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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。

中心市街地
妖精ミュージアム（うつのみや表参道スク
エア5階）☎（616）1573
■市民ギャラリー　▼期間・内容　11月6・
7日＝書道ポスターコンクール（JA共済連）、
11月12～14日＝想像と創造のアトリエ（フ
ラワーデザイナーグループG

グ ラ ン ツ

LANZ）、11
月20・21日＝アトリエまるしおん造形教室展

（アトリエまるしおん）。
■井村君江名誉館長によるギャラリートー
ク　▼日時　12月4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　
12月1日午後3時から、電話で。
休館日　11月1日。
宇都宮アンテナショップ「宮カフェ」（江野町）
☎（666）8938

■親子でホールケーキ作り体験　▼日時
　11月28日午後3時～▼定員　先着5組
▼費用　2,000円（材料費）▼申込　電話で。

■大谷石ワークショップ　▼日時　毎週金
曜日、午後3時～6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
を楽しんでいただけるお店です▼営業日　
毎週金曜日＝午後5時30分～、毎週土曜日
＝正午～。
オリオンスクエア
1まちなかマルシェ　▼日時　11月2日午

前10時～午後3時▼内容　手作り雑貨な
どの販売。
2とちぎハイスクールフェスティバル2021
　▼日時　11月3日午前11時～午後3時
▼内容　ステージイベント、eスポーツイベ
ント、展示ブース。
3熟年バンドジャム2021　▼日時　11月
14日午前11時～午後5時5分▼内容　10
組のバンドが出演し、フォークやポップスな
どのステージ演奏。
問オリオンスクエア管理事務所(午前9時～
午後7時)☎(634)17223文化課☎(632)
2763
宇都宮城址公園

■清明台2階を特別開放　▼日時　11月
21日午前11時～
午後2時。雨天中止。
問 公 園 管 理 課 ☎
(632)2989

公園
八幡山公園（塙田５丁目）☎（624）0642

http://hatimanyama.jp/

■コスプレ i
イン

n 八幡山公園　▼日時　11月
14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　11月20日午前11時～正午と
午後2時～3時の2回。
■小枝の鉛筆作り　▼日時　11月21日午
前11時～正午▼定員　先着30人。

■11月23日勤労感謝の日・無料開放
1宇都宮タワー　▼時間　午前9時～午後
4時30分。
2ゴーカート　▼時間　午前9時～午後4
時▼対象　3歳～中学3年生。なお、3歳～
小学2年生と身長140cm未満の子どもは保
護者同伴。
■乗馬体験　▼日時　毎週土・日曜日、祝休
日。午前11時～正午と午後1時～2時の2回
▼対象　3歳以上の未就学児▼費用　1周
200円。
■八幡山公園まつりは新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止のため中止します
休園日　宇都宮タワー・ゴーカート　11月
1・8・15・22・29日。

■市保健センター☎(627)6666
▼毎週水曜日、4・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
▼毎週月曜日。
■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、4・24日。

各施設の休館日（11月）

市役所1階 市民ホール（11月）
■5日まで
▼世界糖尿病デーパネル展。
問健康増進課☎(626)1126
▼うつのみやジュニア芸術祭特賞作品展。
問文化課☎(632)2763
■9日まで
▼DV防止啓発パネル展。
問男女共同参画推進センター「アコール」
☎(636)4075
▼児童虐待防止推進月間啓発コーナー。
問子ども家庭課☎(632)2390
■8～12日
▼税に関する啓発作品展示。
問税制課☎(632)2204

▼少年消防クラブ防火作品展示。
問消防局予防課☎(625) 5505
■10～16日
▼アルコール関連問題啓発週間パネル展示。
問保健予防課☎(626)1114
■15～17日
▼  フラワーディスプレイ。
問農林生産流通課☎(632)2466
■15～22日
▼  福祉のまちづくりポスターコンクール作

品展示。
問保健福祉総務課☎(632)2919
■17～19日
▼宇都宮の神

か ぐ ら

楽パネル展。

問文化課☎(632)2764
■24～26日
▼福祉の祭典書道展・絵画展入賞作品展示。
問保健福祉総務課☎(632)2919
■29日～12月2日
▼人権週間パネル展。
問男女共同参画課☎(632)2343
▼世界エイズデーパネル展示。
問保健予防課☎(626)1114
▼  ごみの分別などに関するパネル展示。
問ごみ減量課☎(632)2852
■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。
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5
行ってみよう 見てみよう 施設のイベント

