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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。

宇都宮スポーツナビ
http://www.utsunomiya-sponavi.or.jp

スポーツを楽しもう
▲宇都宮スポーツナビ

URL1　https://www.tochigisc.jp	 URL2　https://www.blitzen.co.jp
URL3　https://www.utsunomiyabrex.com	 URL4　https://www.tochigift.com/

■3～7日
▼男女共同参画月間パネル展示。
問男女共同参画推進センター「アコール」☎
（636）4075
■3～17日
▼ジャパンカップサイクルロードレースPR。
問都市魅力創造課☎（632）2736
▼里親月間パネル展示。
問子ども家庭課☎（632）2390
■11～14日
▼いじめゼロポスターコンクール入賞作品展。
問学校教育課☎（632）2672
■17～21日
▼下水道いろいろコンクール入賞作品展示。
問経営企画課☎（633）3230
▼市シルバー人材センターパネル展。
問高齢福祉課☎（632）2359
■24～28日
▼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
■31日～11月4日
▼もったいない運動パネル展示。
問環境政策課☎（632）2404
▼「世界糖尿病デー」パネル展。
問健康増進課☎（626）1126
▼児童虐待防止推進月間パネル展示。
問子ども家庭課☎（632）2390
▼DV防止啓発パネル展。
問アコール☎（636）4075

市役所1階
市民ホール（10月）

明保野体育館（明保野町）会場☎（632）6381
1明保野エアロビクス　▼日時　10月6・
13・20・27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。
2明保野ダンスエクササイズ　▼日時　
10月4・18・25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。
河内体育館（中岡本町）会場　☎（673）5600

3河内エアロビクス　▼日時　10月4・
18・25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河内いきいきスポーツ倶楽部　▼日時
　10月4・18・25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河内エンジョイトレーニング　▼日時　
10月6・13・20・27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。

6河内ズンバ　▼日時　10月7・21・28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。
清原体育館（清原工業団地）会場☎（667）1227

7清原ズンバ　▼日時　10月19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。
8清原エアロビクス　▼日時　10月20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13～58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
者には新型コロナウイルス感染症の感染防
止対策をお願いします。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。

スポーツ施設で各種スポーツ教室

10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　▼16日
午後２時～、水戸ホーリーホック。詳しくは、
栃木SC公式 URL1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）　
▼１日　おおいたいこいの道クリテリウ
ム（大分県）▼２日　おおいたアーバンク
ラシックロードレース（大分県）▼15日　
ジャパンカップクリテリウム（大通り）▼16
日　ジャパンカップサイクルロードレース
（福岡町）▼22日　JCLしおやクリテリウ
ム（塩谷町）▼23日　JCL那須塩原クリテ
リウム（那須塩原市）▼29日　JCL山口な
がとクリテリウム（山口県）▼30日　JCL
秋吉台カルストロードレース（山口県）。詳
しくは、宇都宮ブリッツェン公式 URL2

をご覧ください。問サイクルスポーツマ
ネージメント☎（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
　▼東アジアスーパーリーグ　19日午
後7時～・ソウルSKナイツ▼B.L

リ ー グ

EAGUE
2022-23シーズン　22・23日、午後3時
5分～・アルバルク東京、26日午後7時5
分～・千葉ジェッツ。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

■パンづくり体験　▼日時　10月2・9・
16・23日、午前11時～と午後１時～▼内容
　パンの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。16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。
■旬の味覚収穫と石窯でピザ焼き体験　
▼期日　10月2・9・23・30日▼内容　農園
で旬の食材を収穫し、石窯でピザを焼く▼
定員　各先着10人▼費用　大人＝3,000
円、小学生以下＝2,000円（参加費）▼申込
　電話で、えにしトラベル☎（689）8782へ。
■秋のこどもスポーツフェスティバル　▼
日時　10月10日午前11時～午後5時▼
内容　家族でスポーツを楽しむことができ
るイベント▼その他　ヴェルツFCによるフ
ニーニョサッカー体験会は、人数制限あり。
費用は1人1,000円（参加費）。
■里山野あそび隊　秋のお花探し＆

