
長い歴史の中で生まれ、育まれ、大切に守
り伝えられてきたとちぎの宝物、文化財。
「とちぎいにしえの回廊」では、県内各地
の特色ある文化財に物語性を与え、テー
マ別に紹介しています。文化財を見て、触
れて、体感して、あなただけの「宝」をぜひ
見つけてください。

かいかい ろうろうとちぎいにしえの回廊とちぎいにしえの回廊
～とちぎの宝を見つける旅～

岡部記念館(金
鈴荘)(真岡市)

 
 

 

読みやすさ向上のため、文字のデザインを工夫したユニバーサルデザインフォントを使用しています1,925,219人（前月比716人減）世帯数798,999世帯（前月比425世帯増） 〔5月1日現在〕栃木県の人口

毎月第1日曜発行（次回は8/1発行）

読みやすさ向上のため、文字のデザインを工夫したユニバーサルデザインフォントを使用しています
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　宝永2（1705）
年、機織りの神
様を祀り創建
されました。社
殿は明治13（18
80）年に焼失し
ましたが、昭和

12（1937）年に当時としては珍しい火災に強
い鉄筋コンクリート製で再建。足利音頭にも
歌われ、足利の産業振興の守り神として、また
縁結びの神様として親しまれています。

　　　　

　日光三名瀑の一つ
で、かつて裏側から
滝が見られたことに
由来。この地を訪れ
た芭蕉は次の句を詠
んでいます。「暫時は 滝に籠るや 夏の初」

　　　　ここには承応3（1654）年創建の慈雲
寺があり、「化け地蔵」とともに幽玄な雰囲気
が漂っています。春夏の時期には生い茂る緑
と荒々しい渓流により、涼やかな癒やしのひ
とときを過ごすことができます。

しもつけの夜明け
～古代の首長たちが眠る古墳を巡る～

都とみちのくをむすぶ東山道
～人とモノが行き交った古代の
　　　　メインストリートをゆく～

中世下野の武士団
～下野国をかけ巡った兵たちの夢の跡を歩く～
聖地日光へつづく道
～将軍家と庶民たちが目にした光景を辿る～
近代化遺産からのメッセージ
～とちぎの近代化産業の記憶を受け継ぐ旅～
下野の「おくのほそ道」
～芭蕉･曾良と歩く巡礼の旅～
くらしを支えた水と川
～とちぎの先人たちの知恵を辿る～

●石をめぐる冒険～石が刻むとちぎの文化財～
●新たな伝統の表現を求めて
～とちぎの近代和風建築～

とちぎの歴史を交え
ながら各文化財を紹介
する、7つのテーマ別パ
ンフレットを配布して
います。周遊できるよ
う、ルートマップも掲載！折り畳んでコン
パクトになり、持ち運びもしやすいです。
　　   　　  ●県立博物館●おいでよ！
とちぎ館●県庁本館県民プラザ室、南別館

とちぎの文化財の情報を、
食や観光情報等を交え、親し
みやすい内容で発
信しています。

男体山から噴出した溶岩によってできた大
谷川の渓谷で、松尾芭蕉らが訪れた地。南岸に
は、江戸時代初期に天海上人の門弟が奉納し
たという地蔵が約70体も祀られています。こ
の地蔵群は何度
数えても数が合
わないと言われ
「化け地蔵」と
呼ばれるように
なりました。

明治19（1886）年、東京
帝国大学大学院で人類学
を学ぶ坪井正五郎によっ
て、日本人初の近代的方法
による発掘調査が行われました。侍塚古墳とと
もに、日本の考古学史上重要な古墳です。

　　　光圀の調査の目的は、近くで見つかっ
た「那須国造碑（国宝）」に記された人物の墓
を探すため。これを指揮したのは「助さん」こ
と佐々介三郎宗淳でした。県では、今年度か
ら同古墳の再発掘調査を開始予定で、一般の
方も見学や体験ができる企画を検討中です。

4世紀に造られ
たと考えられる
2基の前方後方
墳。元禄5（1692）
年、徳川光圀が
命じて日本初の
学術的な発掘調査が行われました。墳丘上の松
は、調査後に盛土の崩落を防ぐために植えられ
たもの。上侍塚古墳は那珂川流域で最大級の規
模を誇り、下侍塚古墳は「日本で一番美しい古
墳」と称されています。

　　　

大谷石は旧帝国ホ
テルに使用され、関東
大震災における耐火
耐震性の優秀さに
よって広く知られる
ように。昭和7（1932）
年に完成したカトリック松が峰教会の聖堂は、
現存する大谷石建築では最大級を誇ります。

