
宇都宮の歴史と文化財 

History & cultural properties of Utsunomiya                  令和４年７月１日 

                

７月のイベント情報 

夏休み体験教室 土器づくりに挑戦 7月 23日（土），9月 24日（土） 

とびやま歴史体験館で「縄文土器」に関する企画展 7月 2日（土）～8月 28日（日） 

夏休みとびやま体験教室 7月 29日（金）～8月 5日（金） 

お盆を迎えるための郷土料理講座 7月 27日（水） 

小麦まんじゅうづくり 7月 30日（土） 

親子で参加 文化財めぐり ハニワ作り＆VR体験 8月 6日（土） 

うつのみやの戦災展 7月 8日（金）～8月 31日（水） 

「うつのみやの空襲」の販売 通年 

うつのみや民話の集い 7月 16日（土） 

宇都宮新発見伝２０２２ 7月 26日（火）～9月 19日（月・祝） 

大谷石文化学連続講座 8月 27日（土），9月 3日（土） 

宇都宮市民遺産（みや遺産）の募集 7月 1日（金）～9月 30日（金） 

 

 



 

 

 

 

 

◆ 夏休み体験教室 縄文土器づくりに挑戦 ◆ 

 
開催日 ①7月 23日（土） ②9月 24日（土） 

時間 ①午前 9時～11時 ②午前 9時～正午 

休館日 月曜日 

会場 うつのみや遺跡の広場（上欠町） 

内容 縄文時代の復元建物を整備した「うつのみや遺跡の広場」。その園内で，縄

文土器づくりにチャレンジ。野焼きでの焼き上げまで行います。 

対象者 小中学生とその家族 

定員 先着 20人（2回とも参加できる方） 

費用 400円 

申し込み方法 電話でうつのみや遺跡の広場（659）0193へ 

申込期間 7月 3日（日）～7月 10日（日）の午後 1時～4時の間 

問合せ うつのみや遺跡の広場（659）0193 

◆ 未知の世界にドキッ 縄文土器の文様を調べてみよう ◆ 

開催日 7月 2日（土）～8月 28日（日） 

時間 午前 9時～午後 5時（入館は 4時 30分まで） 

休館日 月曜日（祝日の場合は開館し，翌日休館） 

会場 とびやま歴史体験館（竹下町） 

内容 市内の遺跡で出土した縄文土器の展示 

問合せ とびやま歴史体験館（667）9400 



 

 

 

 

 

 

 

◆ 夏休みとびやま体験教室 ◆ 

開催日 7月 29日（金）～8月 5日（金） 

休館日 月曜日（祝日の場合は営業し，翌日休館） 

会場 とびやま歴史体験館（竹下町） 

内容 

 

対象者 小中学生（小学 3年生以下は保護者同伴） 

申込方法 直接，または電話でとびやま歴史体験館（667）9400へ 

申込開始 7月 3日（日）午前 11時～ 

問合せ とびやま歴史体験館（667）9400 

◆ お盆を迎えるための郷土料理講座 ◆ 

開催日 7月 27日（水） 

時間 午前 10時～午後 1時 

会場 雀宮地区市民センター（新富町） 

内容 宇都宮伝統文化連絡協議会会員による，お盆を迎えるために作る，炭酸まん

じゅうやぼたもちなどの郷土料理の実習。 

対象者 市内在住者 

定員 抽選 12人 

費用 1,000円（材料費） 

申込方法 はがきに催し名と参加希望者全員の郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番

号を書き，〒320－8540 宇都宮市役所文化課内宇都宮伝統文化連絡協議

会事務局へ 

なお，応募は 1グループ 1通 3人まで 

申込期限 7月 15日（金）必着 

問合せ 宇都宮伝統文化連絡協議会（632）2768 

講座名 実施日 時間 費用 定員

土鈴を作ろう
7月29日（金）

8月4日（木）

コマをつくろう
7月30日（土）

8月2日（火）

段ボールの織機で

コースターをつくろう

7月31日（日）

8月5日（金）

紙すきをしよう 8月3日（水） 1人150円 各先着5組

午前10時30分～正午

午後1時30分～3時
100円 各先着10人



 

 

◆ 小麦まんじゅうづくり ◆ 

 
開催日 7月 30日（土） 

時間 午前 9時 30分～正午 

会場 上河内地区市民センター（中里町） 

内容 盆行事の風習である小麦まんじゅうを作ります。 

対象者 市内在住の小中学生とその保護者 

定員 先着 12人 

費用 1組 500円 

申込方法 電話で上河内民俗資料館（674）3480へ 

申込期間 7月 5日（火）～17日（日） 

※月曜休館 

問合せ 上河内民俗資料館（674）3480 

◆ 親子で参加 文化財めぐり ハニワ作り＆VR体験 ◆ 

開催日 8月 6日（土） 

時間 午前 9時～午後 3時 

内容 市役所（集合）～飛山城史跡公園・とびやま歴史体験館（史跡見学・ハニワ

作り・昼食）～宇都宮城址公園(史跡見学・VR体験)～市役所（解散） 

※昼食持参 

対象者 市内在住の小学生以上の児童・生徒とその保護者 

定員 抽選 20名  

費用 1人 100円（ハニワ作り費用） 

申込方法 往信はがきの往信に催し名，参加希望者全員の住所・氏名・年齢・電話番

号を，返信には代表者の住所，氏名，郵便番号を書き，〒320-8540市役所

文化課へ。 

なお，1グループ 4人まで。 

申込期限 7月 25日（月）必着 

問合せ 文化課（632）2768 



 

