
№ イベント名 内　　　　容 開催日 開催時間 開催場所
備考

（定員・料金・過去の参加
人数等）

1
錦厚「奥日光の生きも
のたち　動物・鳥・昆
虫・花」

市民ギャラリー
11/1（水）～
11/5（日）

妖精ミュージアム（表
参道スクエア5階）

妖精ミュージアム 028-616-1573

2 DV防止啓発パネル展
11/1（水）～
11/10（金）

市役所1階　市民
ホール

宇都宮市男女共同参画課 028-632-2346

3
企画展示「雀宮地区
の魅力紹介」

11/1（水）～
11/15（水）

宇都宮アンテナショッ
プ宮カフェ

宇都宮アンテナショップ宮
カフェ

028-666-8938

4 糖尿病パネル展
糖尿病や糖尿病予防に関する正しい知識を
普及するためのパネルの展示やリーフレット
による啓発。

11/1（水）～
11/30（木）

17:00～21:01
市保健センター
(ララスクエア宇都宮
9階）

宇都宮市健康増進課 028-626-1126

5
サーズディナイト
フィーバー

11/2（木） 17:00～21:00 バンバ広場
NPO法人宇都宮中心商店
街活性化委員会

028-616-3744

6
アスポ小学生絵画コ
ンクール受賞作品展
示

11/3（金）～
11/17（金）

下野新聞ＮＥＷＳ Ｃ
ＡＦＥ（江野町）

下野新聞ニュースカフェ

028-637-8111

http://www.shimotsuke.co.
jp/newscafe/

7

マーキュリーバンド２５
周年記念特別演奏会
～ゲーム音楽の夕べ
～

宇都宮市で活動する一般吹奏楽団の特別公
演。
吹奏楽で奏でるゲーム音楽の世界「ドラゴン
クエスト」と「ファイナルファンタジー」を演奏。

11/3（金） 19:00～
栃木県総合文化セン
ター（メインホール）

マーキュリーバンド 080-6560-8130 入場無料

問い合わせ先・ホームページ等

街なかイベント情報 （平成２９年１１月）   
ミヤリー出没情報は 

このマークをチェック！ 
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8 よみきかせ会 歌・手遊び・絵本・紙芝居の読み聞かせ 11/4（土） 10:30～11:00
ゆうあいひろば
（表参道スクエア6
階）