　　　平等院鳳凰堂がモデルと言われ、高
さを抑えた社殿は背景の機神山（織姫山）の
緑とのコントラストが目を引く美しさ。神社
からの夜景も素晴らしく、2014年に民間選定
の日本夜景遺産に認定されました。

七夕の言い伝えが残る神社
　　　　　近代化遺産からのメッセージ から

これからの季節に
　　　　　下野の「おくのほそ道」 から

Facebook
「体感！！とちぎの文化財」

●とちぎの文化財に関する情報
●文化財関連の各種イベント
●とちぎの歴史や文化

配信内容

7つのテーマと特集

再発掘調査を開始予定
　　　　　しもつけの夜明け から
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身近に感じる

旅のお供に テーマ別パンフレット

配布場所

専用ウェブサイト「とちぎいにしえの回廊」では、特集も
含めた各文化
財のより詳し
い情報を掲載
しています。

とちぎいにしえの回廊オンライン より詳しく！
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はたがみ

裏見の滝（日光市）

芭蕉が併せて訪れた…

カトリック松が峰教会（宇都宮市）　
国登録-建造物

石の建造物と近代化遺産

織姫神社社殿（足利市）国登録-建造物

足利公園古墳（足利市）市指定-史跡

もう一つの日本初

侍塚古墳（大田原市）国指定-史跡

含満ガ淵（日光市）国指定-名勝
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 この中から一部の文化財をご紹介します 
タイトル背景写真
宇都宮城跡
（宇都宮市）

旧下野煉化製
造会社煉瓦窯
（野木町）

車塚古墳
（壬生町）
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一人当たりの県民所得

栃木県 全国

3,413
千円 3,164

千円

　　　　　　　　　　　　本県に移住した方に最大100万円を支給する
「栃木県移住支援事業」を実施しています。要件等、詳しくは県ホームページ
をご確認ください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移住から仕事まで受け付けるワ
ンストップ相談窓口を都内に設置。現在はオンライン相談も実施しています

私たちにとって当たり前だと思っている日常や生活、景色などが、県外に住む方には魅力的
に感じることも。ここでは、県外から移住してきた遠藤さんの“とちぎ暮らし”をご紹介します。

移住・定住は、県の取組とともに、皆さんのご
理解により進めることができます。この取組を
ご紹介いただくほか、移住してきた方を温かく
迎え入れるなど、ご協力をお願いします。

高 ま る 地 方 移 住 へ の 関 心

伝える 広める伝える 広める

とちぎ暮らしとちぎ暮らし
本県は、近年転出者が転入者よりも多い状況にありますが、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大の影響により、地方に新たな価値を見出す機
運が生まれています。今回は、移住してきた方の声とともに、移住・定住
を推進する県の取組をご紹介します。皆さんも県外のご家族やご友人に
「とちぎ暮らし」の魅力を呼び掛けてみませんか。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、会社に通勤せ
ずに仕事をするテレワークやオンライン会議の普及・導入
など、私たちの働き方や暮らしに変化をもたらしました。
自宅にいる時間がこれまでよりも増えたことで、仕事より
生活を重視するようになるといった意識の変化も。より自
分に合ったライフスタイルを選択できるようになったこ
とが、地方移住への関心を高めています。

とちぎ暮らし・しごと支援センターでの支援

ウェブサイト「ベリーマッチとちぎ」で魅力を発信

移住支援金を支給

　　　　　　　　　　　　　　　　　県内でテレワークを実施しながら、
とちぎ暮らしを体験する際に要する費用を最大10万円補助します

テレワークでの移住体験を支援

LINEによる若者への情報発信県の取組
県では、移住希望者の多様なニーズに応えるため、移住検討段階から定

住に至るまで、市町や企業等と連携し、切れ目なく支援を行っています。
東京圏に住む本県出身の若者に、Uターン
関連情報や県内企業・就職フェアなどの
情報を発信し、Uターンを支援します