 

 

 

◆ うつのみやの戦災展 ◆ 

 
開催日 7月 8日（金）～8月 31日(水) 

時間 午前 9時～午後 7時 

会場 宇都宮城址公園清明館（本丸町） 

内容 戦争や平和について多くの皆様に考えていただけるよう，今年度も宇都宮

の戦災に関する資料や写真を展示・公開します。 

入場料 無料 

問合せ 文化課（632）2768 

◆ 「うつのみやの空襲」の販売 ◆ 

 
販売場所 市役所 12階文化課，宇都宮城址公園清明館（本丸町），上河内民俗資料

館（中里町），とびやま歴史体験館（竹下町），旧篠原家住宅（今泉） 

内容 ▽内容 昭和 20年 7月 12日の宇都宮で起きた空襲を中心に，戦前から

戦後の復興までの宇都宮の歩みを，貴重な資料や写真，関係者の話，被災

者の体験記などによりまとめたもの。 

▽構成 本編「うつのみやの空襲」，別冊１「宇都宮市行政史料集」，別冊２

「米軍資料集」，付図「宇都宮空襲による被害状況図」 

販売価格 1,500円（税込） 

問合せ 文化課（632）2766 



 

 

 

 

 

 

◆ うつのみや民話の集い ◆ 

 
開催日 7月 16日（土） 

時間 午後 1時 30分～2時 30分 

会場 梵天の湯（今里町） 

内容 宇都宮伝統文化連絡協議会の所属会員による民話語り。 

申込方法 当日，直接会場へ 

問合せ 文化課（632）2768 

◆ うつのみや新発見伝 2022 ◆ 

         
開催日 7月 26日(火)～9月 19日(月・祝) 

時間 午前９時～午後５時（入館は午後４時３０分まで） 

休館日 月曜日（祝日の場合は開館し，翌日休館 ） 

会場 うつのみや遺跡の広場（上欠町） 

内容 令和 3年度に行った，宇都宮城跡などの発掘調査の出土品や，新指定文

化財や新認定市民遺産の写真パネルなどを展示します。 

問合せ うつのみや遺跡の広場（659）0193 文化課（632）2766 



 

 

 

  

 

◆ 大谷石文化学連続講座 ◆ 

開催日 ①8月 27日（土），②9月 3日（土） 

時間 午後 1時 30分～5時 （受付 1時～） 

会場 宇都宮大学アカデミアホール（陽東 7丁目） 

内容 ①建築デザインを学ぶ 安森亮雄さん（千葉大学教授）による「大谷石の街

並みと建築の類型学について」の講話と，榊田倫之さん（建築家）による「大

谷石の建材としての魅力について」の講話。 

②人と自然の景観を学ぶ 坂本達彦さん（國學院栃木短期大学教授）によ

る「大谷石と江戸時代の石切の暮らしについて」の講話と，大塚雅之さん

（市文化財ボランティア協議会会長）による「大谷の魅力ある景観について」

の講話。 

定員 各日抽選 80人 

申込方法 市 HPの入力申し込みフォームに必要事項を入力するか，申し込み書（大

谷石文化公式 HPから取り出し可）に必要事項を書き，ファクスで宇都宮市

大谷石文化推進協議会（文化課内）へ ファクス（632）2765 

 

 

 

 

▲大谷石文化公式 HPより申込書をダウンロード 

申込期限 8月 17日（水）必着 

問合せ 宇都宮市大谷石文化推進協議会 電話（632）2766  ファクス（632）2765 

◆ 宇都宮市民遺産（みや遺産）の募集 ◆ 

内容 宇都宮市民遺産（愛称「みや遺産」）制度は，市民や地域に愛され親しまれ

てきた歴史文化遺産を，地域ぐるみで継承していくため，令和元年度に創設

された制度です。 

本市では，歴史文化遺産を「宇都宮市民遺産」として認定し，「地域の宝」と

して皆さんに知っていただくとともに，保存継承する活動などを支援します。 

申込方法 事前に文化課へご相談の上，申請書（市 HPから取り出し可）の他，自治会

や団体など，地域の推薦書や所有者の同意書などを取りまとめて提出。詳

しくは文化課（632）2766へ 

申込期限 9月 30日（金） 

問合せ 文化課（632）2766 



 

≪各施設の休館日（７月）≫ 

７月４日，１１日，１９日，２５日 

 うつのみや遺跡の広場  上欠町１５１－１  ０２８－６５９－０１９３ 

 上河内民俗資料館  中里町１８１－３  ０２８－６７４－３４８０ 

 旧篠原家住宅  今泉１丁目４－３３  ０２８－６２４－２２００ 

 とびやま歴史体験館  竹下町３８０－１  ０２８－６６７－９４００ 
 

 