アンド

しおり
作り　▼日時　10月16・25日、午前10時
～正午と午後1時～3時▼内容　秋の花を
探して自然観察と、紅葉や花でしおりを作
る▼定員　各先着12人▼費用　１，５００円
（参加費）▼申込　電話で。
■ろまんちっく寄席　▼日時　10月16日
午後２時～３時30分▼内容　宇都宮落語研
究会による楽しい落語▼費用　湯処あぐり
入浴料。

■こども文化祭V
ボリューム

ol.1 i
イン

n ろまんちっく村　
▼日時　10月22日午前10時～午後4時▼
内容　アートやものづくりの発表、おいしい
食べ物などが盛りだくさん。
■里山ゆるんぽ倶楽部　秋の花＆平安の色
探し　▼日時　10月23日午前10時～正午
と午後１時～３時▼内容　秋の野花を観察
し、平安の色合わせを学ぶ▼定員　各先着
１０人▼費用　中学生以上＝1,500円、小学
生以下＝800円（参加費）▼申込　電話で。
■地ビール「とちぎ国体・障スポ大会ラベ
ルビール」発売中　▼価格　1本330ml、
550円（税込）▼その他　詳しくは、トチギフ
ト URL4をご覧ください。
■ろまんちっく村グルメ「ゆず庵」　ロース
トビーフとウニが乗った「彩り野菜とロース
トビーフのちらし丼」（1,580円・税込）が新
登場▼営業時間　午前11時30分～午後2
時30分、午後5時～9時。
1盆栽展示会　▼日時　11月４～６日、午
前９時～午後４時。６日は午後３時まで▼内
容　日本盆栽協会宇都宮支部の皆さんが
育てた盆栽の展示と、チャリティー即売会。
2盆栽講習会　▼日時　11月５日午後１時
～３時▼内容　藤川政幸さん（日本盆栽協
会公認講師）による、秋の盆栽管理につい
ての講習▼定員　先着30人▼申込　当日、
直接、会場へ。
問12景観みどり課☎（６３２）２８８５

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　10月11日。
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行ってみよう 見てみよう 施設のイベント

1よみきかせ会　▼日時　10月4・25・31
日、午前11時～11時30分。
2おやこリトミック　▼日時　10月5・17
日、午前11時～11時30分▼対象　5日＝１
歳児以上の親子、17日＝０歳児親子（４カ月
以上）▼定員　各先着12組。
3おもちゃクリニック　▼日時　10月19・
20日、午前10時～正午▼定員　先着5組
（１組１個）。
4工作つくってあそぼう　▼日時　10月
27・28日、午後２時30分～４時▼定員　各
先着9組。
■申込　1当日、直接、会場へ2～4詳しく

は、市 をご覧ください。
岡本児童館（下岡本町）☎（673）2006

■ペットボトル空気砲作り　▼日時　10月
８～14日、午前10時30分～午後４時30分
▼定員　先着30人。
■かぼちゃ帽子作り　▼日時　10月18～
23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

■算数リトミック　▼日時　11月2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6組▼申込　
10月5日午前10時から、直接または電話で。
■片面ダンボールでハロウィーンキーホル
ダー作り　▼日時　10月18～23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

■ハロウィーン工作「紙コップでU
ユ ー フ ォ ー

FOキャッ
チャー」　▼日時　10月８～14日、午前10時
30分～午後４時30分　▼定員　先着30人。
■リトミック　▼日時　11月16日午前10時
30分～11時30分▼対象　６カ月～１歳児と

その保護者▼定員　先着10組▼申込　10
月18日午前10時から、直接または電話で。
各児童館の休館日　10月1・3・10・15～
17・24・29・31日。
あそぼの家（今泉町）☎（663）3245

■読み聞かせ　▼日時　10月6・21日、午
前11時30分～正午▼対象　未就園児とそ
の保護者。
■ペットボトルビーズであそぼう　▼日時
　10月1１日午後1時30分～3時▼対象　
小学生・幼児とその保護者▼定員　先着
20人。
■出張あそぼの家　パラバルーンであそ
ぼう　▼日時　10月12日午前10時30分
～11時と午前11時15分～11時45分▼対
象　未就園児とその保護者▼定員　各先
着10組▼申込　10月3日午前10時30分
から、直接または電話で。
■ハロウィーンリース作り　▼日時　10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10組。
休館日　10月2・9・10・16・23・30日。