ゆうあいひろば 028-616-1570
対象：乳幼児～小学生
※乳幼児は保護者同伴

9
井村君江名誉館長に
よるギャラリートーク

「ピーター・パンをめぐって」と題したお話 11/4（土） 13:00～14:00
妖精ミュージアム内
ライブラリーコーナー

妖精ミュージアム 028-616-1573

10 朝カフェ 毎週土曜の朝活イベント「宮の朝カフェ」
11/4・11・
18・25（土）

8:00～9:30
下野新聞ＮＥＷＳ Ｃ
ＡＦＥ（江野町）

下野新聞ニュースカフェ

028-637-8111

http://www.shimotsuke.co.
jp/newscafe/

11 MIYA JAZ IN 2017
ステージ演奏、飲食販売
、アマチュアバンド人気投票の実施

11/4（土)・
11/5（日）

11:00～18:40
（会場によって
異なります）

・オリオン市民広場
（オリオンスクエア）
・まちかど広場
（レディオベリー前）
・オリオン曲師町イベ
ント広場
・宇都宮城址公園会

ミヤ･ジャズ推進協議会
（宇都宮商工会議所内）

028-637-3131

http://miyajazz.jp/index.ht
ml

12 宇都宮餃子祭り2017 宇都宮餃子会加盟店による餃子の販売
11/4（土)・
11/5（日）

10:00～16:00 宇都宮城址公園

宇都宮餃子祭り実行委員
会
（宇都宮観光コンベンショ
ン協会内）

028-632-2445 1皿（3個）100円

13 宮の市〔商業祭〕

各商店街でお客様感謝セールや1商店街1イ
ベントなどの実施
中心部にてストリートフェスティバルやスタン
プラリーなどの各種イベントの開催

11/4（土)・
11/5（日）

11:00～16:00
宇都宮市内各商店
街
バンバ通り

宮の市（商業祭）実行委員
会
（宇都宮商工会議所内）

028-637-3131

14 ICHIGO JAM
11/4（土)・
11/5（日）

バンバ広場
NPO法人宇都宮中心商店
街活性化委員会

028-616-3744

15
ジャズ＆フォーク
ミュージックの音楽体
感ステージ

ミヤ・ジャズイン×うつのみやジャズのまち共
催。親子で一緒に音楽との触れ合い。

11/4（土)・
11/5（日）

13:00～15:00
東武宇都宮百貨店
6F　屋上憩いの広場

販売促進・宣伝課
028-651-5740
http://www.tobu-u-
dept.jp/index.php

観覧無料



№ イベント名 内　　　　容 開催日 開催時間 開催場所
備考

（定員・料金・過去の参加
人数等）

問い合わせ先・ホームページ等

16
オリオン☆一箱古本
市

11/4（土)・
11/5（日）

10:30～17:00 オリオン通り
栃木県出版文化展実行委
員会（下野新聞社）

TEL　028-625-1135
FAX　028-625-9619

出店料/1日間：1,500円、2
日間：2,000円

17 日野町秋祭りライブ 11/5（日） 11:00～15:30
篠崎木工様前屋外
特設ステージ

日野町商店会

18

とちぎ舞台芸術アカデ
ミー２０１７【音楽部
門】
第１２回栃木県ジュニ
アピアノコンクール本
選／表彰式

公益財団法人とちぎ未来づくり財団が主催す
る子どもたちのためのピアノコンクール。入場
無料の演奏会形式のため、どなたでもご鑑賞
いただけます。

11/5（日） 未定
栃木県総合文化セン
ター（メインホール）

（公財）とちぎ未来づくり財
団
文化振興課

028-643-1010
入場無料
就学前のお子様のご入場
はご遠慮ください。

19
フリーマーケット 028
商店街

フリーマーケットはもちろん、栃木の特産物を
集めた直売所、飲食ブース、宇都宮ケーブル
テレビ本社前のステージイベントなど。

11/5（日） 10:00～15:00 ユニオン通り
宇都宮ユニオン通り商店
振興組合

http://www.ucatv.ne.jp/un
ion/index.html

20
税に関する啓発作品
展示

11/6（月）～
11/10（金）

市役所1階　市民
ホール

宇都宮市税制課 028-632-2204

21 よみきかせ会 歌・手遊び・絵本・紙芝居の読み聞かせ 11/7（火） 11:00～11:30
ゆうあいひろば
（表参道スクエア6
階）

ゆうあいひろば 028-616-1570
対象：乳幼児～小学生
※乳幼児は保護者同伴

22
少年消防クラブ入選
防火作品展示

11/7（月）～
11/13（月）

市役所1階　市民
ホール

宇都宮市消防局予防課 028-625-5505

23 オリスクマーケット 農産物等の販売 11/7（火） 10:00～15:00 オリオンスクエア オリオンスクエア 028-634-1722
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24
第５回スポーツ特別
講演会

古賀稔彦氏による講演。
テーマ「夢の実現～挑戦することの大切さ～」

11/8（水） 19:00～
栃木県総合文化セン
ター（メインホール）

（株）栃木サッカークラブ 028-600-5555 無料（要整理券）

25 阿刀田高文芸講演会 『ギリシア神話の魅力～読書への誘い～』 11/8（水） 14：00～
栃木県総合文化セン
ター（サブホール）

栃木県立図書館（関） 028-622-5113 無料（要整理券）

26
第５回アトリエ郷絵画
展

水彩画を中心に静物や風景や人物などの作
品の展示

11/9（木）～
11/12（日）

9：30～18：00
(9日は11：00か
ら 12日は16：00
まで)

栃木県総合文化セン
ター（第2ギャラリー）

アトリエ郷（田村） 028-662-7333

27
第６回しもつけ新聞ス
クラップ作品コンクー
ル

切り抜き記事を集めて作る「新聞スクラップ作
品」のコンクール

11/9（木）～
11/12（日）

10：00～18：00(9
日は13：00から
12日は17：00ま
で)

