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4
　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。

市役所1階 市民ホール（12月）
■2日まで
▼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。
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
■6～10日
▼もったいない4コマまんがパネル展示。

問環境政策課☎（632）2409
▼明るい選挙啓発コンクール入賞作品展示。
問選挙管理委員会事務局☎（632）2793
■13～17日
▼交通安全に関する啓発ポスターコンクー
ル入賞作品展示。

問生活安心課☎（632）2264
▼地域包括ケアシステムに関するパネル展示。
問高齢福祉課☎（632）5328

■20～24日
▼大学生によるまちづくり提案作品展示。
問うつのみや市政研究センター☎（632）2059
■20日～令和4年1月7日
▼河川愛護活動PR展。
問河川課☎（632）2689
■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。

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）まで臨時休館します。
　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
■紙粘土で雪だるまブローチ作り　▼日時
　12月7～12日、午前10時30分～午後4
時30分▼定員　先着20人。
■お正月のかわいいモビール作り　▼日
時　12月21～25日、午前10時30分～午
後4時30分▼定員　先着20人。
■タッチケア　▼日時　令和4年1月20日
午前10時30分～11時30分▼対象　0～3

歳児とその保護者▼定員　先着6組▼申込
　12月23日午前10時から、電話で。
白沢児童館（白沢町）☎（671）0404

■クリアファイルでマジックシアター作り
　▼日時　12月7～11日、午前10時30分
～午後4時30分▼定員　先着20人。
■折り紙でクリスマスブーツ作り　▼日時
　12月14～17日、午前10時30分～午後
4時30分▼定員　先着20人。
■プラスチックカップでクリスマススノー
ドーム作り　▼日時　12月21～25日、午
前10時30分～午後4時30分▼定員　先
着20人。
田原児童館（上田原町）☎（672）4001

■モールでリースのオーナメント作り　▼
日時　12月21～25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　12月25日午
前10時30分～11時30分▼対象　小学生
▼定員　先着15人▼申込　12月3日午前
10時から、電話で。
■リトミック　▼日時　令和4年1月19日
午前10時30分～11時30分▼対象　1～3
歳児とその保護者▼定員　先着10組▼申
込　12月14日午前10時から、電話で。
各児童館の休館日　12月4・6・13・18～
20・27日～令和4年1月4日。

あそぼの家（今泉町）☎（663）3245
■読み聞かせ　▼日時　12月3・15日、午
前11時30分～正午▼対象　未就園児とそ
の保護者。
■マカロニリース作り　▼日時　12月7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。
■お正月遊び　たこ作り　▼日時　12月
24日午後2時30分～4時▼対象　幼児～
小学生。幼児は保護者同伴▼定員　先着
10人。
休館日　12月5・12・19・26・29日～令和4
年1月3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
12月の行事▶

▼12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

URL1　https://enishi-travel.jp/whats/
URL2　http://www.tochigift.com/

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

■長期休館に伴うご案内
　講義室の貸し出し再開については、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。
■森のアトリエ「とりかえよ!あなた・わたし
のイメージ」　▼日時　令和4年1月22・
23日、午後1時～5時▼会場　中心市街地
▼内容　古澤由紀さん（写真家）による、親
しい人のイメージを変えて、スナップ写真

を撮るワークショップ▼定員　各抽選10
人▼費用　50円（保険代）▼申込　令和
4年1月7日（必着）までに、はがきまたは
ファクス（参加者全員の ・参加希望日・年
齢を明記、1通に付き5人以下）で、〒320-
0004長岡町1077、宇都宮美術館「森の
アトリエ係」へ。抽選結果は全員に通知し
ます▼その他　詳しくは、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。
　なお、工事における安全確保のため、
美術館建物の周辺で立ち入り制限区域
を設けています。
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行ってみよう 見てみよう 施設のイベント

中央図書館
■アニメ映画会「ドナルドダックとゆかいな
ペンギン」他3作品　▼日時　12月12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・電話番号を確認します。
問視聴覚ライブラリー☎（638）5704

東図書館
■日本映画劇場「元

げ ん

禄
ろ く

快
か っ

挙
き ょ

余
よ

譚
た ん

　土屋主
ち か ら

税
　雪解篇」　▼日時　12月10日午前10時
～と11日午後2時～の2回▼定員　各先着
50人。
■20世紀名画座「サンセット大通り」　▼日
時　12月10日午後2時～と11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
を確認します。
問視聴覚ライブラリー☎（638）5704
南図書館

