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7
　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。

■パンづくり体験　▼日時　７月３・10・24
日、午前11時～と午後１時～の２回▼内容
　パン生地を自分の好きな形に成型し、ま
き窯で焼き上げる体験イベント。24日は、
米粉を使用した生地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。
■旬の味覚狩りと石窯ピザ焼き体験　▼
日時　７月3・10・31日、午後１時45分～▼
内容　地元農園で収穫体験と石窯でピザ
焼き体験▼定員　各先着13人▼費用　大
人＝3,000円、小学生以下＝2,000円（参加
費）▼申込　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。
■温泉ソムリエによる温泉入浴方法講習
会　▼日時　７月１０日午後３時～３時30分
と午後４時～４時30分の２回▼内容　小林
愛

あ

也
や

佳
か

さん（温泉ソムリエアンバサダー）に
よる温泉入浴方法講習会▼費用　天然温
泉「湯処あぐり」入浴料（大人=510円、中学
生=250円、3歳～小学生=200円、60歳以
上の市民=460円）。
■「アグリスパ」屋外プールオープン　▼
日時　７月１６日～８月３１日、午前10時～午
後６時。荒天時は利用中止▼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。
■県ビックバンド連盟合同コンサート　▼
日時　７月１７日午前11時～午後4時20分
▼内容　県内約8チームによる音楽の競演。
■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18日
午前10時～正午と午後１時～３時▼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。
■里山野あそび隊　虫むし探検・夏編　
▼日時　７月２３・３０日①午前１０時～、１１時
３０分～、午後１時３０分～②午後７時～９時
▼内容　①はじめての虫探し（夏の昆虫を

観察）②暗い夜の森で、昆虫を呼び寄せる
ライトトラップを点灯し、じっくりと昆虫を観
察▼対象　３歳以上。小学生以下は保護者
同伴▼定員　各先着５組（最大１２人）▼費
用　①１,０００円、保護者=６００円②１,５００
円、保護者=８００円▼申込　電話で。
■ふれあい自然塾　みのりの森の生きも
の探し　▼日時　７月２４日午前１０時～正
午▼内容　森を散策しながら生き物を探し
た後にピザ焼き体験▼対象　３歳以上。小
学生以下は保護者同伴▼定員　各先着５
組（１２人まで）▼費用　２,０００円。保護者１,
０００円、２歳以下は無料▼申込　電話で。
■栃木市民と共に造った地ビール「律之助
物語　麦秋」好評発売中　▼内容　ビール
麦の父といわれる「田村律之助」の名を冠し
たプレミアムビールを、田村氏の故郷であ
る栃木市の皆さんと共に約２年の歳月をか
けて造り上げました。麦のうま味と、爽やか
なのど越しが特徴です▼価格　１本３３０ｍｌ、
５６０円（税込）▼その他　詳しくは、トチギフ
ト URL2をご覧ください。
■ろまんちっく村ビール工場直送「季節の
地ビールギフト」を贈りませんか　ビール
麦の産地、宇都宮産の麦芽を使用した、こだ
わりのビールを醸造▼その他　詳しくは、ト
チギフト 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12日。

◀ろまんちっく村

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
5・12・19・26日、午後1時30分～3時▼内
容　シニアのための手軽にできる易しいス
ポーツで無理なく健康づくり。
2エンジョイトレーニング　▼日時　7月
7・14・21・28日、午後1時30分～3時▼内
容　トレーナーと一緒に楽しく分かりやすく
有酸素運動や筋力アップ運動。
清原体育館（清原工業団地）会場☎（667）1227

3清原ズンバ　▼日時　7月6・13・20・27
日、午前11時～正午▼内容　ラテン系の
音楽に合わせたダンスエクササイズでシェ
イプアップ。
4清原エアロビクス　▼日時　7月7・14・
21・28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。
明保野体育館（明保野町）会場☎（632）6381

5明保野ダンスエクササイズ　▼日時　7
月5・12・26日、午後7時30分～8時30分▼
内容　ラテンエアロビクスでシェイプアップ。

6明保野エアロビクス　▼日時　7月7・
14・21・28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20人。
河内体育館(中岡本町)会場☎(673)5600

