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6
　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。

市役所1階 市民ホール（8月）
■５日まで
▼うつのみや花火大会歴代ポスター展示。
問観光交流課☎（632）2437
■８～12日
▼宇都宮鳶

とび

木
き

遣
や

り衣装・道具等展示。
問文化課☎（632）2768
■８～19日
▼「ふれあいのある家庭づくり」作品コン
クール巡回放映。

問子ども未来課☎（632）2944
■15～19日
▼平和親善大使広島派遣事業報告。
問男女共同参画課☎（632）2343
■22～26日
▼「自然の緑写真コンテスト」入選作品展
示。

問グリーントラストうつのみや事務局（景観
みどり課内）☎（632）2559

▼総合治水・雨水対策に関するパネル展示。
問河川課☎（632）2689
■26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）2689
■29日～９月２日
▼市老人クラブ連合会作品展。
問高齢福祉課☎（632）2904

岡本児童館（下岡本町）☎（673）2006
■紙粘土の夏飾り作り　▼日時　８月９～
14日、午前10時30分～午後４時30分▼定
員　先着20人。
■ストローのクネクネ魚作り　▼日時　８
月16～19日、午前10時30分～午後４時
30分▼定員　先着20人。
■ゆらゆら手形おばけ作り　▼日時　８月
23～28日、午前10時30分～午後４時30
分▼対象　０～３歳▼定員　先着30人。
白沢児童館（白沢町）☎（671）0404
■ワクワク「おばけやしき」で遊ぼう　▼日
時　８月９～14日、午前10時30分～午後４
時30分。

■作って遊ぼう　お祭り屋台　▼日時　８
月23～28日、午前10時30分～午後４時
30分▼内容　たこ焼き・焼きトウモロコシ・
チョコバナナなどを作る▼定員　先着20
人。
■ベビーケア　▼日時　９月30日午前10
時30分～11時30分▼対象　首の据わった
０歳児とその保護者▼定員　先着６組▼申
込　８月26日午前10時から、電話で。
田原児童館（上田原町）☎（672）4001

■スクラッチの壁掛け作り　▼日時　８月
25～31日、午前10時30分～午後４時30
分▼定員　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▼内容　インス
トラクターの先生と一緒に運動遊びやゲー
ムなどをして楽しむ▼対象　小学生▼定員
　先着15人▼申込　８月５日午前１０時か
ら、直接または電話で。
■リトミック　▼日時　９月14日午前10時
30分～11時30分▼対象　０・１歳児とその
保護者▼定員　先着10組▼申込　８月９日

午前10時から、直接または電話で。
各児童館の休館日　８月1・6・8・11・15・20
～22・29日。
あそぼの家（今泉町）☎（663）3245

■ミニプール　▼日時　８月１0日まで、午
前10時30分～正午▼対象　未就園児とそ
の保護者▼定員　各先着5組。
■風船スクイーズ作り　▼日時　8月３・4
日、午後１時30分～３時▼対象　小学生・幼
児とその保護者▼定員　各先着10組。
■読み聞かせ　▼日時　8月26・30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7・11・14・21・28日。

子どもと出掛けよう ◀ゆうあいひろばなどの
　イベント情報

　各児童館とあそぼの家は、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。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。

視聴覚ライブラリー

■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。

◀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。

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/

☎（638）5704
中今泉3丁目5-1（東図書館内）
http://www.ucatv.ne.jp/～u_avl/

中央図書館
■ヘルマン・ヘッセ
昆虫展　▼期間　8
月17日～9月19日。
■夏休み点字体験
　▼日時　８月23
日午後１時～３時▼内容　自分の名前を点
字で打ったオリジナルしおり作りや、耳や手
で読むバリアフリー資料に触れながら、い
ろいろな読書の楽しみ方を体験する▼対象
　市内在住の小学生以上。
東図書館
■アニメ映画会「グリム名作劇場　命の
水」他３作品　▼日時　８月28日午前10時
30分～と午後１時30分～の２回▼定員　
各先着50人。
■日本映画劇場「東京物語」　▼日時　８月

30日午前10時～
と31日午後２時
～の２回▼定員　
各先着50人。
■２０世紀名画座 

「シマロン」　▼日時　８月30日午後２時
～と31日午前10時～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
を確認します。
問視聴覚ライブラリー☎（６３８）５７０４
南図書館

■ストップ温暖化とちぎ企画展　夏休み宿
題応援　▼日時　８月６・７日、午前10時～
午後3時▼内容　地球温暖化の現状や防
止の取り組みのパネル展示、ソーラーカー

の体験乗車会な
ど。
■南図書館の休
館期間中、一部業
務は継続して実施
します　▼期間　８月10日～令和５年３月中
旬まで（予定）▼場所　南図書館北玄関内の
臨時窓口▼継続する業務　本の返却、予約
した本の貸し出し、予約の受け付けなど。
上河内図書館