■みんなのクリスマスリスト展示　▼期間
　12月26まで日▼内容　南図書館に置い

てある用紙に書いた願い事を展示。
■本の福袋「おたのしみぶっく」　▼日時　
12月4・5日、午前9時30分～▼内容　図書
館職員のお薦めする本を、2～3冊ずつ包装
した「おたのしみぶっく」として貸し出す▼
定員　各先着40人▼その他　無くなり次
第終了します。
■名作映画会「黄色いリボン」　▼日時　
12月26日午後2時～3時45分。午後1時開
場▼定員　先着150人▼その他　受け付
けで、検温、氏名・電話番号を確認します。
休館日　中央＝12月3・10・17・21・24・29
日～令和4年1月3日、東・視聴覚ライブラ
リー・南・上河内・河内＝12月6・13・16・20・
27・29日～令和4年1月3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。

■里山野あそび隊　森のゲーム＆
アンド

松ぼっく
りツリー作り　▼日時　12月12・19日、午
前10時～正午と午後1時～3時の2回。荒
天中止▼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
てクリスマスツリーを作る▼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。
■宇都宮落語研究会による楽しい寄席　▼
日時　12月12日午後2時～3時30分▼費
用　湯処あぐり入浴料（60歳以上＝460円、
大人＝510円、中学生＝250円、3歳～小学
生＝200円）。
■温水プール「アグリスパ」施設見学会　

▼日時　12月16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。
■宮リサーチツアー　▼期日　12月18日
▼内容　ミニ門松としめ縄作りの体験▼定
員　先着20人▼その他　詳しくは、えにし
トラベル URL1をご覧になるか、えにしトラ
ベル☎（689）8782へ。なお、「県民一家族
一旅行」の対象事業です。
■金管バンド「宇都宮ブラスソサエティ」ク
リスマスコンサート　▼日時　12月12日
午前11時～と午後1時30分の2回。
■道の駅　大歳の市　▼日時　12月26～

31日、午前8時30分～午後5時▼内容　年
越し手打ち生そばや餅、おせち食材などの
販売、切り花の展示販売。
■新里ねぎ祭り　▼日時　12月5日午前9
時～午後3時▼内容　新里ねぎを使用した
オリジナル食材の販売、くじ引き、あおぞら
館で1,000円以上買い物をした人を対象
に新里ねぎ入りのきのこ汁の無料配布な
ど。
■正月元旦朝風呂　▼日時　令和4年1月
1日午前7時～▼費用　湯処あぐり入浴料。
■冬のごあいさつに　ろまんちっく村ブル
ワリーのこだわり季節の地ビール販売中　
農産物直売所「あおぞら館」やトチギフト
URL2で販売しています。

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　12月14日

◀ろまんちっく村

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　12月12日ま
で▼内容　バンバ通り商店街60年の歩み。
■フェアリーツリー　妖精ねがいごとまつ
り　▼期間　12月18日～令和4年1月14
日▼内容　短冊に願い事を書き、妖精に願
いを届けてもらうイベント。
■井村君江名誉館長によるギャラリートー
ク　▼日時　令和4年1月8日午後1時～2
時▼内容　妖精や文学についてのお話▼
定員　先着20人▼申込　令和4年1月4日
午後3時から、電話で。
休館日　12月6・29日～令和4年1月3日。
オリオンスクエア
■まちなかマルシェ　▼日時　12月7日午

前10時～午後3時▼内容　手作り雑貨な
どの販売。
■クリスマスフェスタ2021　▼日時　12
月12日午前11時～午後2時30分▼内容　
ステージイベント、飲食販売、物品販売。
問オリオンスクエア管理事務所（午前9時～
午後7時）☎（634）1722
宇都宮アンテナショップ「宮カフェ」（江野町）
☎（666）8938

■栃木のクラフトビール企画展　▼期間
　12月30日まで▼内容　県内のクラフト
ビールブルワリーの紹介、パネル展示など。
■親子でホールケーキ作り体験　▼日時
　12月19・26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～。
宇都宮城址公園