アプリで県内就職を支援

学生の県内就職を進めるため、企業や就職イベン
ト情報、スケジュール管理機能など就職活動に必
要な情報・機能を備えたアプリを公開しています

とちぎで暮らす魅力や、移住・定住のために必要
な情報を発信しています

東京都から栃木市
に移住

都市公園面積

栃木県 東京都

14.7㎡
7.4㎡

出典：国土交通省「都市公園データベース」
（2020年3月）※一人当たりの都市公園面積

自然に恵まれ、
子どもがのびのび
と遊べる！

保育所等待機児童数

栃木県 東京都

1,241人に1人
137人に

1人

出典：厚生労働省「保育所等関連状況取り
まとめ」（2020年4月1日）

待機児童数
が少ない！

住宅地の平均地価
【1,000万円で買える土地】

93.5坪

8.0坪
栃木県 東京都

出典：国土交通省「都道府県地価調査」
（2020年）

広い土地で
ゆったり
暮らせる！

魅力再発見！

統計からみる栃木県
～生活編～

とちぎに移住した理由は？
　もともと栃木県出身で、前職は東京で栃木への移住をサ
ポートする「移住相談員」をしていました。仕事を通じて地元
の魅力に改めて気付き、子育ては栃木でしたいと考え、家族
で栃木に戻ってきました。
移住前の生活と比べて変わったところは？
　衣食住すべてに変化がありま
したが、一番大きな変化は人間
関係です。毎日、職場以外の誰か
とあいさつを交わしています。
ご近所付き合いも増え、幅広い
世代の方と交流ができて、日々の暮らしを楽しんでいます。

移住するに当たって不安だったことは？
　移住する前に、栃木市の「移住体験施
設」を利用し、実際に東京の職場へも通
勤してみました。お試し暮らしの体験
で不安を解消することができたので
移住を決めました。また子どもが保育園に入園できるか心配
でしたが、すんなり入園が決まり、拍子抜けした程でした。
遠藤さんの感じる「とちぎ暮らし」の魅力とは？
　自然が身近で、東京へもすぐ行ける距離というところ。そ
して、何といっても魅力的な人が多いところ。今まで周りの
友人のほとんどが会社員でしたが、栃木ではさまざまな職業
の方に出会えるので、興味や視野が広がりました。

とちぎに移住してさまざまな職業の方に出会い、興味や視野が広がりました。

とちぎっ
て

いいよね
!

夫と子どもの3人暮ら
し。現在、栃木市地域お
こし協力隊として活躍
されています。

●地域の担い手が増えるこ
とで、地域産業が活気づく
●商業施設や公共交通、医療
機関などが整備され、暮らし
が便利になる　　　　 など

転 入 者 が 増 え る と
どんなメリットがある？

出典：内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における
生活意識・行動の変化に関する調査」（2020年12月）

地方移住への関心の変化（東京圏居住者）

R元年
12月

関心がある
25%

関心がない
75%

30.2% 69.8%

31.5% 68.5%

R2年
5月

R2年
12月

関心は徐々に増加

とちぎ暮らしの魅力
目を向けてみません

か？

全国3位！

県ホームページでも
本県の魅力・実力を
紹介しています

コラム

遠藤　百合子さん
えん どう ゆ り こ

東京圏に進学するご家族におすすめください

友だち追加はこちら

出典：(左)「県民経済計算」（2017年度）
(右)「平成30年度国民経済計算年報」
※いずれも内閣府

注）企業所得等も含むため、個人の所
得水準を表すものではありません

2
視覚に障害のある方のために、「とちぎ県民だより」点字版､テープ版､およびデイジー版を発行しています｡ご希望の方は､県広報課（☎028-623-2192）までご連絡ください
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　  作品募集
◎第75回栃木県芸術祭
［文芸賞］●部門：創作、随筆、詩、短歌、俳
句、川柳D7/19（月）
［美術展］●部門：
①洋画、彫刻、工芸
②書道③日本画、
写真●搬入日：①
9/18（土）、19（日）
②9/21（火）③10/23（土）、24（日）
9栃木県文化協会☎028-643-5288
◎第33回栃木県マロニエ建築賞
●対象：県内においてH30/4/1以降に竣
工・改修した、都市景観の形成、歴史・文化
の創造、建築水準の向上に寄与する建築
物等D7/31（土）
9県建築課☎028-623-2512
◎第71回栃木県発明展覧会出品募集
●県内企業や発明家の優れた発明考案品
を一堂に展示する展覧会への出品●対象：
県内在住個人または県内法人D8/20（金）
9県産業技術センター☎028-670-3391
◎「ジュニア知事さん」作文募集
●テーマ：もし私が知事になったら、こん
なことをしてみたい●対象：県内在住・通
学する小学4～6年生D9/10（金）
9県広報課☎028-623-2158

◎明るい選挙啓発ポスターコンクール
●対象：小・中・高校生D9/10（金）
9お住まいの市町選挙管理委員会または
県選挙管理委員会☎028-623-2126

　  県職員・小中学校事務職員採用試験 
◎県職員（高卒程度、資格・免許職）・小中
学校事務職員（高卒程度）採用試験
●1次試験日：9/26（日）●採用予定：行政、
総合土木、電気、警察行政、小中学校事務、
栄養士●申込期間：7/21（水）～8/16（月）
◎県職員（社会人対象）採用試験
●1次試験日：9/26（日）●採用予定：行政、
総合土木●申込期間：7/21（水）～8/16（月）
◎県職員・小中学校事務職員採用選考考
査（障害者対象）
●1次考査日：10/31（日）●採用予定：行
政、警察行政、小中学校事務●申込期間：
7/16（金）～8/16（月）
9県人事委員会事務局☎028-623-3313

