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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。

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/

視聴覚ライブラリー
☎（638）5704
http://www.ucatv.ne.jp/〜u_avl/

中央図書館
■アニメ映画会「ちびまる子
ちゃん　まる子 花輪君に英会
話を習う」他3作品　▼日時　
7月18日午前10時30分〜と午
後1時30分〜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
の確認をします。
問視聴覚ライブラリー☎（638）5704

東図書館
■日本映画劇場「想い出のアン」　▼日時
　7月16日午前10時〜と17日午後2時〜
の2回▼定員　各先着50人。
■20世紀名画座「哀愁」　▼日時　7月16
日午後2時〜と17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
の確認をします。

問視聴覚ライブラリー☎（638）5704
南図書館

■荒井退造展　▼日時　7月18日〜8月
14日、午前9時〜午後8時30分。最終日は
午後4時まで▼内容　戦時下の沖縄で住民
の疎開に尽力した、本市出身の荒井退造の
人物像や業績を紹介するパネルなどの展示。
休館日　中央＝7月2・9・16・20・21・30日、
東・視聴覚ライブラリー・南・上河内・河内＝
7月5・12・15・19・26日。

市役所1階 市民ホール（7月）
■1日まで
▼平和の集い・折り鶴コーナーパネル展示。
問男女共同参画課☎(632)2343
▼百人一首パネル展。
問文化課☎(632)2763
■2日
▼わく・わくショップＵ夏の特別販売会。
問障がい福祉課☎(632)2229
■5～9日
▼更生保護パネル展示。

問保健福祉総務課☎(632)2919
▼地域スポーツクラブパネル展。
問スポーツ振興課☎(632)2738
■12～16日
▼平和啓発パネル展。
問男女共同参画課☎(632)2343
▼宇都宮の山

だ

車
し

・屋台パネル展。
問文化課☎(632)2764
■19～21日
▼宇都宮の獅子舞パネル展。

問文化課☎(632)2764
■26～30日
▼まちなみ景観賞パネル展。
問景観みどり課☎(632)2568
▼		みやエコ園・みやエコスクール活動紹介
パネル展示。

問環境政策課☎(632)2417
■その他
　いずれも、最終日は早めに終了する場合
があります。

URL1　https://enishi-travel.jp/whats/	 URL2　https://www.romanticmura.com/brewery/

子どもと出掛けよう ◀ゆうあいひろば・各児童館・
　あそぼの家イベント情報

■よみきかせ会　▼日時　7月6・13日、午
前11時〜11時30分▼対象　乳幼児〜小
学生。乳幼児は保護者同伴。
■おもちゃクリニック　▼日時　7月10日
午後1時〜3時▼対象　乳幼児〜小学生と
その保護者▼定員　先着5組(1家族1個)	
▼申込　前日までに、直接または電話で。
■おやこリトミック　▼日時　7月12・14
日、午前11時〜11時30分▼対象　12日＝
0歳児(生後4カ月以上)の親子、14日＝1歳
児以上の親子▼定員　各先着15組▼申込
　前日までに、直接または電話で。
■よみきかせスペシャル　▼日時　7月20
日午前11時〜11時30分▼対象　乳幼児
〜小学生。乳幼児は保護者同伴▼定員　先
着20組▼申込　前日までに、直接または電
話で。

■ゆうあいひろばは改修工事により休館に
なります　詳しくは、35ページをご覧くだ
さい。
岡本児童館（下岡本町）☎（673）2006

■うちわをステキにデコっちゃおう　▼日
時　7月13〜16・20・21日、午後2時〜4時
30分▼定員　先着20人。
■夏休み工作「クレヨンD

デ

ｅ布バック」　▼
日時　7月27〜30日、午前10時30分〜午
後4時▼定員　先着30人。
白沢児童館（白沢町）☎（671）0404

■セロハンテープの芯でゆらゆら星飾り工
作　▼日時　7月6〜9日、午後2時〜4時
30分▼定員　先着20人。
■小学生工作講座「空き箱で動くおもちゃ
作り」　▼日時　8月22日午後1時30分〜
3時▼定員　先着12人▼申込　7月24日
午前10時から、電話で。
田原児童館（上田原町）☎（672）4001

