイドと巡る大谷町　
トコテクハイキング　▼期日　8月14・15
日を除く毎週土・日曜日・祝休日▼内容　
うつのみやシティガイドの案内で大谷町の
観光スポットを巡る▼定員　各先着10人
▼費用　中学生以上＝4,000円、小学生＝
2,500円、3〜6歳=1,000円（参加費）▼そ
の他　コースや申込方法など、詳しくは、え
にしトラベル URL1をご覧ください。
■地ビールのホップ収穫体験　ホップを収
穫し仕込みの釜に入れる体験▼その他　
ビールやアイスクリームがもらえます。詳し
くは、ろまんちっく村ブルワリー URL2をご
覧ください。
■季節の地ビールギフト販売中　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、宇都宮市産の麦芽を
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 URL3

をご覧ください。

道の駅うつのみや ろまんちっく村
新里町丙254　☎（665）8800、体験予約☎（615）7730
	https://www.romanticmura.com/

◀ろまんちっく村



51 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。 ＝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。

5
行ってみよう 見てみよう 施設のイベント

好評販売中

好評販売中

好評販売中

8月8日（日・祝）発売

8月21日（土）発売
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市文化会館 開館40周年記念

市文化会館 開館40周年記念乳幼児大歓迎！

市文化会館 開館40周年記念
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ANKYOKU 2021 若き名手・和の継承

ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2021
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出演　邦楽ゾリスデン
吉澤延隆（箏・十七絃）、福田智久山（尺八）
本條秀慈郎（三味線）、前川智世（箏・三絃・十七絃）

ゲスト	タバティ

9月4日(土) 午後6時開演
全席指定	5,000円

8月22日(日) 午後2時開演
全席自由　一般2,000円　高校生以下1,000円

9月26日(日) 午後5時開演
全席指定
　S席8,900円　A席7,600円

11月7日(日)
午後2時開演
全席指定　1,000円

11月20日(土) 午後6時開演
全席指定　5,000円

※未就学児入場不可。

※未就学児入場不可。※ローソン・ＣＮプレイガイド。
共催：とちぎテレビ

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　8月2・16日。
会館プレイガイドの営業は午前9時〜午後7時。ただし、8月17日は午後5時まで。

大ホール

大ホール

小ホール

小ホール

小ホール

※未就学児入場不可。
※CNプレイガイド。　共催：下野新聞社

Presentation	licensed	
by	Disney	Concerts.©	
Disney
※		ステージ写真は過去
の公演です。

※		チケットは市文化会館プレイガ
イドのみの取り扱い。
※		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。
共催：下野新聞社

目指せ「宇都宮」博士！クイズの答え
こたはか せめ ざ う つ の み や

目次（表紙裏）で出題したクイズの答え合わせをしよう！
ひょう し うらもく じ しゅつ だい こた あ

　「餃
ぎょうざ

子通
どお

り」と呼
よ

ばれる宮
みやじまちょう

島町通りの電灯は餃子の形
かたち

。
さらに、マンホールやバス停

てい

などにも餃子のデザインがあ
しらわれている他

ほか

、隠
かく

れ餃子もあります。
　諸

しょ
説
せつ
ありますが、宇都宮が餃子のまちとなったのは、戦

せん

時
じ

中
ちゅう

、市
し

内
ない

に駐
ちゅう

屯
とん

していた陸
りくぐん

軍第
だい

14 師
し

団
だん

が、満
まん

州
しゅう

（現
げんざい

在の中
ちゅうごく

国東
とうほくぶ

北部）に出
しゅっぺい

兵し、帰
ききょうご

郷後に現
げん

地
ち

で覚
おぼ

えた
餃子を広

ひろ

めたことがきっかけといわれています。普
ふきゅう

及した
背
はい

景
けい

には、宇都宮市が夏
なつ

暑
あつ

く冬
ふゆ

寒
さむ

い内
ないりくせい

陸性の気
き

候
こう

のため、
手
て

軽
がる

なスタミナ源
げん

になったことなどが
挙
あ

げられます。
　現在、宇都宮餃子は全

ぜんこくてき

国的に有
ゆうめい

名
になっていますが、宇都宮には、ジャ
ズやカクテルなど、餃子以

い

外
がい

にもた
くさんの魅

みりょく

力があります。詳
くわ

しくは、
4〜 11ページをご覧

らん

ください。

　八幡山公園の地
ち か

下には、
1945（昭

しょうわ

和 20）年
ねん

、陸
軍が空

くうしゅう

襲と本
ほんど

土決
けっせん

戦に備
そな

え、
建
けんせつ

設を進
すす

めていた「八幡山
特
とく

殊
しゅ

地
ち

下
か

壕
ごう

」があります。
　建設は1945 年 6月

がつ

中
ちゅうじゅん

旬から始
はじ

まり、終
しゅうせん

戦までの約
やく

2カ月
げつかん

間、総
そうぜい

勢 250人
にん

ほどで、3交
こうたい

代 24時
じかん

間体
たいせい

制で行
おこな

われ、総
そうえんちょう

延長は721ｍにわたりました。しかし、完
かんせい

成する
前
まえ

に終
しゅうせん

戦となり、実
じっさい

際に使
し

用
よう

されることはありませんでした。
　現在の八幡山公園には、市内を一

いちぼう

望できる宇都宮タ
ワー、大

おおがた

型複
ふくごう

合遊
ゆうぐ

具やゴーカートなどが楽
たの

しめるアドベン
チャーU、動

どうぶつしゃ

物舎などの施
し

設
せつ

が
あり、さまざまなイベントも開

かいさい

催
しています。詳しくは、48 ペー
ジをご覧ください。
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問題２の答え 4 八
は ち

幡
ま ん

山
や ま

公
こ う

園
え ん
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