7河内ズンバ　▼日時　7月1・8・15・22・
29日、午後1時30分～2時30分▼内容　
ラテン系の音楽に合わせたダンスエクササ
イズでシェイプアップ。
8河内エアロビクス　▼日時　7月5・12・
26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。
■対象　16歳以上の人。
■費用　各500円。
■持ち物　運動に適した服装・室内専用の
運動靴。12468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 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　カンセキスタ
ジアムとちぎ）日時・
対戦相手
▼６日午後７時～、東
京ヴェルディ▼２３日
午後７時～、レノファ
山口ＦＣ▼３０日午後
６時～、徳島ヴォル
ティス。詳しくは、栃木SC公式 URL3を
ご覧ください。
問栃木サッカークラブ☎（666）0615
■宇都宮ブリッツェン（期日・大会名）
▼９日　JCL広島ロードレース（広島県）▼
１０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 URL4をご
覧ください。
問サイクルスポーツマネージメント☎

（611）3993

◀宇都宮スポーツナビ
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行ってみよう 見てみよう 施設のイベント

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

宇都宮競輪（7月）

■本場開催
▼  16～18日＝

第44回報知
新聞社杯（Ｆ
Ⅰ）関東カップ。

▼  23～25日＝第26回栃木放送杯（ＦⅡ）
（モーニング）。

■場外発売
▼  １日まで＝取手ＦⅠ、平塚ＦⅡ（ナイター）（前

売り発売のみ）。
▼3日まで＝小松島記念。
▼３～5日＝弥彦ＦⅡ。
▼４～６日＝防府ＦⅠ。
▼５～７日＝京王閣ＦⅠ（ナイター）。
▼７～10日＝福井記念。
▼８～10日＝富山ＦⅠ。
▼11～13日＝弥彦ＦⅠ。
▼16～18日＝ＳＮＦ（ＧⅡ）玉野（ナイター）。
▼21～23日＝大宮ＦⅠ。
▼23～26日＝佐世保記念。
▼  28～30日＝取手ＦⅡ（モーニング）。
▼28～31日＝弥彦記念。

URL1　https://enishi-travel.jp/whats/
URL2　http://www.tochigift.com
URL3　https://www.tochigisc.jp
URL4　https://www.blitzen.co.jp

市役所1階
市民ホール（7月）

■４～８日
▼更生保護パネル展示。
問保健福祉総務課☎

（632）2919
▼百人一首パネル展。
問文化課☎（632）2763
■１１～１５日
▼平和啓発パネル展・折り鶴コーナー。
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）2766
■19～22日
▼宇都宮ボランティア協会活動紹介。
問保健福祉総務課☎（632）2919
▼宇都宮の獅子舞パネル展。
問文化課☎（632）2766
■25～29日
▼犯罪被害者支援等パネル展。
問生活安心課☎（632）2137
▼ふるさと宮まつりポスター原画展。
問観光交流課☎（632）2436、ふるさと宮
まつり開催委員会☎（633）8766

■長期休館に伴うご案内
▼休館明けの講義室　貸し出し再開(申請

受け付け)など、詳しくは、電話で、宇都宮
美術館へお問い合わせください。
▼宇都宮美術館友の会　令和4年度前半

の会員募集はありません。休館明けに半
期のみの入会受け付けを予定しています。
▼ポイントカード・展覧会無料観覧券　有

効期限前のポイントカードや無料観覧券
をお持ちの人は、宇都宮美術館 をご
覧ください。

宇都宮美術館
長岡町1077　☎（643）0100

（643）0895　  http://u-moa.jp/

　秋まで、空調改修や照明LED化など
の工事のため休館します。工事の進捗
状況によって、スケジュールが変動する
ことがあります。休館中は、レストラン、
ミュージアムショップ、講義室を利用で
きません。
　なお、工事における安全確保のため、
美術館建物周辺において、立ち入り制
限区域を設けます。ご迷惑をお掛けしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。