　　不動産取引法律相談　　 　　FG E

●7/15(木)午後1時30分～4時●昭和館
2階多目的室2●弁護士などによる不動産
取引の法律相談(宅地建物取引業法の範
囲)23件(先着)4無料 D7/8(木)
9県住宅課☎028‒623‒2488

　　県立中高一貫教育校説明会
◎宇都宮東高等学校附属中学校
☎028-656-5155●7/31（土）午前10時～
11時30分●県教育会館FG（宇都宮市）
●対象：小学6年生の保護者のみ1名2500名
◎矢板東高等学校附属中学校
☎0287-43-1243●8/1（日）午前10時30分～
正午●黒磯文化会館FG（那須塩原市）●対
象：小学6年生とその保護者1名2500名
◎佐野高等学校附属中学校
☎0283-23-0161●8/7（土）午前10時～
11時：佐野市内在住者、午後1時30分～2時
30分：佐野市外在住者●佐野市文化会館
FGE●対象：小学6年生とその保護者1名
2各600名
※詳細は各学校ホームページでご確認を
　

●18才未満の青少年に対し、当該青少年
の裸や下着姿などの「自画撮り」を要求す
る行為が条例により禁止に●悪質な要求
行為は30万円以下の罰金刑と
なります
　「裸等の画像は絶対に
　　送らない！送らせない！」
9県人権・青少年男女参画課☎028-623-3075

　

　　ヘイトスピーチ、許さない。
●特定の民族や国籍の人々を排斥する差
別的言動は、許されるものではありませ
ん●違いを認め、互いの人権を尊重し合
う社会を共に築きましょう
9県人権・青少年男女参画課☎028-623-3027

　　普及啓発・推進月間のお知らせ
◎農薬危害防止運動（6月～8月、11月～令
和4年1月）
●農薬は、周辺への飛散防止に努め、ラベ
ルをよく読み正しく使いましょう
9県経営技術課☎028-623-2286
◎マナーアップ広報啓発キャンペーン（7月）
●「優しさ」と「思
いやり」のある運
転で交通事故を防
止しましょう
9県くらし安全安心課☎028ｰ623ｰ2185

　　　 マロニエ県庁コンサート
～第1水曜日はマロコンの日♪～

●7/7(水)午後0時10分～50分●本館1階
県民ロビー●「Free Swing」によるジャ
ズコンサート

フリー スイング

栃木県本庁舎のお知らせ

新型コロナウイルスワクチン
ワクチンは新型コロナウイルス感染症の発症を予防
する一定の効果が認められているため、死亡者や重症
者の発生を減らすことを目的に、希望する方への接種
を順次進めています。これを加速化するため、県、市
町、企業や大学等、オールとちぎで取り組んでいます。現在の接種体制

詳しくは、各市町へ問い合わせを

市町
個別接種

市町が設置した
会場での接種

かかりつけ医等
の医療機関での
接種

集団接種

ファイザー社製

県 とちぎワクチン接種センター
接種券をお持ちの方（64歳以下を含む）
の接種を7月4日（日）から開始
　　　とちぎ健康の森（宇都宮市）
　　　　　専用予約サイトまたは
LINE公式アカウント「栃木県-新型
コロナ対策パーソナルサポート」
　　　　　　 武田/モデルナ社製
　　　　　　 接種券、本人確認書類（運転免
許証、健康保険証等）、予診票、お薬手帳（薬を
服用中で手帳をお持ちの方）

詳しくは
こちら

県ワクチン接種会場コールセンター
会場への行き方や対象者などのセン
ターに関する内容、予約方法等の相談

企業や大学等 職域接種
賛同する企業等が自ら確保した
会場等での接種

県では、賛同する企業等に対し
て、接種に従事する医療従事者
の確保等の支援をしています

国 大規模
接種センター

詳しくは、
防衛省ホー
ムページで

東京都と大阪府の
大規模会場

武田/モデルナ社製

※ワクチン接種には、原則、接種券が必要です。接種券の発送時期等は、
各市町へご確認ください
※2回目の接種は1回目と同じ種類のワクチンを受けてください
※二重予約にならないよう十分ご注意ください