栃木県総合文化セン
ター（第4ギャラリー
A・B）

㈱下野新聞社教育文化事
業部（小林）

028-625-1172

28

創流90周年記念
草月会栃木県支部
草月いけばな展
「花は、私になる。」 in
Tochigi

11/9（木）～
11/12（日）

東武宇都宮百貨店
4F　特別サロン

販売促進・宣伝課
028-651-5740
http://www.tobu-u-
dept.jp/index.php

29 とちぎ女性活躍フォー
ラム２０１７

11/10（金） 14：00～
栃木県総合文化セン
ター（サブホール）

栃木県県民生活部人権・
青少年男女参画課

028-623-3074 入場無料

30
栗原心平
クッキングトークショー

宇都宮東武の栗原はるみ 15周年を記念し
て、栗原心平氏の実演を交えたトークショーを
開催

11/10（金） 14：00～
東武宇都宮百貨店
5F インテリア特設会
場

5F share with 栗原はるみ
（三條）

028-651-5607
http://www.tobu-u-
dept.jp/index.php

立ち見観覧は無料
※当日の立見観覧は先
着順

31
３５周年絵画「森の
会」展２０１７

大森弘氏を中心として会員の近作油彩画（大
作）の展示

11/11（土）
～11/14
（火）

9：30～17：30
(11日は13：00か
ら， 14日は16：
00まで)

栃木県総合文化セン
ター（第1ギャラリー）

絵画「森の会」（湯澤） 028-672-0551
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32
ウイークエンドシネマ
洋画編「シャレード」

映画上映 11/11（土） 14:00～
市民プラザ（表参道
スクエア）

市民プラザ 028-616-1540 先着80名

33 おもちゃクリニック 子ども立ち会いで、おもちゃの修理 11/11（土） 13:00～15:00
ゆうあいひろば
（表参道スクエア6
階）

ゆうあいひろば 028-616-1570
先着10組（1組に付き1個）
対象：乳幼児・小学生とそ
の保護者

34 うんめ～べ朝市
水産物や水産加工品、菓子・乾物などの関連
商品、野菜や果物の販売。
お楽しみ抽選会開催。

11/11（土） 9:00～12:00
宇都宮市中央卸売
市場

宇都宮うんめ～べ朝市実
行委員会
（宇都宮市中央卸売市場）

028-637-6041

35
栃木県警察　県民ふ
れあい警察展（予定）

ステージイベント、飲食販売、車両展示など 11/11（土） 12:30～14:40 オリオンスクエア 宇都宮市生活安心課

36 New Green Meeting 11/11（土） 9:00～21:00 バンバ広場
NPO法人宇都宮中心商店
街活性化委員会

028-616-3744

37
イシヲロシアの「みん
なで歌いましょう♪」

11/11（土） 14:00～15:00
下野新聞ＮＥＷＳ Ｃ
ＡＦＥ（江野町）

下野新聞ニュースカフェ

028-637-8111

http://www.shimotsuke.co.
jp/newscafe/

38
緑化講習会＊初心者
向けのガーデニング

緑化講習会。初心者向けのガーデニング。 11/11（土） 9:30～11:30
八幡山公園事務所
別館（塙田5丁目）

宇都宮市緑のまちづくり課 028-632-2597

先着30名
費用1,500円（材料費）
※市内在住か通勤通学し
ている人

39 清明館和室でお茶会 流派　習軒流煎茶道 11/12（日） 11:00～15:00
宇都宮城址公園　清
明館

宇都宮茶華道協会
028-639-1634

宇都宮市文化課
028-632-2763

茶券1枚300円
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40
第8回フェアトレードま
つり(予定)

ステージイベント、飲食販売、ワークショップ 11/12（日） 10:30～15:30 オリオンスクエア
まちなか・せかいネット
－とちぎ海外協力NGOセ
ンター

41 東北復興応援ひろば 11/12（日） バンバ広場
NPO法人宇都宮中心商店
街活性化委員会

028-616-3744

42
第７１回栃木県芸術
祭　合同バレエ公演

11/12（日） 13:00～
栃木県総合文化セン
ター（メインホール）

栃木県洋舞連盟バレエ部
会（高橋）

028-636-1132 入場無料

43
第７１回栃木県芸術
祭 演劇祭

11/12（日） 13:00～
栃木県総合文化セン
ター（サブホール）

栃木県演劇協議会（山縣） 0285-53-5427 全席自由　1,500円

44
アルコール関連問題
啓発週間におけるパ
ネル展

11/13（月）
～11/16
（木）

市役所1階　市民
ホール

宇都宮市保健予防課 028-626-1114

45
篠井絵画コンクール
入賞作品の展示

11/13（月）
～11/17
（金）

市役所1階　市民
ホール

宇都宮市用地課 028-632-2174

46
＜シニアセミナー＞
コミュニケーション・
ラーニング

・ＴＡ(交流分析)で学ぶ「時間の構造化」
・あなたが望むコミュニケーションは？～スト
ローク密度と自律的時間の構造化～
(講師　ＮＰＯ日本キャリア・コンサルタント協
会栃木県事業部　大島翠氏)