　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

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
　10月の行事

視聴覚ライブラリー図書館 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/

☎（638）5704
中今泉3丁目5-1（東図書館内）
http://www.ucatv.ne.jp/～u_avl/

中央図書館
■中央図書館リサイクル市　▼期日　11
月13・14日▼時間　①午前9時45分～10
時30分②午前10時45分～11時30分③
午後1時15分～2時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
（子ども向けの本は除く）の販売▼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。
１人１回30冊まで▼申込　11月13日の①
②のみ要申込。10月24日午前9時30分か
ら、電話で。その他は、当日、各回開始時間
の10分前から整理券を配布します。申し込
みは1人1回限り。
東図書館
1日本映画劇場「信さん・炭坑町のセレ
ナーデ」　▼日時　10月7日午前10時～と
8日午後2時～の2回▼定員　各先着50人。
2２０世紀名画座 「巴

パ

里
リ

のアメリカ人」　▼
日時　10月７日午後２時～と８日午前10時
～の２回▼定員　各先着50人。

3アニメ映画会「キャプテン翼Ⅱ」他１作品
　▼日時　10月９日午前10時30分～と午
後１時30分～の２回▼定員　各先着50人。
4アニメ映画会「ミッキーマウスのキャン
ピングカー」他3作品　▼日時　10月22日
午後２時～▼定員　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。
5餃

ギ ョ ー ザ

子いろいろ　グッズもいろいろ特集　
▼期間　10月22日～11月16日。グッズ展
示は11月３日まで▼内容　宇都宮餃子に
関するグッズや餃子に関する本の展示。
6有償リサイクル市　▼期日　11月4・5
日▼時間　①午前10時～10時45分②午
前11時～11時45分③午後1時15分～2時
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（子ども向けの本は
除く）の販売▼定員　各先着35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。１人１回30冊まで▼

申込　10月25日午後3時から、電話で。
問1～4視聴覚ライブラリー☎（638）57
0456東図書館☎(638)5614
南図書館

■横浜税関150周年記念事業「とちぎの税
関」　▼期間　10月4日～令和5年3月（予
定）▼内容　税関150年の歴史と仕事をパ
ネルで紹介。
上河内図書館

■ストップ温暖化とちぎ企画展　▼日時　
10月15日午前10時～午後３時▼内容　地
球温暖化の現状や防止の取り組みなどの
パネル展示、体験しながらエコを学べる体
験展示。
■名作映画会「ローマの休日」　▼日時　
10月30日午後2時～4時▼定員　先着30
人。
休館日　中央＝10月４～12・14・21・28日、
東・視聴覚ライブラリー＝10月３・12～21・
24・31日、南＝10月１～31日、上河内・河内
＝10月３・11・17・20・24・31日。

■市保健センター☎（627）6666
▼毎週水曜日、10日。
■茂原健康交流センター☎（654）2815
▼3・11・17・24・31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
▼3・11・17・24・31日。

各施設の休館日（10月）
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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。

■10月16日は「家庭の日」　高校生以下の
家族と同伴した大学生・一般の企画展観覧
料は半額、高校生以下は無料になります。
■11月3日は「文化の日」　入場は事前申
込制（時間指定）　新型コロナウイルス感
染症の防止対策として、混雑を緩和するた
め、事前申込制となります。なお、市民は無
料、市外在住は有料となります▼入館時間
区分　A＝午前9時30分～10時30分、B＝
午前11時～正午、C＝午後0時30分～1時
30分、D＝午後2時～3時、E＝午後3時30
分～4時30分。なお、入れ替え制ではあり
ません▼定員　各抽選70人▼申込　往
復はがきの往信に、希望者全員の (代表

者を含め5人まで)と希望する入館時間区
分の第１希望と第２希望を、返信に代表者
の郵便番号、住所、氏名を書き、10月12日
（必着）までに、〒320-0004長岡町1077、
宇都宮美術館「文化の日観覧予約係」へ▼
その他　抽選結果は全員に通知します。詳
しくは、美術館 をご覧ください。
■企画展「開館25
周年記念　全館コ
レクション展　こ
れらの時間につい
ての夢」　▼期間
　9月25日～令和
5年1月15日▼費
用　一般＝1,000
円、高校・大学生＝
800円、小・中学生
＝600円（観覧料）。