■紙コップで歌っておどるカエルさんを作
ろう　▼日時　7月7〜9・13・14日、午後2
時〜4時30分▼定員　先着20人。
■牛乳パックでおさんぽワンちゃんを作ろ
う　▼日時　7月15・16・20・21日、午後2
時〜4時30分▼定員　先着20人。
各児童館の休館日　7月3・5・12・17〜19・

22・23・26・31日。
あそぼの家（今泉町）☎（663）3245

■読み聞かせ　▼日時　7月8・13日、午前
11時30分〜正午▼対象　未就園児親子。
■ミニプールあそび　▼日時　7月26〜
30日、午前10時30分〜正午。雨天中止▼
対象　未就園児親子▼定員　先着5組。
■しゃぼん玉あそび　▼日時　7月28日午
後1時30分〜3時30分▼対象　幼児親子・
小学生▼定員　先着10人。
休館日　7月4・11・18・22・23・25日。

　各施設とも、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。
　なお、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。

ゆうあいひろば（馬場通り4丁目・うつのみ
や表参道スクエア6階）☎（616）1570

■子育てサロン

7月の行事▶
▼7月の行事は市 をご
覧ください。

子育てサロン 検 索

◀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。

宮っこ子育て応援なび 検 索
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行ってみよう 見てみよう 施設のイベント

中心市街地

■井村君江名誉館長によるギャラリートー
ク　▼日時　8月7日午後1時〜2時▼内容
　外遊を経験した日本近代文学者について
のお話▼定員　先着20人▼申込　8月1日
午後3時から、電話で。
■企画展「サロメ×ビアズリー」　▼期間　
7月22日〜9月5日▼内容　19世紀末の天
才画家ビアズリーと彼の作品の代名詞とも
いえる宿命の女「サロメ」に関する展示。
■市民プラザ（馬場通り4丁目・うつのみや
表参道スクエア5・6階）の多目的ホールは
廃止になります　詳しくは、35ページをご
覧ください。
休館日　7月5日。
宇都宮アンテナショップ「宮カフェ」（江野町）
☎（666）8938

■大谷石ワークショップ　▼日時　毎週金

曜日、午後3時〜5時▼内容　大谷石にカラ
フルなろうを溶かしてオリジナル小物を作
る（所要時間1時間）。カフェドリンク付き▼
費用　1,500円（材料費）▼申込　直接ま
たは電話で。
■宮カフェ2階に「宮のクラフト酒場」　▼
内容　宇都宮のお酒と、宇都宮産食材使用
のおつまみやピザなど、気軽に宇都宮の魅
力を楽しめます▼営業日　毎週金曜日＝午
後5時30分〜、毎週土・日曜日＝正午〜。
■スポーツ応援企画　詳しくは、11ページ
をご覧ください。
オリオンスクエア
1まちなかマルシェ　▼日時　7月6日午
前10時〜午後3時▼内容　手作り雑貨な
どの販売。
2うつのみや大道芸フェスティバル　▼日
時　7月31日・8月1日、午前11時〜午後7
時▼内容　パフォーマーによる大道芸の披

露。
3ミヤ・サンセットジャズ　▼日時　7月
24日午後3時40分〜7時40分▼出演者
　トリアエ's、S

ス カ ン ク

KUNK	W
ワ ー ク ス

ORKS、J
ジ ャ ズ

AZZ	
C
コ ン プ レ ッ ク ス

OMPLEX、B
ブ ル ー

lue	W
ウ イ ン グ

ing	J
ジ ャ ズ

azz	O
オ ー ケ ス ト ラ

rchestra、
A
オ ー ル

LL	A
ア ラ ウ ン ド

ROUND	O
オ ー ケ ス ト ラ

RCHESTRA。
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)2456
宇都宮城址公園

■宇都宮城を七夕で飾ります　▼期日　7
月4〜12日。天候により期間を変更する場
合があります▼内容　願い事を書いた短
冊や七夕飾り、折り紙で作った黄ぶななどで
飾り付けた葉竹を、おほり橋付近に飾る。
■清明台2階を特別開放　▼日時　7月18
日午前11時〜午後2時。雨天中止。
問公園管理課☎(632)2989