11/13（月） 14:00～16:00
とちぎ生涯現役シニ
ア応援センター　ぷ
らっと

・とちぎ生涯現役シニア応
援センター ぷらっと
電話：028-622-3018 FAX：
028-622-3098
・とちぎジョブモール
電話：028-623-3226 FAX：
028-623-3236

参加無料
20名（事前申込優先、先
着順）

47
栃木県職員退職者作
品展

11/14（火）
～11/16
（木）

9：00～18：00
(14日は12：00か
ら ，16日は15：
00まで)

栃木県総合文化セン
ター（第2ギャラリー）

栃木県職員退職者会（金
子）

028-623-2540
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48 よみきかせ会 歌・手遊び・絵本・紙芝居の読み聞かせ 11/14（火） 11:00～11:30
ゆうあいひろば
（表参道スクエア6
階）

ゆうあいひろば 028-616-1570
対象：乳幼児～小学生
※乳幼児は保護者同伴

49 朝市 農産物等の販売 11/14（火） 10:00～16:00 オリオンスクエア すみれや

50
嶋田商事「お金のセミ
ナー」

・セカンドライフの収入は？
・セカンドライフの不足額は？
・正しい資産運用のプロセス
・選ぶべき金融商品

11/14（火） 10:30～12:00
下野新聞ＮＥＷＳ Ｃ
ＡＦＥ（江野町）

下野新聞ニュースカフェ

028-637-8111

http://www.shimotsuke.co.
jp/newscafe/

先着10名
参加無料

51
味噌屋で作る　本格
手づくり味噌教室

家庭作れる美味しい味噌の作り方教室（基礎
コース）

11/14（火） 10:00～12:00
あおげん酵房
（株式会社青源味
噌）

あおげん酵房（担当：本多） 028-666-7113 参加費3,200円（税込）

52
コンセ会「コンセ展（油
彩画）」

市民ギャラリー
11/15（水）
～11/20
（月）

妖精ミュージアム（表
参道スクエア5階）

妖精ミュージアム 028-616-1573

53
「公募」第２０回記念
栃木県昂洋会展

11/15（水）
～11/19
（日）

10：00～18：00
（19日は17：00ま
で）

栃木県総合文化セン
ター（第4ギャラリー
A、第4ギャラリーB、
第4ギャラリーC）

栃木県昂洋会（三田） 0285-72-2162

54 朝市 農産物等の販売 11/15（水） 10:00～16:00 オリオンスクエア すみれや

55
企画展示「上河内地
区の魅力紹介」

11/16（木）
～1/30（木）

宇都宮アンテナショッ
プ宮カフェ

宇都宮アンテナショップ宮
カフェ

028-666-8938
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56
うつのみやイルミネー
ション2017

中心市街地のライトアップ
11/16（木）
～1/15（月）

17:00～1:00 中心市街地

宇都宮中心市街地ライト
アップ実行委員会
歴史と光のﾌｭｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ実行委員会

（事務局）
宇都宮まちづくり推進機構
028-632-8215

57
うつのみやイルミネー
ション2017　点灯式

中心市街地のライトアップ事業「うつのみやイ
ルミネーション2017」の点灯式

11/16（木） 18:00 オリオンスクエア

宇都宮中心市街地ライト
アップ実行委員会
歴史と光のﾌｭｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ実行委員会