■森のコンサート「秋の散歩道　サクソ
フォンとピアノと共に」　▼日時　11月12
日午前11時～正午▼内容　湊

みなと

谷
や

采
あや

加
か

さ
ん(サクソフォン)、野澤安

あ

希
き

さん(ピアノ)に
よる、「赤とんぼ」「月の光」などの演奏▼定
員　抽選80人▼申込　往復はがきの往信
に希望者全員の （代表者を含め5人ま
で）、車いす利用の有無を、返信に代表者の
郵便番号、住所、氏名を書き、10月17日(必
着)までに、〒320-0004長岡町1077、宇都
宮美術館「森のコンサート係」へ▼その他　
抽選結果は全員に通知します。
■観覧料　市内在住か通学する高校生以
下の人は無料。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
よび障がい者を介護する人1人の観覧料は
無料。

　新型コロナウイルス感染症の防止対
策のため、入場制限を行う場合がありま
す。詳しくは、美術館 をご覧ください。

ルネ・マグリット
《大家族》1963年

宇都宮美術館
長岡町1077　☎（643）0100
（643）0895　 http://u-moa.jp/ 休館日　10月3・11・17・24・31日。

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

宇都宮競輪（10月）

■本場開催
▼21～23日＝ジャパンカップサイクルロー
ドレース記念杯、第2回富士通フロンテッ
ク杯、第16回トータリゼータ宇都宮杯（F
Ⅱ・ナイター）。

■場外発売
▼９・10日＝松阪記念（3・4日目のみ発売）。
▼9～11日＝小松島FI。
▼11～13日＝弥彦FI。
▼13～16日＝松山GⅢ（ナイター）。
▼14～16日＝静岡FⅠ。
▼16～18日＝青森FⅠ。
▼17～19日＝松阪FⅠ・武雄FⅠ。
▼20～23日＝寬仁親王牌（GⅠ）前橋。
▼21～23日＝名古屋FⅠ。
▼24～26日＝伊東温泉FⅠ。
▼26～28日＝富山FⅠ。
▼27～29日＝平塚FⅠ（ナイター・前売り発
売のみ）。
▼29日～11月1日＝京王閣記念。

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　▼内容・期間　①アトリ
エH

ホ ー ジ ョ ー

OJO「こどもたちの展覧会」＝9月30日
～10月2日、10月7～9日②グリーントラス
トうつのみや「第25回　自然に親しむ絵画
コンクール」入賞作品展示＝10月12～16
日。
問②グリーントラストうつのみや事務局（景
観みどり課内）☎（632）2559
■妖精学講演会関連イベント「魔女と呪文」
　▼期間　10月19～30日▼内容　魔女
と呪文に関する作品展示。
■絵本の読み語り会　▼日時　10月22日
午後1時30分～2時▼内容　おしゃべり妖
精の会による絵本の読み語り会。
■井村君江名誉館長による妖精学講演会

「魔女と呪文」　▼日時　10月22日午後2
時～3時▼定員　先着20人▼申込　10月
4日午後3時から、電話で。
■井村君江名誉館長によるギャラリートー

ク　▼日時　11月5日午後1時～2時▼内
容　妖精や文学に関するお話▼定員　先
着15人▼申込　11月1日午後3時から、電
話で。
休館日　10月3日。
オリオンスクエア
■まちなかマルシェ　▼日時　10月4日午
前10時～午後3時▼内容　手作り雑貨な
どの販売。
問オリオンスクエア管理事務所☎（634）
1722
宇都宮城址公園

■清明館歴史展示室で秋の企画展「宇都宮
の幕末と戊辰戦争」　▼日時　10月７日～
12月18日、午前9時～午後７時▼内容　宇
都宮藩の攘夷の動
きや幕末の出来事
と、戊辰戦争に関
する展示。
問文化課☎（632）
2768

八幡山公園（塙田５丁目）☎（624）0642
http://hatimanyama.jp/

■花見広場でキックバイクを楽しもう　▼
日時　10月９日午前10時～正午▼対象　
キックバイクに乗れる未就学児。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
具は持参。駐車場
は事前にお問い合
わせください。
■ペットの飼い方相談とウサギの抱っこ体
験　▼日時　10月20日午前11時～正午