■富士見櫓
やぐら

2階を特別開放　▼日時　12
月19日午前8時～11時。雨天中止。
問公園管理課☎（632）2989
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12月4日（土）発売

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　12月6・20・29日～令和4年1月3日。
会館プレイガイドの営業は午前9時～午後7時。ただし、12月7日は午後5時まで。

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

大ホール

大ホール

12月19日（日）発売

好評販売中 市文化会館 開館40周年記念

うつのみや寄席
春風亭小朝・柳家喬太郎・春風亭一之輔 三人会
令和4年4月16日（土） 
午後2時開演
全席指定4,000円
　　　　　（当日500円増）

※未就学児入場不可。
※ぴあ・ローソン・イープラス・ＣＮプ
レイガイド。

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
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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

賛助出演　福田智久山（尺八）

出演　渡辺貞夫グループ、E
エスコーラ
SCOLAJ

ジャフロ
AFRO

　　　上三川少年少女合唱団

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

春風亭小朝 柳家喬太郎 春風亭一之輔

平 常

■市保健センター☎（627）6666
▼毎週水曜日、29日～令和4年1月3日。
■梵天の湯☎（674）8963
▼毎月第1・第3木曜日、令和4年1月1日。

■茂原健康交流センター☎（654）2815、
環境学習センター☎（655）6030、冒険
活動センター☎（669）2441、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、29日～令和4年1月3日。

各施設の休館日（12月）

伝統芸能鑑賞講座 Vol.3 文楽
▼日時　令和4年2月13日（日）午後1時30分～3時30分▼内容　奈佐
原文楽座（国指定選択文化財）による、実演を鑑賞しながら文楽の楽しさ
を学べる講座▼定員　抽選500人▼申込　12月17日～令和4年1月
21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.３文楽」係へ▼その他　当選者のみ整
理券を送付。

小ホール

令和4年1月30日（日） 午後3時開演
全席指定3,000円

※未就学児入場不可。※CNプレイガイド。　共催：下野新聞社

渡辺貞夫と子どもたち
シェア ザ ワールド こころつないで

URL1　https://www.tochigisc.jp
URL2　https://www.blitzen.co.jp
URL3　https://www.utsunomiyabrex.com

公園
八幡山公園（塙田５丁目）☎（624）0642

http://hatimanyama.jp/
■八幡山公園の写真・絵画展の出展作品を
募集　▼募集期間　令和4年1月25日まで
▼内容　八幡山公園に関する写真・絵画▼
規格　A3サイズ以内▼その他　詳しくは、
八幡山公園 をご覧ください。
■ペットの飼い方相談とウサギの抱っこ体
験　▼日時　12月20日午前11時～正午と
午後2時～3時の2回。
■子どもだけのクリスマスプレゼント　▼
期間　12月23～26日▼内容　宇都宮タ
ワーを利用すると粗品をプレゼント▼対象
　小学生以下▼定員　先着200人。
■クリスマスライトアップ　▼日時　12月
23～26日、午後4時30分～午前0時▼内容
　宇都宮タワーを緑色とオレンジ色にライト
アップ。

■宇都宮タワーから夜景を見よう　▼期間
　12月23～26日▼その他　宇都宮タワー
を午後7時まで延長営業。
■お正月ライトアップ　▼日時　12月31
～令和4年1月3日、午後4時30分～午前6
時▼内容　宇都宮タワーをオレンジ色にラ
イトアップ。
■宇都宮タワーを元旦無料
開放　▼日時　令和4年1
月1日午前7時20分～10時。
■ファファ（エア遊具）で遊ぼう　▼日時　
毎週土・日曜日、午前10時～午後4時▼対象
　3歳～小学4年生▼費用　1回5分200円。
■乗馬体験　▼日時　毎週土・日曜日、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。
休園日　宇都宮タワー・ゴーカート　12月
6・13・20・27・29日～令和4年1月3日。

宇都宮競輪（12月）
東戸祭1丁目2-7　☎（625）0100
http://www.utsunomiya-keirin.jp

■本場開催
▼25～27日＝JPF杯（FⅡ）。
▼令和4年1月1～3日=日刊スポーツ杯（F
Ⅰ）
■場外発売
▼2～5日＝松山記念。
▼3～5日＝取手FⅠ。
▼9～11日＝小田原FⅠ。
▼9～12日＝広島記念。
▼13～15日＝立川FⅠ。
▼16～19日＝伊東温泉記念。
▼20～22日＝京王閣FⅠ関東カップ。
▼23～26日＝佐世保記念。
▼25～27日＝防府FⅠ。
▼28～30日=GPシリーズ（静岡FⅠ）
▼令和4年1月4日～7日=立川記念。