■ゆうあいひろばの受付方法が変わります
　７月19日から、ゆうあいひろばの受付方
法が、次の通り、変更になります。
▼土・日曜日、祝休日、長期休暇期間中（夏
季休暇など）　インターネットによる事前予
約=各クール80人、当日受付=各クール20
人▼平日　フリータイム。詳しくは、市
をご覧ください。
問子ども未来課☎（632）２９４４
岡本児童館（下岡本町）☎（673）2006
■短冊に願いごとを書いて笹に飾ろう　▼
日時　７月７日まで、午前10時30分～午後
4時30分。

■ペットボトルでけん玉を作ってあそぼう
　▼日時　７月12～15日、午前10時30分
～午後4時30分▼定員　先着20人。
■厚紙でやじろべえ作り　▼日時　７月１９
～２４日、午前10時30分～午後4時30分▼
定員　先着20人。
白沢児童館（白沢町）☎（671）0404

■小学生工作講座「からくりクランク」空き
箱で動くおもちゃ作り　▼日時　８月４日午
後１時30分～３時▼対象　小学生▼定員　
先着12人▼申込　７月９日午前10時から、
電話で。
■英語であそぼ　▼日時　８月17日午前
10時30分～11時30分▼対象　小学１～3
年生▼定員　先着８人▼申込　７月10日午
前10時から、電話で。
■えいごであそぼ　▼日時　８月19日午
前10時30分～11時30分▼対象　年少～
年長児とその保護者▼定員　先着６組▼申
込　７月15日午前10時から、電話で。
田原児童館（上田原町）☎（672）4001

■プラレールで遊ぼう　▼日時　７月９日
午前10時～11時と午前11時～正午。入

れ替え制▼対象　幼児、小・中学生。ただし、
幼児は保護者同伴▼定員　各先着６組。
■牛乳パックで光の箱を作ろう　▼日時　
７月19～24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　７月23日午
前10時30分～11時30分▼内容　ゲーム
や記録にチャレンジ。その他、運動遊びを楽
しむ▼対象　小学生▼定員　先着15人。
各児童館の休館日　７月２・４・１１・１６～１８・
２５・３０日
あそぼの家（今泉町）☎（663）3245

■読み聞かせ　▼日時　7月6・15日、午前
11時30分～正午▼対象　未就園児とその
保護者。
■ミニプール　▼日時　7月19～29日、
午前10時30分～正午▼対象　未就園児と
その保護者▼定員　各先着5組。
■バスボムを作ってマグマ実験あそび　
▼日時　7月27・28日、午後1時30分～3
時▼対象　小学生・幼児とその保護者▼定
員　各先着10人。
休館日　7月3・10・17・18・24・31日。

子どもと出掛けよう ◀ゆうあいひろばなどの
　イベント情報

◀子育てサロンの
　7月の行事

　各児童館とあそぼの家は、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。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

■冒険活動センター☎（669）2441
▼4・11・18日。
■環境学習センター☎（655）6030

▼毎週月曜日。
■市保健センター☎（627）6666
▼毎週水曜日、18日。
■梵天の湯☎（674）8963
▼毎月第１・第３木曜日。
■茂原健康交流センター☎（654）2815

▼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
▼4・11・19・25日。

各施設の休館日（7月）
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中央図書館
■アニメ映画会「忍たま乱太郎　武道大会
の段」他３作品　▼日時　７月17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
1日本映画劇場「生きろ　戦場に残した伝
言」　▼日時　７月15日午前10時～と16
日午後２時～の２回▼定員　各先着50人。
2２０世紀名画座 「ブロードウェイ・メロ
ディ」　▼日時　７月15日午後２時～と16

日午前10時～の２回▼定員　各先着50人。
3東図書館30周年記念事業「写真でたど
る30年の歩み」　▼期間　7月22日～8月
17日▼内容　東図書館開館から30年の軌
跡を紹介する企画展示。
■その他　12上映開始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12視聴覚ライブラリー☎（638）5704
3東図書館☎（638）5614
南図書館