（事務局）
宇都宮まちづくり推進機構
028-632-8215

58 一晩だけのワイン村 ワイン・軽食などの販売 11/16（木） 17:00～20:30 オリオンスクエア
オリオンスクエア管理事務
所

028-634-1722

59
サーズディナイト
フィーバー

11/16（木） 17:00～21:00 バンバ広場
NPO法人宇都宮中心商店
街活性化委員会

028-616-3744

60
工作つくってあそぼう
「キャップの両面ごま」

ペットボトルのキャップを使って、よく回るこま
作り。

11/16（木）・
17（金）・18
（土）

16日　10:00～
12:00
17日・18日
14:00～16:00

ゆうあいひろば
（表参道スクエア6
階）

ゆうあいひろば 028-616-1570
各先着30人
対象：乳幼児～小学生
※乳幼児は保護者同伴

61
ボジョレヌーヴォーを
楽しむ会

産地直輸入のボジョレヌーヴォーとフランス料
理
（シャンソン歌手　小高史子さん／ ピアニスト
小池瑞枝さん）

11/16（木） 18:30～20:30
チサンホテル宇都宮
2階　ふじ

宇都宮市国際交流協会
（UCIA）

Tel:028-616-1870
Fax:028-616-1871
Email:ucia@ucia.or.jp

先着80名
会費6,000円（UCIA会員
5,000円）

62

【ボージョレ・ヌー
ヴォー解禁イベント】
解禁日を音楽で祝お
うミニライブ

ボージョレ・ヌーヴォーの解禁を祝して、フラン
スのシャンソンや民謡をアコーディオンとギ
ターで生演奏

11/16（木） 11:00～/14:00～
東武宇都宮百貨店
B1F 食品フロア

販売促進・宣伝課
028-651-5740
http://www.tobu-u-
dept.jp/index.php

観覧無料

63
宇都宮の神楽パネル
展

11/17（金）
～11/22
（水）

市役所1階　市民
ホール

宇都宮市文化課 028-632-2766
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（定員・料金・過去の参加
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64
杉村太蔵講演会『プラ
イドを捨てた男の人生
訓』

11/17（金） 14:00
栃木県総合文化セン
ター（メインホール）

公益財団法人とちぎ未来
づくり財団
文化振興課

028-643-1010
無料（要整理券）
就学前のお子様のご入場
はご遠慮ください。

65
MOA美術館児童作品
展

「絵画」2,300点余・「書写」500点余の応募から
選ばれた、「小さな芸術家たち」の作品の展
示。

11/17（金）
～11/18
（土）

10：00～17：00
（17日は14：00
から）

栃木県総合文化セン
ター（第3ギャラリー）

MOA美術館栃木児童作品
展事務局（前田）

028-635-7305

66

わく・わくアートコン
クールinうつのみや
2017　入賞作品巡回
展

障がいのある人のアートコンクールで入賞し
た絵画や造形物などの作品の巡回展。

11/17（金）
～11/19
（日）
・11/23（木）

11/17（金）～11/19
（日）　東武宇都宮百
貨店
・11/23（木）　市役所
14階C会議室

宇都宮市障がい福祉課 028-632-2229

67 こどもと大人の作品展

カルチャースクールドレミ・ミュージックの、油
絵・絵画・陶芸・習字コースの合同作品展。
姉妹校の学童保育ドレミ・キッズの作品も展
示。

11/17（金）
～11/19
（日）

10：00～19：00
(17日は14：00か
ら 19日は17：00
まで)

栃木県総合文化セン
ター（第2ギャラリー）

ドレミ・ミュージック（増渕） 028-610-5222

68
開店58周年記念
明石庄作陶芸展

11/17（金）
～11/23
（木）

東武宇都宮百貨店
4F　特別サロン

販売促進・宣伝課
028-651-5740
http://www.tobu-u-
dept.jp/index.php

69
横山桂子 竹下鹿丸
木と土のしごと展

木工家・横山桂子さんと陶芸家・竹下鹿丸さ
んによる“手しごと”展。

11/18(土)
～
11/26(日)

11:00～17:30
ギャラリーHANNA
（松が峰）

ギャラリーHANNA 028-638-6123

70
第１５回「花にこころを
よせて２０１７」

池坊の教室の花仲間による展示。
11/18（土）
～11/19
（日）

10：00～17：00
（19日は15：00ま
で）

栃木県総合文化セン
ター（第1ギャラリー）

結い花こちょう　花の教室
（橋本）

028-660-1955

71
Piano-forte mini
concert

11/18（土） 13：00 （予定）
栃木県総合文化セン
ター（サブホール）

鈴木ピアノ教室（鈴木） 028-648-0861 入場無料
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72 木版画教室 11/18（土） 13:00～15:00
下野新聞ＮＥＷＳ Ｃ
ＡＦＥ　1階（江野町）

下野新聞ニュースカフェ

028-637-8111

http://www.shimotsuke.co.
jp/newscafe/

73 宮コン ＜大規模宮コン＞ 11/18（土） 19：00～23：00 市内10店舗（予定） 宮コン実行委員会
028-601-3850
miyacon@basil.ocn.ne.jp

