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NEWS Strawberry Hearts Strawberry Hearts 
メンバー募集中！メンバー募集中！

文化会館文化会館

図書館図書館

藤岡文化会館　☎ 62-4351

ピアノ開放デー「わくわく！ピアノ！」
　カワイの「最高水準グランドピアノＥＸ」
を無料開放。持ち時間いっぱい、自由に
ご活用ください。
時 5月28日（土） 29日（日）　10 時
開始会ホール対ピアノを弾ける5歳以上
定各日10組（先着順）　1組30分間料
無料申 5月1日（日）9時～5月21日
（土）17時30分に、所定の申込書を藤
岡文化会館へ（窓口・郵送・FAX）

とちぎ岩下の新生姜ホール（栃木文化会館）
☎ 23-5678

ピアノ開放デー「わくわく！ピアノ！」
　世界の3大ピアノ
の1つ「ベーゼンドル
ファー」を無料開放。
プログラムを配布す
る発表会スタイル。
時 4月29日（金・祝）　9時 45分開場 
10時開演会小ホール対ピアノを弾ける小
学生以上定 50組（先着）料無料
申 3月27日（日）9時～4月17日（日）
21時30 分に、所定の申込書をとちぎ
岩下の新生姜ホール（栃木文化会館）へ（窓
口・郵送・FAX）

（栃木名所）栃木町第二公園（栃木・（栃木名所）栃木町第二公園（栃木・廣廣
ひ ろ やひ ろ や
谷谷書店発行）個人蔵書店発行）個人蔵

都賀図書館　☎ 28 - 0806
9 時 ~19時 30分／休館・月

スタッフおはなし会
時 4月 24日（日） 14時～ 14時 20
分内紙芝居「ながぐつをはいたねこ」演
図書館スタッフ

図書館西方館　☎ 92 - 2512
9 時 ~19時 30分／休館・月

こどもの読書週間
マグネットしおりプレゼント
時 4月 23日（土）～5月12日（木）
内期間中本を借りた小学生以下の方にし
おりをプレゼント
おはなし会
時 4月 15日（金）14時～内絵本「お
はなみバス」ほか演図書館スタッフ

図書館岩舟館　☎ 54 - 1900
9 時 ~19時 30分／休館・月

こどもの読書週間
「きみは図書館クイズ王になれるか！！」
時 4月 23日（土）～5月12日（木）
対幼児～小学生（先着100名）内期間
中、１回2冊以上の貸出しでガチャガ
チャのカプセルに入っているクイズに挑
戦！正解者にはプレゼントがあります。
おはなし会
時①4月9日（土）14時～14時30分、
②4月 23日（土）14時～ 14時 30
分内①紙芝居「あさのおしたくこれだれ
の？」「かめのえんそく」②紙芝居「カレー
ライスがにげだした」「おべんとうのえ
んそく」演図書館スタッフ

栃木図書館　☎ 22 - 3542
9 時 ~19時 30分／休館・金

おはなしひろば【読み聞かせ】
時①4月９日（土）10時 30分～11
時、② 4 月２３日（土）10 時 30 分
～11時内①「はなさかじい」ほか、②「ぞ
うくんのさんぽ」ほか演おはなしボラン
ティア『りんごの会』

大平図書館　☎ 43 - 5234
9 時 ~19時 30分／休館・月

絵本の読み聞かせ
時①4月2日（土）14時～14時30分、
②4月8日（金）10時30分～11時、
③4月22日（金）10時30分～11時、
④4月 24日（日）11時～ 11時 20
分演①②③ボランティア『おはなししゃ
ぼんだま』 ④図書館スタッフ対①④幼
児・小学校低学年 ②③幼児
TOCHICO（とちこ）サロン
時 4 月 19 日（火）10 時～ 12 時内
幼児と子育てママ同士の交流

藤岡図書館　☎ 62 - 4889
9 時 ~19時 30分／休館・月

おはなし会
時①4月2日（土）14時～14時30分、
②4月 16日（土）14時～ 14時 30
分内①紙芝居「おにぎりさんきょうだい」
ほか、②紙芝居「はじめてのはなさかじ
いさん」ほか演ふじおかおはなし会『コ
ロポックル』