■出張こども映画会「日本のおばけ話」　
▼日時　８月24日午後2時～3時▼対象　
未就学児～小学生▼定員　先着20人。
問南図書館☎（653）7609
休館日　中央＝８月５・12・16・19・26日、東・
視聴覚ライブラリー・上河内・河内＝８月１・８・
15・18・22・29日、南＝８月１・８・10～31日。

●電器店 ●
白楊高
ブレックス
アリーナ宇都宮
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行ってみよう 見てみよう 施設のイベント

▲宇都宮競輪場
　キャラクター「らいりん」

URL1　https://enishi-travel.jp/whats/
URL2　http://www.tochigift.com/

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

■本場開催
▼17～19日＝第24回サンケイスポーツ杯・
ＣＴＣ杯（ＦⅠ）。

■場外発売
▼1～３日＝松山ＦⅠ。
▼２～４日＝富山ＦⅠ。

▼４～７日＝大阪・関西万博協賛競輪岸和田
ＧⅢ、函館ＧⅢ（ナイター）。
▼９～11日＝弥彦ＦⅠ、高松ＦⅠ。
▼９～14日＝オールスター（ＧⅠ）西武園（ナ
イター）。
▼12～14日＝静岡ＦⅠ、岐阜ＦⅠ。

▼15～17日＝奈良ＦⅠ。
▼20～23日＝富山記念。
▼22～24日＝立川ＦⅠ。
▼25～28日＝小田原記
念。
▼29～31日＝取手ＦⅠ。

■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
▼毎週月曜日。
■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。
■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
▼毎週月曜日、12日。

各施設の休館日（8月）

■企画展予告　開館25周年記念　全館コ
レクション展　これらの時間についての夢
▼期間　9月25日～令和5年1月15日▼内
容　「時間」をテーマに、宇都宮美術館コレ
クションの名品約200点、開館時からの資
料群に加え、3人の現代作家(大

おお

巻
まき

伸
しん

嗣
じ

さん、
髙橋銑

せん

さん、力
ちから

石
いし

咲
さき

さん)による新作インス
タレーションを展示します。

■長期休館に伴うご案
内
▼休館明けの講義室　
10月分の貸し出しを8
月1日から受け付けます。
詳しくは、電話で、宇都
宮美術館へお問い合わ
せください。
▼宇都宮美術館友の会
　休館明けに令和4年度半期のみの入会受
け付けを予定しています。
▼ポイントカード・展覧会無料観覧券　有
効期限前のポイントカードや無料観覧券を
お持ちの人は、宇都宮美術館 をご覧くだ
さい。

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

　９月24日まで、空調改修や照明LED
化などの工事のため休館します。工事の
進捗状況によって、スケジュールが変動
することがあります。レストラン、ミュー
ジアムショップは、美術館休館明けに営
業を再開する予定です。

ルネ・マグリット
《大家族》1963年

■宝探しゲーム実施中　▼日時　８月28
日まで、午前10時～午後４時▼内容　ヒン
トを入れた宝箱を探して問題を解くと、園
内で使用できる割引券がもらえる。
■「アグリスパ」屋外プール営業中　▼日
時　８月31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、60歳以上の市民＝
９７０円。
■「夏休みワクワクメニュー」を提供中　▼
期間　８月31日まで▼内容　地産地消推
進店のレストランなどで、夏野菜を使ったパ
ンや新作カレー、夏そば、冷やしラーメンな
ど夏の特別メニューを提供。
■謎解きオリエンテーリング　▼日時　８
月6日午前10時30分～午後４時▼内容　
なぞなぞチャレンジなどのゲームの他、フー
ド・作品販売・ワークショップの出店。
■室内キッズパーク　▼日時　８月6・7・
11～16・20・21・27・28日、午前10時～午
後5時10分▼内容　ふわふわプレイランド、
卓球、バドミントンなど▼費用　30分500円
（参加費）。
■パンづくり体験　▼日時　8月7・14・21
日、午前11時～と午後１時～の計6回▼内
容　パン生地を自分の好きな形に成型し、
まき窯で焼き上げる体験イベント。21日は
米粉を使用した生地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。
■旬の味覚狩りと石窯ピザ焼き体験　▼
日時　８月７・28日、午後１時45分～４時▼
内容　地元農園で収穫体験と石窯でピザ
焼き体験▼定員　先着１３人▼費用　大人
=3,000円、小学生以下=2,000円（参加
費）▼申込　えにしトラベル URL1をご覧
になるか、えにしトラベル☎（６８９）８７８２へ。
■お盆の切り花フェア　▼日時　8月9～
16日、午前8時30分～午後５時▼内容　お
彼岸用切り花や季節の花の即売会。
■夏休みの自由研究にビール工場見学ツ
アー　▼日時　8月11日、午前11時～、正
午～、午後1時～、２時～、３時～の5回▼内
容　ビール麦の一大産地「麦処とちぎ」と
地元のビール麦で造る「ろまんちっく村の
地ビール」のできるまでを案内▼対象　小
学生以上▼定員　各先着5人▼費用　大人
＝600円、17才以下=無料▼申込　電話で。
■里山野あそび隊　竹でおもちゃ作り　▼
日時　８月13・21日、午前10時～正午と午
後１時～３時の２回▼内容　竹林で自然観察。
竹を使って水鉄砲を作り、飛ばし比べっこをし
て遊ぶ▼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。