子どもと出掛けよう ◀市 のゆうあいひろば・各児童館・
　あそぼの家イベント情報

　リニューアルオープンに向けた改修のた
め令和4年春(予定)まで休館します。
　休館中は、ゆうあいひろばのスタッフが
市内の施設を訪問し「出張ゆうあいひろば」
を開設しています。楽しいイベントの他、新
しいゆうあいひろばの完成イメージも展示
していますので、親子で遊びに来てくださ
い。詳しくは、市 をご覧ください。
問子ども未来課☎(632)2344
岡本児童館（下岡本町）☎（673）2006
■まつぼっくりのみのむしオーナメント作
り　▼日時　11月9～14日、午前10時30
分～午後4時30分▼定員　先着20人。
■お花紙でフルーツパフェ工作　▼日時　
11月16～19日、午前10時30分～午後4
時30分▼定員　先着20人。
■親子ヨガ　▼日時　12月2日午前10時
30分～11時30分▼対象　1・2歳児とその
保護者▼定員　先着6組▼申込　11月16

日午前10時から、電話で。
白沢児童館（白沢町）☎（671）0404

■色画用紙でまんまる柿作り　▼日時　
11月9～14日、午前10時30分～午後4時
30分▼定員　先着20人。
■毛糸でアートツリー作り　▼日時　11
月16～19日、午前10時30分～午後4時
30分▼定員　先着20人。
■クリスマス会「工作とマジックショーを楽
しもう」　▼日時　12月12日午前10時30
分～11時30分▼対象　3歳児～小学生。
未就学児は保護者同伴▼定員　先着12人
▼申込　11月7日午前10時から、電話で。
田原児童館（上田原町）☎（672）4001

■出張ゆうあいひろば　▼日時　11月4
～19日、午前10時～午後4時▼内容　工
作、遊びの提供など。
■きのこのブランコ作り　▼日時　11月9
～14日、午前10時30分～午後4時30分▼
定員　先着20人。
■パタパタふくろう作り　▼日時　11月
24～30日、午前10時30分～午後4時30分
▼定員　先着20人。
■みんなで遊ぼう　▼日時　11月27日午
前10時30分～11時30分▼対象　小学生
▼定員　先着15人。
各児童館の休館日　11月1・3・6・8・15・20
～23・29日。

あそぼの家（今泉町）☎（663）3245
■読み聞かせ　▼日時　11月2・12日、午
前11時30分～正午▼対象　未就園児とそ
の保護者。
■紙コップで作る簡単風車　▼日時　11
月17日午後2時～3時30分▼対象　幼児
～小学生。幼児は保護者同伴▼定員　先着
10人。
■どんぐりマラカス作り　▼日時　11月
25日午前10時30分～正午▼対象　未就
園児とその保護者▼定員　先着5組。
休館日　11月3・7・14・21・23・28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。

■子育てサロン

11月の行事▶
▼11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

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

好評販売中

12月4日(土)発売

市文化会館 開館40周年記念

令和4年3月20日(日) 午後2時開演
全席自由 一般1,000円
高校生以下500円
※３歳以上有料。ただし、３歳未満でも座席を使用
する場合は有料。

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　11月1・15日。
会館プレイガイドの営業は午前9時～午後7時。ただし、11月16・17日は午後5時まで。

大ホール

小ホール

宇都宮ユース邦楽合奏団演奏会＆
アンド

チャレンジ！邦楽ワークショップ
小ホール好評販売中 市文化会館 開館40周年記念

T
ザ

HE N
ニュースペーパー

EWSPAPER
12月4日(土) 午後3時開演
全席指定4,500円

※未就学児入場不可。 ※CNプレイガイド。
共催：とちぎテレビ

好評販売中

好評販売中

12月19日(日) 午後4時開演　
全席指定4,500円
※一部エリアに隣と1席ずつ空けた「ゆったり席」を設けます。
※ゆったり席は、市文化会館プレイガイドのみの取り扱い。
※未就学児入場不可。 ※CNプレイガイド。

大ホール

photo Kazuyoshi Shimomura
（AGENCE HIRATA)