妖精ミュージアム（うつのみや表参道スク
エア5階）☎（616）1573

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

■本場開催
▼		13〜15日＝第43回デイリースポーツ杯
(FⅠ)(ナイター)。

■場外発売
▼1〜3日＝前橋FⅠ。
▼1〜4日＝小松島記念。
▼5〜7日＝名古屋FⅠ。

▼5〜7日＝取手FⅡ。
▼8〜10日＝立川FⅠ。
▼8〜11日＝福井記念。
▼13・14日＝富山FⅠ。
▼13〜15日＝和歌山FⅠ。
▼16〜18日＝小田原FⅠ。
▼16〜18日＝SNF(GⅡ)函館(ナイター)。

▼17〜19日＝大宮FⅡ。
▼19〜21日＝岐阜FⅠ。
▼23〜25日＝立川FⅡ。
▼23〜26日＝富山記念。
▼28〜30日＝弥彦FⅠ。
▼29〜31日＝西武園FⅡ(モーニング)。
▼7月29日〜8月1日＝高知記念。

■市民限定　お得な宿泊パック　▼期間
　7月19日まで▼費用　1人1泊5,980円
〜▼その他　予約方法など、詳しくは、ヴィ
ラ・デ・アグリ☎(665)8181へ。
■パンづくり体験　▼日時　7月4・11・18
日、午前11時〜と午後1時〜の2回▼内容
　パンの生地の成形を楽しむ。18日は、生
地(米粉を使用)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。
■トマト狩りと石窯でピザ焼き体験　▼日
時　7月4・11日、午後1時30分〜4時▼内
容　自分で収穫したトマトを使ってピザを
作る▼定員　各先着10人▼費用　大人＝
2,500円、小学生以下＝1,500円（参加費）
▼その他　申込方法など、詳しくは、えにし
トラベルビ URL1をご覧ください。
問えにしトラベル☎(689)8782
■里山ゆるんぽ倶楽部　夏の里山ゆるん
ぽ　森涼み＆

アンド

クラフト　▼日時　7月10・
25日、午前10時〜と午後1時30分〜の2

回▼内容　自然を観察し葉を使ったエコ
バッグを作る▼定員　各先着10人▼費用
　1,500円（参加費）▼申込　電話で。
■ワークショップフェスタ　▼日時　7月
17・18日、午前10時〜午後3時▼内容　
ひょうたんランプ、アロマクラフトなど約20
のワークショップと手作り雑貨の販売。
■温水プール「アグリスパ」施設見学会　
▼日時　7月20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。1回お試し券をプレゼント
▼定員　各先着20人▼申込　電話で、ヴィ
ラ・デ・アグリ☎(665)8181へ。
■「アグリスパ」屋外プールオープン　▼日
時　7月22日
〜8月29日、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▼その他　詳しくは、ヴィラ・デ・アグ
リ☎(665)8181へ。
■里山野あそび隊　虫むし探検・夜の森探
検とライトトラップ　▼日時　7月24・31
日、午後7時〜9時▼内容　ライトトラップ
を点灯し昆虫を観察する▼対象　3歳以上。
ただし、小学生以下は保護者同伴▼定員　
各先着3組(12人まで)▼費用　1人1,500
円、保護者800円（参加費）▼申込　電話で。
■個室でお食事・日帰り温泉プラン「食浴
パック」　▼内容　天然温泉「湯処あぐり」
での入浴と専用個室での昼食がセットに
なったプラン▼費用　1人3,000円▼その
他　予約方法など、詳しくは、ヴィラ・デ・ア
グリ☎(665)8181へ。
■お中元に「季節の地ビールギフト」を　
ビール麦の産地、宇都宮市産の麦芽を使用
した、工場詰めたてのろまんちっく村の地
ビールギフトセット▼その他　詳しくは、ろ
まんちっく村ブルワリービ 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/ 休園日　7月13日。
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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

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　7月
6・13・20・27日、8月3日。午後1時30分〜
3時▼内容　シニアのための手軽にできる
やさしいスポーツで無理なく健康づくり。
2エアロビクス　▼日時　7月6・20・27日、
8月3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。
3ダンスエクササイズ　▼期日・内容　7月
6・20・27日＝ラテンエアロビクス。8月3日
＝ズンバ▼時間　午後7時30分〜8時30分
▼その他　２カ月ごとにプログラムを変更。
4エンジョイトレーニング　▼日時　7月
8・15・29日、午後1時30分〜3時▼内容　
楽しく分かりやすく有酸素運動や筋力アッ
プ運動。
5ズンバ　▼日時　7月16・30日、午後1時
30分〜2時30分▼内容　ラテン系音楽に
よるダンスエクササイズでシェイプアップ。
明保野体育館（明保野町）会場☎（632）6381