■長期休館のお知らせ　南図書館では、特
定天井改修工事のため、一部施設が利用で
きなくなります。ご迷惑をお掛けしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
▼期間　８月10日～令和５年３月31日▼そ
の他　詳しくは、決まり次第、図書館 な
どでお知らせします。
■名作映画会「父と暮せば」　▼日時　７月
３日午後２時～3時40分。午後１時30分開
場▼定員　先着150人。
■「ワグナーさんの四季」展　▼期間　7月
31日まで▼内容　ワグナー・ナンドール・アー

トギャラリーの四季折々の写真を展示。
■荒井退造展　▼期間　7月31日まで▼
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。
■熱いバトンをつなげ　栃の葉国体から
いちご一会国体へ　▼日時　７月9日午後
2時～3時▼内容　南図書館開館11周年・
ワグナー・ナンドール生誕100年を記念し
た、映像で振り返る栃の葉国体とアーティス
トによる国体応援コンサート▼定員　先着
150人。
河内図書館

■かわち図書館まつり　▼日時　7月18
日午前9時30分～午後3時30分▼内容　
工作ワークショップや本のおたのしみ袋の
貸し出し、図書館クイズラリー、バルーン
アートなど▼その他　貸し出しを受けた人
の先着200人に特製ミヤリー缶バッジをプ
レゼント。
休館日　中央＝７月１・８・15・20・22・29日、
東・視聴覚ライブラリー・南・上河内・河内＝７
月４・11・19・21・25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。

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▼そ
の他　宇都宮タワー利用料（無料対象者を
除く）が必要です。
■キックバイクを楽しもう　▼日時　７月３
日午前10時～正午▼対象　未就学児。ただ

し、保護者同伴▼定員　先着20人▼その他
　キックバイク・保護具は各自持参。
■コスプレｉｎ

イン

八幡山公園　▼日時　７月10
日午前11時～午後３時▼費用　1,000円

（参加費）。
■せせらぎ水路に水が流れます　▼期間　
７月16日～９月４日、午前９時～午後４時。荒
天中止。
■アニマルの日「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23日～８
月28日、午前９時～午後５時。
■動物の飼育体験　▼日時　７月24・31日、
午前９時～午後２時▼定員　各先着５人▼費
用　１，２００円（参加費）▼対象　小学生以上
▼申込　７月14日午後４時までに、電話で。
休園日　宇都宮タワー・ゴーカート　7月4・
11・19・25日。

公園 ◀八幡山公園

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

■企画展「妖精の国
のむこうがわ　眠れ
るコレクション展」　
▼期間　7月30日～
9月4日▼内容　さ

まざまな「理由」があり、これまでなかなか
展示できなかった魅力たっぷりの「眠れる」
作品を展示。
休館日　7月4日。
オリオンスクエア
1まちなかマルシェ　▼日時　7月5日午
前10時～午後３時▼内容　手作り雑貨な

どの販売。
2ミヤ・サンセット
ジャズ　▼日時　
７月23日午後３時
40分～７時40分
▼出演者　S

シ フ ト

hift c
チ ェ ン ジ

hange、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 ィ 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 ORCHESTRA。
問1オリオンスクエア管理事務所（午前9
時～午後７時）☎（634）17222うつのみ
やジャズのまち委員会（観光交流課内）☎

（632）２４３７
宇都宮城址公園

1宇都宮城を七夕で飾ります　▼期間　7

月3～11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。
2清明館和室でお茶会　▼日時　７月10
日午前11時～午後３時▼流派　宗

そ う

徧
へ ん

流
りゅう

▼
費用　茶券１枚500円。
3清明台2階を特別開放　▼日時　7月17
日午前11時～午後2時。雨天中止。
問13公園管理課
☎(632)29892宇
都宮茶華道協会☎

（648）0780、文化
課☎（632）2763



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。

7
行ってみよう 見てみよう 施設のイベント

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4・19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5～8日は午後5時まで。