合計400名（男性200名/
女性200名）
男性7,000円/女性2,500円

74
VRハンググライダー
体験

「世界初！！ハンググライダー日本代表が撮
影した実写VRフライトシュミレーター」
日本代表選手が撮影した空の神秘的な世界
をそのままに体感できる

11/18（土） 10:00～16:00
東武宇都宮百貨店
6F　屋上憩いの広場

販売促進・宣伝課
028-651-5740
http://www.tobu-u-
dept.jp/index.php

参加年齢：小学生以上
（先着150名）
雨天決行，参加無料

75
清明台（北側櫓）2階
を特別開放

11/19（日） 11:00～14:00
宇都宮城址公園　清
明台

宇都宮市公園管理課 028-632-2989 雨天中止

76 宮スクの日
毎月第3日曜日は「宮スクの日」
お楽しみ抽選会など

11/19（日）

10:00～18:00
賞品がなくなり
次第終了

うつのみや
表参道スクエア
１階特設広場

うつのみや表参道スクエア

http://www.u-
omotesando.jp/about/

028-600-4281

ネット抽選券を印刷して持
参または，スマホ画面提
示で，1人1回当日限り有
効

77
第７１回栃木県芸術
祭　日本舞踊公演

11/19（日） 12:00
栃木県総合文化セン
ター（メインホール）

（公社）日本舞踊協会栃木
県支部（坂東）

028-676-0381 全席自由　3,000円

78
第７１回栃木県芸術
祭 第４２回栃木県謡
曲大会

観世・喜多・宝生各流の謡曲愛好者が一堂に
集って、素謡・仕舞など。

11/19（日） 10:00
栃木県総合文化セン
ター（サブホール）

栃木県謡曲連盟（恩田） 028-622-8730 入場無料

79 第6回栃木パンまつり 11/19（日） バンバ広場
NPO法人宇都宮中心商店
街活性化委員会

028-616-3744
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80
キッズダンスコンテス
ト(予定)

11/19（日） オリオンスクエア

81
ゆるスポ百貨店ツ
アー2017

11/19（日） 11:00～15:00
東武宇都宮百貨店
6F 屋上憩いの広場

販売促進・宣伝課
028-651-5740
http://www.tobu-u-
dept.jp/index.php

参加無料

82
詩と絵画(版画）の
ハーモニー展示

11/19（日）
～11/25
（土）

下野新聞ＮＥＷＳ Ｃ
ＡＦＥ　2階（江野町）

下野新聞ニュースカフェ

028-637-8111

http://www.shimotsuke.co.
jp/newscafe/

83
福祉のまちづくりポス
ターコンクール入賞作
品展

11/20（月）
～11/24
（金）

市役所1階　市民
ホール

宇都宮市保健福祉総務課 028-632-2919

84 よみきかせ会 歌・手遊び・絵本・紙芝居の読み聞かせ 11/20（月） 11:00～11:30
ゆうあいひろば
（表参道スクエア6
階）

ゆうあいひろば 028-616-1570
対象：乳幼児～小学生
※乳幼児は保護者同伴

85
ペットの飼い方相談と
ウサギの抱っこ体験

11/20（月）
11:00～12:00
14:00～15:00

八幡山公園 八幡山公園
028-624-0642
http://hatimanyama.jp/

86
第9回栃木県交通・生
活安全安心県民大会

11/21（火） 13:30～
栃木県総合文化セン
ター（サブホール）

栃木県県民生活部くらし安
全安心課　生活・交通安全
担当

028-623-2185 入場無料

87
ボタニカルアート≪花
写精≫第18回植物画
展

植物を植物学的に正確に、芸術的にも美しく
描いた植物細密画の展覧会。

11/22（水）
～11/26
（日）

10：00～17：00
栃木県総合文化セン
ター（第1ギャラリー）

ボタニカルアート≪花写精
≫（山﨑）

028-633-8370
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88
第72回栃木県女流画
家展

会員による油彩・日本画・半立体の作品を展
示。

11/22（水）
～11/26
（日）

10：00～18：00
(22日は13：00か
ら， 26日は16：
00まで)