6明保野エアロビクス　▼日時　7月8・
15・29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16人。
雀宮体育館(南町)会場☎(655)0058

7雀宮エアロビクス　▼日時　7月9・16・
30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▼定員
　各先着24人。
8雀宮ズンバ　▼日時　7月7・14・21・28
日、午前11時〜正午▼内容　ラテン系音楽
によるダンスエクササイズでシェイプアッ
プ▼定員　各先着24人。
■対象　16歳以上の人。
■費用　500円（参加費）。
■持ち物　運動に適した服装・室内専用の
運動靴。12467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ビ をご覧
になるか、市スポーツ振興財団☎(663)16
11へ。
清原体育館(清原工業団地)会場☎(667)1227
　大規模改修工事により、9月末（予定）ま
で利用休止になります。

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 7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・県グリースタ
ジアム）・日時・対戦相手

▼3日午後6時〜、ＦＣ町田
ゼルビア▼17日午後6時〜、ヴァンフォー
レ甲府。詳しくは、栃木SC公式 URL1を
ご覧ください。
問栃木SC☎（666）0615
■宇都宮ブリッツェン（期日・大会名）
▼10日　JCL広島ロー
ドレース（広島県）▼11
日　JCL広島クリテリウム
（広島県）。詳しくは、宇
都宮ブリッツェ
ン公式 URL2

をご覧ください。
問宇都宮ブリッ
ツェン☎（611）
3993

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

　8月2日〜令和4年秋（予定）は、改修工事
のため休館します。

■第2回・コレクション
展「コレクションの肉づ
け」
▼期間　8月1日まで▼
費用　一般310円、高
校・大学生210円、小・中
学生100円(観覧料)。

■観覧料　市内在住か通学する高校生以
下の人は無料（宮っ子の誓いカードまたは
学生証の提示が必要)。
　20人以上の団体で2割引き。身体障がい
者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉
手帳の交付を受けている人および障がい
者を介助する人1人の観覧料は無料。

休館日　7月5・12・19・26日。

　新型コロナウイルス感染症の感染防
止対策として、入場制限を行う場合があ
ります。詳しくは、宇都宮美術館 をご
覧ください。

ワシリー・カンディンス
キー《浮遊》1927年

公園
八幡山公園（塙田５丁目）☎（624）0642

http://hatimanyama.jp/

■宇都宮タワー展望室で動物の写真展　
▼日時　7月31日まで、午前9時〜午後4
時30分。
■花見広場でキックバイクを楽しもう　▼
日時　7月4日午前10時〜正午▼対象　
キックバイクに乗れる未就学児。保護者同
伴▼定員　先着20人▼その他　キックバ
イク・保護具は持参。駐車場は事前にお問

い合わせください。
■コスプレi

イン

n八幡山公園　▼日時　7月
11日午前11時〜午後3時▼費用　1,000
円（参加費）。
■ペットの飼い方相談とウサギの抱っこ体
験　▼日時　7月20日午前11時〜正午と
午後2時〜3時の2回。
■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　7月22日〜8
月25日。
■アドベンチャーＵのせせらぎ水路に水が
流れます　▼期間　7月22日〜9月5日、午
前9時〜午後4時。荒天中止。
休園日　宇都宮タワー・ゴーカート　7月5・
12・19・26日。

■市保健センター☎(627)6666
▼毎週水曜日、22・23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。
■冒険活動センター☎(669)2441
▼5・12・19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。

各施設の休館日（7月）

©	Nobumichi	KOMORI/
HATTRICK	COMPANY



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。
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好評販売中
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好評販売中

