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文化会館ウェブサイトを
ご利用ください

　文化会館ウェブサイトでは、市内４文
化会館の公演情報、ご利用情報など、様々
な情報をお届けしています。
　オンラインチケットの発売情報や、感
染症の影響による開催状況・施設の利用
情報なども、随時お知らせしています。
　ぜひご利用ください。

2022 年ホームゲームのご案内
　栃木シティフットボールク
ラブで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。前期第５節は栃木
市でのホーム戦となります！
日時は、5 月 15 日（日）13
時キックオフ、会場は CITY 

FOOTBALL STATION（岩舟総合運動公園内）です。対
戦相手は茨城県のジョイフル本田つくば FCとなります。
昨年完成した真新しいスタジアムでのホーム戦、是非会場に
足をお運びいただき、応援をお願いします！
栃木シティサッカースクールのご紹介
　栃木シティサッカースクール
では、小学生を中心に、サッカー
を通じて子供達の育成を行って
います。市内では２か所実施し
ており、希望するコースによっ
て実施場所が異なります。詳細
につきましては、栃木シティ
ホームページをご覧ください。

栃木市市民デーのご案内
　5月 4日（水・祝）に行われる神奈川フューチャードリー
ムス戦において、『栃木市市民デー』として、市内に在住、
または在勤・在学の方は無料で試合をご覧いただけます。
当日は13時試合開始、会場はとちぎ木の花スタジアム（栃
木市総合運動公園硬式野球場）です。
 観戦を希望される方は、当日ご住所がわかるもの、または
在勤・在学の確認ができるものをお持ちください。
栃木市で行われる今年初のホーム戦となります。多くの皆様
のご来場をお待ちしています！

URL：https://www.tochigi-bunka.jp/
または、このページ右上の二次元バー
コードからアクセスください。

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）　両
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 分料無料申 5 月 1 日（日）
9時～21日（土）17時 30分に所
定の申込書を藤岡文化会館へ提出（窓
口・Fax・郵送）

とちぎシネマ倶楽部
「老後の資金がありません！」

　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 開演会ホール対未就学児入
場不可料全席指定 500円チ発売中

栃木図書館　☎ 22 - 3542
9 時 ~19時 30分／休館・金

まちの保健室
時 5 月 7日（土）13時～ 16 時内栃木
県看護協会栃木支部による血圧測定・体脂
肪測定・健康相談 など
おそとでおはなしひろば【読み聞かせ】
時①5月14日（土）②5月28日（土）
／各日 10 時 30 分～ 11 時内①「もも
のこたろう」ほか ②「そらまめくんのベッ
ド」ほか演おはなしボランティア『りんご
の会』
図書館朗読サロン
時 5月 22日（日）14時～定 20人
内「とっておきのお話」の朗読 演朗読を
楽しむ会 申直接来館または電話にて
水と生きるまち・とちぎ
時 5月 28日（土）～30日（月）　各日
11時～15時内ドキュメンタリー作品上
映・写真展示・文学作品展示・朗読・昔語
り など

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①5月7日（土）14時～14時 30分、
②5月13日（金）10時30分～11時、
③5月22日（日）11時～11時 20分、
④ 5 月 27 日（金）10 時 30 分～ 11

時演①②④ボランティア『おはなししゃぼ
んだま』 ③図書館スタッフ対①③幼児・小
学校低学年 ②④幼児
TOCHICO（とちこ）サロン
時 5 月 10 日（火）10 時～ 12 時内幼
児と子育てママ同士の交流
歴史講座「旧街道と宿場～富田・榎本・茂
呂・藤岡～」
時5月15日（日）14時講和久井紀明氏（栃
木市文化財保護審議会委員）対どなたでも
定 20人内例幣使が通った旧街道の宿場町
について申 4 月 16日（土）から直接来
館または電話にて

藤岡図書館　☎ 62 - 4889
9 時 ~19時 30分／休館・月

おはなし会
時① 5月 7日（土）② 5月 21 日（土）　 
／各日14時～14時30分内①紙芝居「お
さんぽおさんぽポンチョコリーナ」ほか 
②紙芝居「ありくんとかえるくん」ほか演
ふじおかおはなし会『コロポックル』

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 5月 29日（日） 14時～14時 20分
内紙芝居「ばけたらふうせん」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
時 4 月 23 日（土）～ 5 月 12 日（木）
内期間中に本を借りた小学生以下の方に
「マグネットしおり」をプレゼント
おはなし会
時 5月 20日（金）14時～内生活・遊び
／絵本「ピクニック」「もこもこもこ」ほ
か演おはなしボランティア『おはなし☆き
らら』

図書館岩舟館　☎ 54 -1900
9 時～19 時 30 分／休館・月

おはなし会
時①5月14日（土）②5月21日（土）
／各日14時～14時30分内①紙芝居「う
しになったおとこのこ」「ぞうさんきかん
しゃぽっぽっぽっ」②紙芝居「びっくりピ
クニック」紙芝居「きょうのくだものなん
だろな？」演図書館スタッフ

栃木ゴールデンブレーブスTochigi Golden BravesTochigi City Football ClubClub栃木シティフットボールクラブ

キックオフ・プロジェクト

～とちぎを藍で染める～～とちぎを藍で染める～
　かつて、藍が栃木市の特産物であったのはご存じで
しょうか？美術館では、藍や市特産物のぶどうを使っ
てランチョンマットや手ぬぐい、エコバッグなどを染
めて作品を作るワークショップを開催します。
　できあがった作品は、11月３日（木）から美術館
で展示します。

申込申込 電話にて申込。５月10日（火）10時より
　　　栃木市立美術館　
　　　☎（25）５３００（平日10時～16時）

テーマ（作品） 開催日時 参加費 会場
藍の観察・藍の色の
話と色づくり（うちわ）

６月12日（日）
10時～12時 300円 キョクトウ

とちぎ蔵の
街楽習館
大交流室藍の葉のたたき染め

（ランチョンマット・コースター）
７月３日（日）
10時～11時30分 500円

藍の生葉染め
（手ぬぐい）

７月24日（日）
10時～11時30分 300円 栃木中央小学校体育館

テーマ（作品） 開催日時 対象/参加費 会場

藍の葉のた
たき染め
（ エ コバッ
グ）

８月21日（日）
①10時30分～12時
②13時30分～15時
※申込期限
　８月３日（水）

中学生以下
／350円

キョクトウと
ちぎ蔵の街
楽習館
大交流室

ぶどう染め
（ハンカチ）

10月２日（日）
13時30分
　～15時30分
※申込期限
　９月14日（水）

どなたでも
／400円

おおひら歴
史民俗資料
館

申込先着順のワークショップ
講 師 名

な と り
取初

は つ ほ
穂氏（國學院大學栃木短期大学准教授 ）

定 員　各回 5人　対象　どなたでも
※ なるべく多くの方に体験いただくため、参加はお一人様
1回のみとします。一回のお申し込みは 2名まで。
※ 藍の生育を行うメンバーと一緒に体験を行います。

抽選制のワークショップ
講 師 栃木市立美術館職員　定 員　各回１5人 

図書館岩舟館　☎ 54 -1900

広報とちぎ 2022.529 28