小曽根 真
60TH B

バースデー

IRTHDAY S
ソロ

OLO 
O

オゾネ

ZONE60 C
クラシック

LASSIC×J
ジャズ

AZZ

市文化会館 開館40周年記念

平
たいら

 常
じょう

×宮田 大
「H

ハムレット

amlet」（2021年新演出）
脚本・演出・美術・人形操演　平 常
音楽構成・チェロ　宮田 大

12月25日(土) 午後4時開演
全席指定5,000円

小ホール

※未就学児入場不可。※ＣＮプレイガイド。 
協力：東京文化会館

ⓒ M.Yamashiroⓒ Daisuke Omori

宮田 大平 常

アザレアシンフォニーシリーズ
東京フィルハーモニー交響楽団演奏会

「ボヘミアの風が…」Vol.1

11月23日(火・祝) 午後4時開演
全席指定 Ｓ席5,000円 Ａ席4,000円 Ｂ席3,000円
　　　　 Ｃ席2,000円 Ｕ-18席1,000円(3階席のみ)
※Ｓ・Ａ席のみ、エリア後方に隣と1席ずつ空けた「ゆったり席」を設けます。
※Ｃ席・Ｕ-18席・ゆったり席は市文化会館プレイガイドのみの取り扱い。
※未就学児入場不可。 ※ＣＮプレイガイド。

©K.Miura

指揮　大井剛史　フルート　さかはし矢波
■演奏予定曲目
▼ドップラー　ハンガリー田園幻想曲
▼スメタナ　「我が祖国」よりモルダウ
▼ドヴォルザーク　スラヴ舞曲集より　 他

新春市民寄席　柳亭市馬・三遊亭兼好　二人会
令和4年2月6日(日) 午後1時30分開演　全席指定2,500円
※未就学児入場不可。 ※ＣＮプレイガイド。

小ホール好評販売中
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URL1　https://www.romanticmura.com/brewery/ URL2　https://enishi-travel.jp/whats/
URL3　https://www.tochigisc.jp URL4　https://www.blitzen.co.jp
URL5　https://www.utsunomiyabrex.com

　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。

■宝さがしゲーム　▼日時　11月23日ま
で、午前10時～午後4時▼内容　宝箱の中
の文字を参考に問題を解く。正解者には園
内で使用できる割引券などを進呈。
■ファストフード店「D

デ リ

ELI」のカップビール
半額250円セール　▼期間　11月23日ま
での土・日曜日、祝休日。
■宇都宮共和大学との共同開発地ビール

「＃宮っこのひみつエール」発売　▼販売
期間　11月末まで▼内容　大学で学ぶ観
光学を生かし、若者から見た宇都宮を注入し
た地域情報発信ビール▼価格　1本550円
(330ml)▼その他　詳しくは、ろまんちっく
村ブルワリー URL1をご覧ください。
■トワイライト　トレッキング　▼期日　
　11月5・8・13・20・26・28日▼内容　

山で夜景鑑賞の後、夕食、温泉入浴を楽
しむ▼その他　詳しくは、えにしトラベル

URL2をご覧になるか、えにしトラベル☎
(689)8782へ。
■里山野あそび隊　木の実探検＆

アンド

クラフ
ト　▼日時　11月14・21日、午前10時～
正午と午後1時～3時の2回▼内容　ネー
チャーゲームで遊びながら自然観察。拾っ
た木の実や枝を用いて写真立てを作る▼
対象　3歳以上。ただし、小学3年生以下は
保護者同伴▼定員　各先着3組(12人ま
で)▼費用　1人1,500円(参加費)▼申込
　電話で。
■里山ゆるんぽ倶楽部　森のめぐみ探し
＆クラフト　▼日時　11月14・21日、午前
10時～正午と午後1時～3時の2回▼内容

　木々や生き物の冬
支度を学ぶ。拾った
小枝や木の実で写
真立てを作る▼定員
　各先着10人▼費
用　1人1,500円(参加費)。3歳未満無料▼
申込　電話で。
■温水プール「アグリスパ」施設見学会　
▼日時　11月18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。体験チケットを1枚プレゼ
ント▼定員　各先着20人▼申込　電話で、
ヴィラ・デ・アグリ☎(665)8181へ。
■T

た の く ら

ANOKURA展　▼日時　11月20・21
日、午前10時～午後4時▼内容　手作り雑
貨店や人気カフェ店など約50店舗が出展。

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　毎月第2火曜日

◀ろまんちっく村

宇都宮競輪（11月）
東戸祭1丁目2-7　☎（625）0100

 http://www.utsunomiya-keirin.jp

■本場開催
▼  8～10日＝大谷石文化日本遺産記念杯・

スポーツニッポン杯（FⅠ）。
■場外発売
▼2日まで＝取手FⅡ（モーニング）。
▼3日まで＝防府記念。
▼2～4日＝大宮FⅠ。
▼5～7日＝伊東温泉FⅠ。
▼6～9日＝四日市記念（ナイター）。