7月31日（土）発売
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市文化会館 開館40周年記念

市文化会館 開館40周年記念

S
サンキョク

ANKYOKU 2021 若き名手・和の継承

ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2021

クラシック入門講座

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）

指揮とお話　粂川吉見
演奏　栃木県交響楽団

9月4日(土) 午後6時開演
全席指定	5,000円

8月22日(日) 午後2時開演
全席自由　一般2,000円
　　　　　高校生以下1,000円

9月26日(日)
午後5時開演
全席指定
　S席8,900円
　A席7,600円

10月10日(日)
午後2時開演
全席自由　500円

※未就学児入場不可。

※未就学児入場不可。※ローソン・ＣＮプレイガイド。
共催：とちぎテレビ

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　7月5・20日。
会館プレイガイドの営業は午前9時〜午後7時。ただし、7月6〜9日は午後5時まで。

大ホール大ホール

小ホール 小ホール

※未就学児入場不可。
※CNプレイガイド。
共催：下野新聞社

伝統芸能鑑賞講座 Vol.2 邦楽
▼日時　9月5日(日)午後1時30分〜3時30分▼内容　日本の伝統芸
能である邦楽の楽しさを学べる講座▼定員　抽選100人▼申込　7月
9日〜8月20日(消印有効)までに、はがき( ・年齢を明記)で、〒320-
8570市文化会館「伝統芸能鑑賞講座	Vol.2	邦楽」係へ▼その他　当
選者のみ整理券を送付。

第2練習室

Presentation	licensed	by	Disney	Concerts.©	Disney
※ステージ写真は過去の公演です。

※未就学児入場不可。

目指せ「宇都宮」博士！クイズの答え
こたはか せめ ざ う つ の み や

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

　クリーンパーク茂
も

原
ばら

（茂原町
まち

）の敷
しき

地
ち

内
ない

の雑
ぞう

木
きばやし

林には、オ
オムラサキという蝶

ちょう

が生
せいそく

息しています。オオムラサキは日
に

本
ほん

の国
こく

蝶
ちょう

に指
し

定
てい

され、限
かぎ

られた場
ば

所
しょ

でしか生息できない希
き

少
しょう

な蝶であることから、環
かん
境
きょう
に配
はい
慮
りょ
したクリーンエネルギー

を作
つく
るクリーンパーク茂原の煙

えん

突
とつ

には、オオムラサキの羽
はね

の模
も

様
よう

をモチーフとしたデザインがあしらわれています。
　また、併

へい

設
せつ

する環境学
がく

習
しゅう

センターでは、環境への理
り

解
かい

を
深
ふか

めることのできる講
こう

座
ざ

やイベントを多
おお

く開
かい

催
さい

しています。
夏
なつ

休
やす

み期
き

間
かん

にも、たくさんのイベントを開催する他
ほか
、クリー

ンパーク茂原の施
し

設
せつ
内
ない
を見

けんがく

学できる
イベントもあります。
詳
くわ
しくは、13〜17
ページをご覧

らん
くだ

さい。

　「大
おお

谷
や

夏
なつ

いちご」は、「なつおとめ」という品
ひん

種
しゅ

のうち、大谷
地
ち

域
いき

で栽
さい

培
ばい

されたイチゴのことを言います。地
ち
下
か
の大谷石

いし

採
さい

掘
くつ

場
じょう

跡
あと

地
ち

に貯
た
まった冷

つめ
たい水

みず
を地

ち

上
じょう

に引
ひ

き上
あ

げ、イチ
ゴの株

かぶ

元
もと

（茎
くき

の根
ね

元
もと

）を冷
ひ

やす、「クラウン冷
れい

却
きゃく

」という方
ほう

法
ほう

で栽培されています。
　イチゴの生産に不

ふ

向
む

きな夏
なつ

場
ば

でも安
あん

定
てい

して生産でき、品
ひん

質
しつ

も良
よ

い「大谷夏いちご」は、市
し

内
ない

の洋
よう

菓
が

子
し

店
てん

や飲
いん

食
しょく

店
てん

だ
けでなく、沖

おき

縄
なわ

県
けん

のリゾートホテルなどでも使
し

用
よう

されてい
ます。
　また、「大谷夏いちご」が生産されている大谷地域では、

観
かん

光
こう

に訪
おとず

れた人
ひと

がさらに快
かい

適
てき

に大谷地域を楽
たの

しめるよ
うにする取

と

り組
く

みが進
すす

めら
れています。詳しくは、6・7
ページをご覧ください。

問
も ん

題
だ い

１の答え 4オオムラサキ 問題２の答え 3 地
ち

下
か

水
す い