栃木県総合文化セン
ター（第4ギャラリー
A・B・C）

栃木県女流美術家協会
（小梶）

028-643-4801

89 中山光広絵画展
山形で描いた風景や人物を中心に、油彩画・
中山光広絵画展水彩画・素描等を展示。

11/22（水）
～11/29
（水）

9：00～18：00
(29日は16：00ま
で）

栃木県総合文化セン
ター（第2・第3ギャラ
リー）

中山 光広 028-611-3108

90
八幡山公園　勤労感
謝の日・無料開放

11/23（木）

展望塔　9:00～
16:30
ゴーカート　9:00
～16:00

八幡山公園 八幡山公園
028-624-0642
http://hatimanyama.jp/

91
宇都宮マンドリンクラ
ブ定期演奏会

11/23（木） 13:30～
栃木県総合文化セン
ター（メインホール）

宇都宮マンドリンクラブ（猪
瀬）

028-661-6167 入場無料

9:00～
【オープニングセレモ
ニー】
オリオンスクエア

9:00～14:30

【催事】
市総合福祉セン
ター・中央生涯学習
センター・まちかど広
場・オリオンスクエア

10:00～
【福祉バザー】
中央生涯学習セン
ター

93
具志堅用高 トーク
ショー

11/23（木） 14:00～
東武宇都宮百貨店
6F　屋上憩いの広場

販売促進・宣伝課
028-651-5740
http://www.tobu-u-
dept.jp/index.php

観覧無料

92
第11回宇都宮市民福
祉の祭典

手話・点字・要約筆記などの福祉体験コー
ナー、福祉パレード、ボランティア団体・福祉
施設などのパネル展示、ステージアトラクショ
ン、軽食・農産物・手作り雑貨などの模擬店、
スタンプラリー、市内小中学生による福祉書
道・絵画展、ミヤリーとの記念撮影、レクリ
エーションなど

11/23（木）
宇都宮市民福祉の祭典実
行委員会

028-636-1285
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94
アトリエまるしおん「ア
トリエまるしおん造形
教室展」

市民ギャラリー
11/24（金）
～11/26
（日）

妖精ミュージアム（表
参道スクエア5階）

妖精ミュージアム 028-616-1573

95
世界エイズデーにお
けるパネル展示

11/24（金）
～12/1（金）

市役所1階　市民
ホール

宇都宮市保健予防課 028-626-1114

96 歌声喫茶 懐かしい音楽などをみんなで歌う 11/24（金） 14:30～16:30
宇都宮アンテナショッ
プ宮カフェ

宇都宮アンテナショップ宮
カフェ

028-666-8938
費用1,500円（参加費・飲
み物代）

97
ワークショップ「影絵で
作ろう　宇都宮いちま
いばなし」

佐藤悠さん（アーティスト）による、即興のお話
作りと、お話の登場人物の影絵人形づくり。

11/25（土）・
26（日）

13:00～16:00
市民プラザ（表参道
スクエア）

宇都宮美術館「いちまいば
なし係」

TEL　028-643-0100
FAX　028-643-0895

各抽選30名

98 八幡山公園まつり
大道芸人によるパフォーマンス、スタンプラ
リー、乗馬、ウサギ触れ合い、馬の餌やり、
ファファなど。

11/25（土） 10:00～15:30 八幡山公園 八幡山公園
028-624-0642
http://hatimanyama.jp/

99 KEIRINフェスティバル

競輪のコースを競輪選手と一緒に走行できる
タンデム自転車体験やペダルを逆回転させる
と進む自転車、、極端に小さい自転車などの
おもしろ自転車体験、対戦型模擬競輪アトラ
クション、競輪選手用カレーの限定販売、新
鮮野菜の無料配布及び販売、豪華景品の当
たる競輪クイズなどの初心者講座

11/25（土） 10:00～15:30 宇都宮競輪場 宇都宮市公営事業所 028-625-0100

100 読み語り会
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

11/25（土） 14:00～14:30
妖精ミュージアム（表
参道スクエア5階）

妖精ミュージアム 028-616-1573

101 子育て相談
心理カウンセラーたんぽぽ隊による子育て相
談

11/25（土） 13:30～15:30
ゆうあいひろば
（表参道スクエア6
階）

ゆうあいひろば 028-616-1570 乳幼児・小学生の保護者
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102
髪フェス2017「ミング
ル」（予定）

11/25（土） オリオンスクエア

103 コスプレin八幡山公園 11/26（日） 11:00～15:00 八幡山公園 八幡山公園
028-624-0642
http://hatimanyama.jp/

参加費1,000円

104
とちぎハイスクール
フェスティバル2017

県内の高校生が企画・開発した商品の販売
県内の様々な部活動によるパフォーマンス

11/26（日）
11:00～15:00(予
定)