▼7～9日＝岸和田FⅠ。
▼10～12日＝大宮FⅡ。
▼11～13日＝広島FⅠ。
▼18～20日＝松戸FⅠ、佐世保FⅠ。
▼18～23日＝競輪祭（GⅠ）小倉（ナイター）。
▼21～23日＝平塚FⅠ、豊橋FⅠ。
▼  25～28日＝施設整備等協賛競輪（GⅢ）

武雄。
▼29日～12月1日＝立川FⅠ、名古屋FⅠ。

宇都宮美術館

■長期休館に伴うご案内
　講義室の貸し出し再開は電話でお問い合
わせください。宇都宮美術館友の会の新規
入会、ポイントカード・無料観覧券をお持ち
の人は、美術館 をご覧ください。

　令和4年秋（予定）まで、改修工事のた
め休館します。レストラン、ミュージアム
ショップ、講義室の利用はできません。

長岡町1077　☎（643）0100
（643）0895　  http://u-moa.jp/

東図書館
1日本映画劇場「道　白磁の人」　▼日時
　11月19日午前10時～と20日午後2時
～の2回▼定員　各先着50人。
220世紀名画座「誰が為に鐘は鳴る」　▼
日時　11月19日午後2時～と20日午前
10時～の2回▼定員　各先着50人。
3アニメ映画会「楽しいムーミン一家　浜
で見つけた難破船」他3作品　▼日時　11
月21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　1～3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。
4有償リサイクル市　▼期日　12月3・4
日▼時間　①午前9時45分～10時30分
②午前11時～11時45分③午後1時～1時
45分④午後2時15分～3時▼内容　図書
館で不用になった本や雑誌を有償で販売▼
定員　各先着30人▼価格　大型本＝1冊
200円、単行本＝1冊100円、雑誌・文庫＝1
冊50円。ただし、1人1回30冊まで▼申込
　11月17日午前9時30分から、電話で。
問1～3視聴覚ライブラリー☎(638)5704
南図書館

■ポップd
デ

eビブリオバトル　お薦め本に投
票しよう　▼日時　11月2～30日、午前9
時30分～午後8時▼内容　宇都宮工業高
等学校と宇都宮南高等学校の代表生徒各
5人が薦める本のポップを展示し、来館者が
一番読みたくなった本の投票により「チャン
プ本」を選ぶ。

■発電たいけん展　▼日時　11月13・14
日、午前10時～午後3時▼内容　いろいろ
な発電の仕方を紹介し、楽しく体験しながら
学べる展示。
河内図書館

■有償リサイクル市　▼期日　11月26・
27日▼時間　①午前9時30分～10時②午
前10時30分～11時③午前11時30分～正
午④午後0時30分～1時⑤午後1時30分
～2時⑥午後2時30分～3時▼内容　図書
館で不用になった本や雑誌を有償で販売▼
定員　各先着15人▼価格　大型本＝1冊
200円、単行本＝1冊100円、雑誌・文庫＝1
冊50円。ただし、1人1回30冊まで▼申込
　11月16日午前9時30分から、直接また
は電話で、上河内図書館☎（674）1123へ。
休館日　中央＝11月5・12・16・19・26日、
東・視聴覚ライブラリー＝11月1～11・15・
22・29日、南・上河内・河内＝11月1・8・15・
18・22・29日。

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
中今泉3丁目5-1（東図書館内）

http://www.ucatv.ne.jp/～u_avl/

■各図書館
おはなし会の案内▶

▼各図書館では、毎月おは
なし会を開催しています。
詳しくは、図書館 をご覧
ください。



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。

5
行ってみよう 見てみよう 施設のイベント

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エアロビクス　▼日時　11月2・30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。
2いきいきスポーツ倶楽部　▼日時　11
月2・30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。
3エンジョイトレーニング　▼日時　11月
4・11・25日、12月2日。午後1時30分～3
時▼内容　有酸素運動や筋力アップ運動。
4ズンバ　▼日時　11月5・12・26日、12
月3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▼定員　各先着60人。
5ダンスエクササイズ　▼日時　11月9・
30日、午後7時30分～8時30分▼内容　
ヒップホップ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　11月4・
11・18・25日、12月2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　11月5・
12・19・26日、12月3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。
清原体育館(清原工業団地)会場☎(667)1227