■さわやか若竹ゆるんぽ＆
アンド

青空カフェ　▼
日時　８月20日午前10時～正午と午後１
時～３時の2回▼内容　森と周辺を散策し
ながら竹林に入り、植物としての竹やその
周辺の自然を観察しながら森の涼を味わう。
散策後は屋外で、ハンドドリップのコーヒー
を楽しむ▼定員　各先着10人▼費用　中
学生以上=1,500円（参加費・ドリンク代含
む）、小学生以下=800円（コーヒーサービ
ス無し）▼申込　電話で▼その他　小学生
以下は保護者同伴。
■ろまんちっく寄席　▼日時　８月21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　大人＝５１０円、
中学生＝２５０円、３歳～小学生＝２００円、６０
歳以上の市民＝４６０円（湯処あぐり入浴料）。
■「アグリスパ」施設見学会　▼日時　8月
２5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。
■ろまんちっく村の地ビール好評販売中　
▼内容　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 URL2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　8月は無休

◀ろまんちっく村
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　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。

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

中心市街地
妖精ミュージアム（うつのみや表参道スク
エア5階）☎（616）1573
■企画展「妖精の国のむこうがわ　眠れる
コレクション展」　▼期間　9月4日まで▼
内容　さまざまな「理由」があり、これまで
なかなか展示できなかった魅力たっぷりの
「眠れる」作品を展示。
■絵本の読み語り会　▼日時　8月27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
み語り会。
■井村君江名誉館長によるギャラリートー

ク　▼日時　9月3日午後1時～2時▼内容
　フロリス・ドラットル著「妖精の世界」につ
いてのお話▼定員　先着20人▼申込　9
月1日午後3時から、電話で。
オリオンスクエア
1まちなかマルシェ　▼日時　８月２日午
前10時～午後３時▼内容　手作り雑貨な
どの販売。
2オリスクd

デ

e「バル」　▼日時　８月17日
午後５時～８時３０分。ラストオーダー午後８
時▼内容　ステージイベント、飲食販売。
3ミヤ・サンセットジャズ　▼日時　８月

27日午後４時30分～７時40分▼出演者　
F
フ ロ ム

rom－ＣＪ、４
フォーバイフォー

×４、Ｍ
マ リ モ

ＡＲⅰＭＯ、Ｏ－Ｊ
ジ ャ ズ

ＡＺＺ
セッションバンド。
問12オリオンスクエア管理事務所（午前
9時～午後７時）☎（634）17223うつの
みやジャズのまち委員会（観光交流課内）☎
（632）2437

宇都宮城址公園
■清明台２階を特別開放　
▼日時　８月21日午前11時
～午後２時。雨天中止。
問公園管理課☎(632)２９８９

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いきいきスポーツ倶楽部　▼日時　8月
2・23・30日、午後1時30分～3時▼内容　
シニアのための手軽にできる易しいスポー
ツで無理なく健康づくり。
2ダンスエクササイズ　▼日時　8月2・
23・30日、午後7時30分～8時30分▼内容
　ズンバでシェイプアップ。
3エンジョイトレーニング　▼日時　8月
4・18・25日、午後1時30分～3時▼内容　
トレーナーと一緒に楽しく分かりやすく有
酸素運動や筋力アップ運動。
4ズンバ　▼日時　8月19・26日、午後1
時30分～3時▼内容　ラテン系の音楽に
合わせたダンスエクササイズでシェイプ
アップ▼定員　各先着70人。
5エアロビクス　▼日時　8月23・30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。
清原体育館（清原工業団地）会場☎（667）1227

6清原ズンバ　▼日時　8月3・10・24・31

日、午前11時～正午▼内容　ラテン系の
音楽に合わせたダンスエクササイズでシェ
イプアップ。
7清原エアロビクス　▼日時 8月4・18・
25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。
明保野体育館（明保野町）会場☎（632）6381