オリオンスクエア
とちぎハイスクールフェス
ティバル実行委員会

028-634-1722

105
第61回ユリスバレエ
公演

クラシックバレエ・モダンバレエの公演。 11/26（日） 14:00～
栃木県総合文化セン
ター（メインホール）

ユリス・バレエ・アトリエ（大
山）

028-624-0515 無料（要整理券）

106 メディカルカフェ 11/26（日） 10:00～14:00
下野新聞ＮＥＷＳ Ｃ
ＡＦＥ（江野町）

下野新聞ニュースカフェ

028-637-8111

http://www.shimotsuke.co.
jp/newscafe/

107
ライブ「山根がゆく～
日光宇都宮篇」

11/26（日） 16:00～18:00
下野新聞ＮＥＷＳ Ｃ
ＡＦＥ　1階（江野町）

下野新聞ニュースカフェ

028-637-8111

http://www.shimotsuke.co.
jp/newscafe/

108 大人の宮コン 男性・女性35歳以上限定＜中規模宮コン＞ 11/26（日） 19：00～22：00 市内3店舗（予定） 宮コン実行委員会
028-601-3850
miyacon@basil.ocn.ne.jp

合計200名（男性100名/
女性100名）
男性7,000円/女性3,000円

109
第22回全国竹芸展宇
都宮巡回展

全国から応募された竹工芸作品の展示。
11/27（月）
～11/30
（木）

9：30～16：00
（27日は13：00
から）

栃木県総合文化セン
ター（第1ギャラリー）

全国竹芸展実行委員会事
務局（平澤）

028-622-8572
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110
「宇都宮市民福祉の
祭典」書道展・絵画展

11/27（月）
～12/1（金）

市役所1階　市民
ホール

宇都宮市保健福祉総務課
（福祉の祭典実行委員会）

028-632-2919

111 手芸2人展
11/27（月）
～12/1（金）

下野新聞ＮＥＷＳ Ｃ
ＡＦＥ　2階（江野町）

下野新聞ニュースカフェ

028-637-8111

http://www.shimotsuke.co.
jp/newscafe/

112
＜シニアセミナー＞
再就職活動セミナー
～準備編～

・求人の見つけ方と高齢者の再就職の現状
・キャリアの棚卸（自己分析）と第２の適職探
し～経験は思うような評価は得られない。で
も、思う以上の価値があるのです～
（講師　とちぎジョブモール 　キャリアカウンセ
ラー　奥田照幸氏）

11/27（月） 14:00～16:00
とちぎ生涯現役シニ
ア応援センター　ぷ
らっと

・とちぎ生涯現役シニア応
援センター ぷらっと
電話：028-622-3018 FAX：
028-622-3098

・とちぎジョブモール
電話：028-623-3226 FAX：
028-623-3236

参加無料
20名（事前申込優先、先
着順）

113
しゅるしゅる「しゅる
しゅる版画展」

市民ギャラリー
11/28（金）
～12/4（月）

妖精ミュージアム（表
参道スクエア5階）

妖精ミュージアム 028-616-1573

114 よみきかせ会 歌・手遊び・絵本・紙芝居の読み聞かせ 11/28（火） 11:00～11:30
ゆうあいひろば
（表参道スクエア6
階）

ゆうあいひろば 028-616-1570
対象：乳幼児～小学生
※乳幼児は保護者同伴

115
平成29年度犯罪被害
者支援県民のつどい

あなたに知ってほしいこと～犯罪被害者支援
とは～

11/29（水） 13:00～
栃木県総合文化セン
ター（サブホール）

（公社）被害者支援セン
ターとちぎ（和氣）

028-623-6600 入場無料

116

宇都宮共和大学シ
ティライフ学シンポジ
ウム
「 まちを元気にする
LRT ―交通未来都市
うつのみやの取組―
」

「まちを元気にする LRT」 をテーマに，効率的
で持続可能な都市づくりと公共交通戦略
について考える
中尾正俊氏（宇都宮ライトレール株式会社常
務取締役），古池弘隆本学特任教授（都市経
済研
究センター長）

11/29（水） 14:00～16:00
宇都宮共和大学　宇
都宮シティキャンパ
ス

宇都宮共和大学 都市経済
研究センター

TEL 028-650-6611
FAX 028-650-6612
http://www.kyowa-u.ac.jp
E-mail：rcenter@kyowa-
u.ac.jp

参加無料