8清原エアロビクス　▼日時　11月4・
11・25日、12月2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。
9清原ズンバ　▼日時　11月10・17・24
日、12月1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。
■対象　16歳以上の人。
■費用　各500円（参加費）。
■持ち物　運動に適した服装・室内専用の
運動靴。1～36～8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 をご覧に
なるか、市スポーツ振興財団☎(663)1611
へ。

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 11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）・日時・対戦相手
▼3日午後2時～、ジェフユ
ナイテッド千葉(県グリーン
スタジアム)▼21日午後2時
～、ツエーゲン金沢(カンセキ
スタジアムとちぎ)。詳しくは、
栃木SC公式 URL3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）
▼7日　JCX幕張クロス(千
葉県)▼13・14日　JCX野
辺山シクロクロス(長野県)▼
21日　JCX 関西シクロクロ
ス(滋賀県)。詳しくは、宇都
宮ブリッツェン公式 URL4をご覧ください。
問宇都宮ブリッツェン☎（611）3993
■宇都宮ブレックス（ホームゲーム・ブレッ
クスアリーナ宇都宮）日時・対戦相手
▼10日午後7時25分、大阪
エヴェッサ。詳しくは、宇都
宮ブレックス公式 URL5を
ご覧ください。
問栃木ブレックス☎（612）
6735

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

　新里ねぎは、本
ほん

市
し

の新里地
ち

域
いき

で、江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

から変
か

わら
ない栽

さい

培
ばい

方
ほう

法
ほう

で生
せい

産
さん

されている伝
でん

統
とう

野
や

菜
さい

です。
　成

せい

長
ちょう

過
か

程
てい

で斜
なな

めに植
う

え直
なお

すことで、独
どく

特
とく

の弓
ゆみ

形
がた

に曲
ま

がっ
た形

かたち

になります。この大
たい

変
へん

な作
さぎょう

業と新里地域の土
ど

壌
じょう

によっ
て、一

いっ

般
ぱん

的
てき

なネギよりも柔
やわ

らかく、甘
あま

みの強
つよ

い新里ねぎが
作
つく

られます。出
しゅっ

荷
か

時
じ

期
き

は 12 月
がつ

から翌
よく

年
とし

3 月ごろまでです。
　また、地

ち

域
いき

性
せい

やストーリー性
せい

などのある宇都宮ならでは
の特

とく

徴
ちょう

を持
も

つ宇都宮のブランド農
のう

産
さん

物
ぶつ

として推
すい

進
しん

されてい
る他

ほか

、国
くに

の「地
ち

理
り

的
てき

表
ひょう

示
じ

（GI）保
ほ

護
ご

制
せい

度
ど

」に登
とう

録
ろく

されて
います。

　本市では、11 月の「地
ち

産
さん

地
ち

消
しょう

強
き ょ う か

化月
げっ

間
かん

」に併
あわ

せて、宇都宮産
さん

農産物が当
あ

たるキャンペーンな
どを実

じっ

施
し

しています。詳
くわ

しくは、
8･9 ページをご覧

らん

ください。

　「住めば愉快だ宇都宮」は、宇都宮の暮
く

らしの豊
ゆた

かさや
楽
たの

しさを表
ひょう

現
げん

したブランドメッセージです。
　このブランドメッセージは、市

し

民
みん

の皆
みな

さんには誇
ほこ

りを、
市
し

外
がい

の人
ひと

たちからは憧
あこが

れを持
も

ってもらうための「宇都宮ブ
ランド戦

せん

略
りゃく

」の取
と

り組
く

みの 1 つとして、宇都宮市を全
ぜん

国
こく

に
PR するために誕

たん

生
じょう

しました。
　100 年

ねん

先
さき

も、豊かで幸
しあわ

せに暮らすことができるまちを
みんなでつくっていこうという思

おも

いも込
こ

められています。
　また、「住めば」の 3 文

も

字
じ

とロゴマークの色
いろ

を自
じ

由
ゆう

に変
か

えて、オリジナルのロゴマークを作
つく

ることもできます。
　本市では、さらに宇都宮市の
良
よ

さをさらに多
おお

くの皆さんに知
し

っ
てもらうため、お得

とく

なキャンペー
ンを開

かい

催
さい

します。詳しくは、54
ページをご覧ください。

問
も ん

題
だ い

１の答え 2 新
に っ

里
さ と

ねぎ 問題２の答え 1 住
す

めば愉
ゆ

快
か い

だ宇都宮
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▲新里ねぎ