小ホール

小ホール

好評販売中

８月７日（日）発売

8月7日（日） 午後2時開演
全席指定 3,500円

１１月１３日（日）午後２時開演
全席指定　１，０００円
※  ３歳以上有料。
　（３歳未満でも座席が必要な場合は有料）
※CNプレイガイド。

※  未就学児入場不可。※CNプレイガイド。 

金
きん

亜
あ

軍
ぐん

 来日30＋
プラス

2周年記念
揚
よう

琴
きん

コンサート

らんらん＃たのしく♪みゅーじっく
PPPのおもしろい打楽器コンサート

小ホール

大ホール

８月２1日（日）発売

８月２０日（土）発売

S
サ ン キ ョ ク

ANKYOKU2022　若き名手・和の継承

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.２

１１月２３日（水・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
　　　　　　  ※U-18席は18歳以下の人が対象です。※未就学児入場不可。※CNプレイガイド。
　　　　　　  ※C席・U-18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。

※曲目は変更になる場合がありますので、ご了承ください。

揚琴：金亜軍　　ピアノ：青木弘武

指揮：大井剛史　ピアノ：黒岩航紀
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

出演　PPP（P
パーカッション
ercussion P

パフォーマンス
erformance P

プレーヤーズ
layers）

出演　邦楽ゾリスデン

■演奏予定曲目
▼荒城の月　揚琴のための無伴奏曲
▼第三の男
▼G線上のアリア

■演奏予定曲目
▼道化師のギャロップ
▼トルコ行進曲
▼運動会メドレー他

■演奏予定曲目　▼リスト　ハンガリー狂詩曲第２番▼リスト　ピアノ協奏曲第
１番（ピアノ：黒岩航紀）▼ドヴォルザーク　交響曲第８番

乳幼児大歓迎！

ⒸK.Miura Ⓒ武藤章

吉澤延隆 本條秀慈郎 前川智世 福田智久山

11月26日(土) 午後2時開演
全席自由　一般2,000 円　高校生以下1,000 円

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

スーパースマートシティって何だ!? 
なん

2

　本
ほん

市
し

が目
め ざ

指すまちの姿
すがた

である「スーパースマー
トシティ」は、100 年

ねんさき

先も発
はってん

展し続
つづ

けるまちの
姿「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
きょうせい

生社
しゃかい

会」「地
ち

域
いき

経
けいざい

済循
じゅんかん

環社
しゃかい

会」
「脱

だつ

炭
たん

素
そ

社
しゃかい

会」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
かつよう

用によって発展する「夢
ゆめ

や希
き

望
ぼう

がかなうまち」です。
　スーパースマートシティの実

じつ
現
げん

に向
む

けて、公
こう

共
きょう

交
こう

通
つう

は欠
か

かすことが出
で き

来ない重
じゅう

要
よう

な都
と し

市のツール
であり、MOVE NEXT UTSUNOMIYA は、誰

だれ

もが安
あんぜん

全で快
かいてき

適に利
り

用
よう

できる宇
う

都
つの

宮
みや

の公共交通
を、より多

おお

くの市
し

民
みん

の皆
みな

さんに利用していただく
ために実

じっ

施
し

する公共交通利用促
そくしん

進キャンペーンで
す。

　ＬＲＴをはじめ、進
しん

化
か

する宇都宮の公共交通につ
いてのＰＲや、公共交通を利用したくなるような参

さん

加
か

型
がた

・体
たい

験
けん

型のイベントに加
くわ

え、市
し

内
ない

の各
かくしゅ

種イベ
ントや JR 宇都宮駅

えき

東
ひがし

口
ぐち

のまちびらきなど、さま
ざまな機

き

会
かい

に、市民の皆さんが、公共交通をよ
り身

み

近
ぢか

に感
かん

じられる取り組みを展
てんかい

開していきます。
詳
くわ

しくは、２・３ページをご覧
らん

ください。

答え

HELLO, NEW CITY.

■3 M
ム ー ブ

OVE N
ネ ク ス ト

EXT U
ウ ツ ノ ミ ヤ

TSUNOMIYA