と午後２時～３時の２回。
■緑の相談会　▼日時　10月23日午前
10時～正午▼内容　庭木の管理などの相
談会。
休園日　宇都宮タワー・ゴーカート　10月
３・11・17・24・31日。

公園 ◀八幡山公園



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。

6
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。
※公演が延期・中止になる場合や、公演内容などに変更が出る場合が
あります。市文化会館 などで、最新情報をご確認ください。

休館日　10月3・17日。
会館プレイガイドの営業は午前9時～午後7時。ただし、10月18・19日は午後5時まで。

小ホール

小ホール

小ホール

好評発売中

10月8日（土）発売

１１月１３日（日） 午後２時開演
全席指定　１，０００円

10月31日(月) 午後1時30分開演
全席自由入場無料(要整理券・定員480名)
整理券配布場所：会館プレイガイド、市役所(12階文化課)

令和5年1月22日(日) 午後1時30分開演
全席指定2,500円

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

新春市民寄席

■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
※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。

※先着順。無くなり次第終了。※詳細は市文化会館ホームページなどでご確認ください。

乳幼児大歓迎！

大ホール好評発売中
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。

※曲目は変更になる場合がありますので、ご了承ください。

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　柳家花緑他

■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

ⒸK.Miura Ⓒ武藤章
柳家花緑

シティホールふれあいコンサート
in宇都宮市文化会館

小ホール好評発売中

S
サ ン キ ョ ク

ANKYOKU2022 若き名手・和の伝承
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）

公募により選ばれた市ゆかりの演奏家たちによる演奏会。無料でご鑑賞いただけます。
出演　みやにこ・あかつき（二胡他）/歌丸真也子・藤田真紀（ソプラノ・ピアノ）/宇都宮
シニアアンサンブル（アンサンブル）

■演奏予定曲目　▼K
ケ ツ イ
ETSUI（福田智久山作曲）

▼松竹梅（三つ橋勾当作曲）▼尺八、三絃と二面
の箏のための四重奏曲（間宮芳生作曲）他

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
※未就学児入場不可。

出演　PPP（P
パーカッション
ercussionP

パフォーマンス
erformanceP

プレーヤーズ
layers）

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

5

　本
ほん

市
し

の目
め ざ

指すまちの姿
すがた

「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

会
かい

」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。
　そのうち「脱炭素社会」は、日

にちじょう

常生
せいかつ

活や経
けい

済
ざい

活
かつ

動
どう

のあらゆる場
ば

面
めん

から排
はいしゅつ

出されている温
おんしつ

室効
こう

果
か

ガ
スを、全

ぜんたい

体としてゼロにする「カーボンニュートラ
ル」が実

じつ

現
げん

された社会です。地
ち

球
きゅう

温
おん

暖
だん

化
か

が原
げんいん

因
とされる気

き

候
こう

変
へんどう

動が、私
わたし

たちの生活に与
あた

える影
えい

響
きょう

をできる限
かぎ

り小
ちい

さくするため、その実現に向
む

け
た取り組みが不

ふ

可
か

欠
けつ

になっています。

　カーボンニュートラルの実現のためには、
太
たいようこう

陽光発
はつでん

電や冷
れいねつ

熱エネルギーなど、本市が持
も

つ
資
し

源
げん

の効
こう

果
か

的
てき

な活用の他
ほか

、私たち一
ひ と り

人ひとりの
環
かんきょう

境に配
はいりょ

慮した行
こうどう

動が必
ひつよう

要です。
　本市では、2050 年までのカーボンニュートラ
ルの実現を目

もく

標
ひょう

に、市全体で長
ちょう

期
き

的
てき

なビジョンを
共
きょう

有
ゆう

し、市
し

民
みん

・事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

・行
ぎょう

政
せい

が一
いちがん

丸となって脱
炭素化に取り組んでいけるよう、カーボンニュート
ラルロードマップを策

さくてい

定しました。詳
くわ

しくは、5ペー
ジをご覧

らん

ください。

答え

HELLO, NEW CITY.

■2 カーボンニュートラル