【企画展】開館記念特別展

有三・信子・トヨの育った時代 ４月 27 日（水）～９月 25 日（日）

　文学館では、栃木市ゆかりの作家
や作品など、文学を中心とした企画展
を年２回開催します。
　最初の企画展は開館記念特別展とし
て、常設展示の中心となる山

やまもと
本有

ゆうぞう
三

（1887～1974）、吉
よ し や
屋信

の ぶ こ
子（1896

～1973）、柴
し ば た
田トヨ（1911～2013）

が育った時代を中心とする昔の栃木の
街にスポットを当てます。３人が暮ら
していた時代の街並みや人々の生活が
どのようなものであったか、また現在はどのように変わっているかを紹介します。

会 場　2階多目的室　　※2階展示室では【常設展】もご覧いただけます。
開館時間　９時30分～17時（入館は16時30分まで）
　※４月27日は開館記念式典開催のため、13時からの開館となります。
休 館 日　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し、火曜日休館）
　　　　　祝日の翌日（祝日の翌日が土曜・日曜・祝日の場合は開館）

【１階コーナー展示】 

日立製作所創業者 小
おだいら

平浪
なみへい

平 ～ 以
わをもってとうとしとなす

和 為 貴 ～
　日立製作所の創業者である小平浪平（都賀町合戦場出身）の関連資料を展示します。
料金　無料

区分 一般 中学生以下
企画展・常設展 330円 (260円 )

無料
常設展のみ 220円 (170円 )

＊（ ）内は20名以上の団体割引料金
＊ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けている方とその介護者１名は無料

料金表

4月 27日（水）開館

　現代日本が抱えるお金の問題に、普通の主婦が立
ち向かう！
　2021年累計動員100万人を超えた大ヒット映
画「老後の資金がありません！」をご覧いただきま
す。お楽しみに！
時 6月 26日（日）
①10時開場　10時30分開演
②13時30分開場　14時開演
会藤岡文化会館 ホール　対未就学児入場不可
料全席指定　500円
チ  4 月 24日（日）発売開始。　窓口：10時～（初
日のみ）電話予約：13時～　市内4文化会館

問藤岡文化会館　☎（62）4351

藤岡文化会館

とちぎシネマ倶楽部とちぎシネマ倶楽部「老後の資金がありません！」 「老後の資金がありません！」 

☎（２５）５４００

2022 年リーグ間もなく開幕！
　栃木シティFCは昨年に引き続き関東サッカーリーグ１部に参戦し、１年のシーズン
を戦っていきます。コロナ禍の中での開催となった昨年のシーズンでは、ホームゲーム
8試合のうち有観客で開催できたのはわずか3試合にとどまるなど、厳しい状況化で
の戦いとなりました。
　今年は4月3日（日）の試合を皮切りに、年間9試合のホームゲームが予定されて
います。ぜひホームゲームの際は、皆様で応援に足をお運びください！

2022 新体制
　2022年は、清水エスパルスでコーチを務めていた今

いまや
矢直
なおき
城監督を筆頭に、選手陣も大きく

入れ替わりました。またユニフォームもデザインを変更し、まさに心機一転！昨年完成したばか
りの新スタジアム「CITY FOOTBALL STATION」にて、熱い試合を見せてくれることでしょう。
　今年こそJFLへの昇格を目指し、皆様の応援をお願いいたします。

スポーツ連携室 ☎（21）2591NEWSNEWSNEWS Tochigi City Football ClubClub栃木シティフットボールクラブ

節 日程 対戦相手 キックオフ時間
プレシーズンマッチ 3月13日（日） SC相模原 13:00

前期1節 4月3日（日） 流通経済大学ドラゴンズ龍ヶ崎 13:00
前期5節 5月15日（日） ジョイフル本田つくば FC 13:00
前期8節 7月3日（日） ブリオベッカ浦安 16:00
後期2節 7月23日（土） 東京23FC 18:00
後期3節 7月30日（土） VONDS市原 18:00
後期4節 8月6日（土） 南葛 SC 18:00
後期6節 9月3日（土） エスペランサSC 17:00
後期7節 9月10日（土） 東邦チタニウム 17:00
後期9節 9月25日（日） TOKYO UNITED FC 14:00

※日程は変更・追加となることがあります。