8明保野エアロビクス　▼日時　8月4・
18・25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20人。
■対象　16歳以上の人。
■費用　各500円。
■持ち物　運動に適した服装・室内専用の
運動靴。13578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。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。

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　カンセキスタ
ジアムとちぎ）日時・対
戦相手
▼14日午後６時～、ア
ルビレックス新潟。詳し
くは、栃木SC公式
URL1をご覧ください。
問栃木サッカークラブ☎（666）0615
■宇都宮ブリッツェン（期日・大会名）
▼６・７日　JCL大分
オートポリスロード
レース（大分県）▼20
日　シマノ鈴鹿タイム
トライアル（三重県）▼21日　シマノ鈴
鹿ロードレース（三重県）▼27・28日　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。
問サイクルスポーツマネージメント☎
（611）3993

◀宇都宮スポーツナビ

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

■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28日まで。
■スタンプラリー　▼日時　８月29日ま
で、午前９時～午後４時30分▼内容　「宇都
宮タワー・ゴーカート・動物舎・秘密の場所」
のうち、３カ所でスタンプを押して宇都宮タ
ワーへ行くと、先着300人に記念品を贈呈
▼対象　小学生以下。

■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４日まで、
午前９時～午後４時。
雨天中止。
■宇都宮タワーとゴーカートでミストシャ
ワー　▼日時　９月４日まで、午前10時～
午後４時。雨天中止。
■宇都宮タワーで天体写真展　▼日時　８

月３～31日、午前９時～午後５時▼その他　
観覧には宇都宮タワー利用料が必要。ただ
し、幼児、市内在住か通学する小中学生・高
校生は無料。
■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
木の管理に関する相談会。

公園 ◀八幡山公園



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。

6
行ってみよう 見てみよう 施設のイベント

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1・15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16・17日は午後5時まで。

大ホール

小ホール

８月２０日（土）発売

好評発売中

アザレアシンフォニーシリーズ
東京フィルハーモニー交響楽団演奏会

「ボヘミアの風が…」Vol.２

クラシック入門講座

１１月２３日（水・祝）午後４時開演
全席指定　S席５，０００円、A席４，０００円、B席３，０００円、C席２，０００円
　　　　　U-18席１，０００円
※U-18席は18歳以下の人が対象です。※未就学児入場不可。※CNプレイガイド。
※C席・U-18席は市文化会館プレイガイドのみの取り扱い。

※未就学児入場不可。

10月9日(日)午後2 時開演
全席自由　500円

※曲目は変更になる場合がありますので、ご了承ください。

指揮：大井剛史　ピアノ：黒岩航紀
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

指揮とお話：粂川吉見　演奏：栃木県交響楽団

■演奏予定曲目　▼リスト　ハンガリー狂詩曲第２番▼リスト　ピアノ協奏曲第
１番（ピアノ：黒岩航紀）▼ドヴォルザーク　交響曲第８番

小ホール８月７日（日）発売

１１月１３日（日）午後２時開演
全席指定　１，０００円
※３歳以上有料。
　（３歳未満でも座席が必要な場合は有料）
※CNプレイガイド。

らんらん＃たのしく♪みゅーじっく
PPPのおもしろい打楽器コンサート
出演　PPP（P

パーカッション
ercussionP

パフォーマンス
erformanceP

プレーヤーズ
layers）

■演奏予定曲目
▼道化師のギャロップ
▼トルコ行進曲
▼運動会メドレー他

乳幼児大歓迎！

ⒸK.Miura Ⓒ武藤章

小ホール８月２1日（日）発売

S
サ ン キ ョ ク

ANKYOKU2022
若き名手・和の伝承

伝統芸能鑑賞講座
邦楽　９月11日(日)午後1時30分開始 第2練習室
能　9月23日(金・祝)午前10時30分開始 第1会議室
日本の伝統芸能について、気軽に楽しく学べる講座です。実演を交えながら詳しく解説します。はが
きに、参加日・郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号・参加希望人数を記入し、下記までお送りください。
〒320-8570(住所不要)宇都宮市文化会館「伝統芸能鑑賞講座」係邦楽：8月19日（消印有効）能：8
月26日（消印有効）
※応募多数の場合は抽選となります。当落の発表は整理券の発送をもってかえさせていただきます。

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）

■演奏予定曲目　▼K
ケ ツ イ
ETSUI（福田智久山作曲）

▼松竹梅（三つ橋勾当作曲）▼尺八、三絃と二面
の箏のための四重奏曲（間宮芳生作曲）他

11月26日(土) 午後2時開演
全席指定　一般2,000円
　　　　　高校生以下1,000円
※未就学児入場不可。

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
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