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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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エンジョイトレーニング　▼日時　12
月2・9・16・23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。
2ズンバ　▼日時　12月3・10・17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。
3エアロビクス　▼日時　12月7・14・21
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。
4いきいきスポーツ倶楽部　▼日時　12
月7・14・21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。
5ダンスエクササイズ（ラテンエアロビク
ス）　▼日時　12月7・14・21日、午後7時
30分～8時30分▼内容　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　12月2・
9・16・23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　12月3・
10・17・24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清原ズンバ　▼日時　12月1・8・15・22
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。
9清原エアロビクス　▼日時　12月2・9・
16・23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。
■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。134679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 12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・カンセキスタ
ジアム）・日時・対戦相手
▼5日午後1時～、FC琉球。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
▼11・12日　全日本選手権自転車競技大
会シクロクロス（茨城県）。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
■宇都宮ブレックス（ホームゲーム）・日
時・対戦相手
▼11日午後3時5分～、12日午後4時5分～、
琉球ゴールデンキングス（ブ
レックスアリーナ宇都宮）▼15
日午後7時25分～、秋田ノー
ザンハピネッツ（ブレックスア
リーナ宇都宮）▼25・26日午後3時5分～、
島根スサノオマジック（日環アリーナ栃木）。
詳しくは、宇都宮ブレックス公式 URL3をご
覧ください。
問栃木ブレックス☎（612）6735

▲宇都宮スポーツナビ

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

　「冬渡祭」「春渡祭」は、どちらも「おたりや」と読
よ

みます。
　宇都宮市

し

民
みん

に 1 年
ねん

の終
お

わりや正
しょう

月
がつ

の終わりを告
つ

げる夜
よ

祭
まつり

で、始
はじ

まりは古
ふる

く、西暦 838 年までさかのぼるといわ
れています。夜

よ

中
なか

に行
おこな

われるため「渡
わたり

り夜
や

」と呼
よ

ぶように
なり、後

あと

に「おたりや」と呼ばれるようになったと伝
つた

えられ
ています。
　現

げん

在
ざい

では、12月
がつ

15日
にち

と1月15日に行われ、12月を
「冬渡祭」、1月を「春渡祭」と書

か

き、どちらも「おたりや」
と読みます。

　二
ふた

荒
あら

山
やま

神
じん

社
じゃ

の境
けい

内
だい

に設
もう

けられたお焚
た

き上
あ

げ所
しょ

では、
冬渡祭ではお札

ふだ

や達
だる

磨
ま

な
どの縁

えん

起
ぎ

物
もの

を、春渡祭で
は正月の松

まつ

飾
かざ

りや注
し

連
め

飾り
を焚き上げてもらいます。

　「スーパースマートシティ」は、100年先
さき

も発
はっ

展
てん

し続
つづ

け
るまちの姿

すがた

「NCC（ネットワーク型
がた

コンパクトシティ）」を
土
ど

台
だい

に、「地
ち

域
いき

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

」（社会）、「地
ち

域
いき

経
けい

済
ざい

循
じゅん

環
かん

社会」
（経済）、「脱

だつ

炭
たん

素
そ

社会」（環
かん

境
きょう

）の３つの社会が、「人
ひと

」づ
くりの取

と

り組
く

みや「デジタル」技
ぎ

術
じゅつ

の活
かつ

用
よう

によって発
はっ

展
てん

する
「夢

ゆめ

や希
き

望
ぼう

がかなうまち」です。
　宇都宮市は、S

エス・ディー・ジーズ

DG s の達
たっ

成
せい

にも貢
こう

献
けん

できる、2030年
ごろのまちの姿

すがた

として、「スーパースマートシティ」を目
め

指
ざ

しています。詳
くわ

しくは、4～11ページをご覧
らん

ください。

問
も ん

題
だ い

１の答え 3 おたりや 問題２の答え 2 スーパースマートシティ
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