基礎疾患を有する方へ
　市町が実施するワクチン接種では接種対
象を段階的に広げており、基礎疾患を有する
方は高齢者の次に受けることができます。
　接種を希望する方は市町からの案内に基
づいて、必要に応じてかかりつけ医とご相談
の上、予約をしてください。

1.以下の病気等で、通院･入院している方（一部抜粋）
   ●慢性の呼吸器の病気、心臓病（高血圧を含む）、腎臓病、肝臓病（肝硬変等）
   ●インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
   ●血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
2.基準（BMI30以上）を満たす肥満の方　　　　　　　　　　　　
   BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）
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事業者の皆さまへのご案内 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費の一部を補助します

対象者

対象経費

対象者

対象経費

第3回地域企業感染症対策支援補助金 地域企業感染症対策施設等支援補助金
中小企業、中小企業組合等（宿泊事業者を除く）

問い合わせ 同補助金事務局☎028-678-6815 同補助金事務局☎028-612-8950

問い合わせ 同補助金事務局☎028-651-3701

新しい生活様式への対応に必要な機器整備（自動検温
サーマルカメラの設置等）、非対面型ビジネスモデルへ
の転換（デリバリー等に必要な専用車両の購入等）

栃木県宿泊事業者感染症対策支援補助金
宿泊事業者（県内に宿泊施設を有する者）
上の2つの補助金が対象としている機器整備や施設改
装、設備設置のほか、マスク等の消耗品の購入

こちらの支援もあります

栃木県地域企業応援一時金
感染拡大の影響を受け、厳しい経
営状況にある事業者の皆さまに応
援一時金を支給します
支給限度額

問い合わせ

●中小法人等　　20万円
●個人事業者等　10万円

※支給要件あり

申請期限
9月30日（木）

詳しくは
こちら

同応援一時金サポートセンター
☎028-666-7111

施設改装工事（客室等の個室
化等）、空気調和設備･換気設
備の設置

補助上限額や申請方法等は、各ホー
ムページでご確認ください

このほか対象とな
る疾患等はこちら
でご確認ください

※ここで言う「市町」は、住民票所在地の市町です

使用ワクチン

武田/モデルナ社製

使用ワクチン

使用ワクチン

使用ワクチン
予約方法
会場

当日の持ち物

☎0570-003-234（午前9時～午後5時）

BMI30の目安 身長170㎝で体重約87kg
身長160㎝で体重約77kg

　　栃木県青少年健全育成条例が
　　一部改正されました

ご不明な点は、左記コールセンターへお問い合わせを

いずれも申請期限は
8月31日（火）午後5時

 基礎疾患を有する方  の範囲

はいせき

3
マークの説明 　2定員　D応募・申込締切　4受験・参加料金　9問合せ・申込先　G身障者用トイレ　F身障者用駐車場　Eオストメイト対応トイレ　　栃木県電子申請システム

掲載内容は6月29日時点の情報です｡最新情報は県ホームページでご確認ください

Information

詳しくは
県HPで！

県のSNSは
こちら

県政 募集・試験 お知らせ



○県民だよりの発行経費の一部に充てるため広告を掲載しています。広告の内容については、広告主にお問い合わせください この広報紙は、古紙パルプ配合率100％再生紙を使用しています 環境にやさしい大豆油インキを使用しています

本紙に掲載しているイベント等のお知らせは、状況により変更・中止となる場合があります。お出掛けの際は、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします本紙に掲載しているイベント等のお知らせは、状況により変更・中止となる場合があります。お出掛けの際は、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします

栃木県の旬な話題などをお届けする栃木県メールマガジン｢とちぎファンFUN とちメール｣を毎月2回配信中！登録は、とちぎメール
4

第 153 回 知事コラム

　お待ち兼ねの夏休みの季節となった。昨年は、新型コロナ
ウイルス感染症により休校が続いたため、児童生徒の皆さん
の多くは、夏休みが短縮になったことと思う。
　これまでならば、海に行くか、それとも山か海外かなどと、
家族で楽しいレジャー計画を立てていた時期であったのに、
今年も安心して出かけられる状況にない。
　さて、夏休みと言えば、我々の時代はラジオ体操だった。ラ
ジオ体操カードを学校から手渡され、毎朝出席印をもらった
ことを思い出す。
　そのラジオ体操は、2018年の健康長寿とちぎづくりにおける
「身体を動かそう」、「脳卒中啓発」、「食べて健康」の三つの重点
プロジェクト推進の際に県内各地で実施した。（一財）簡易保険
加入者協会の調査結果より、3年以上、週5日以上の実践で、高
齢者の体内年齢が実年齢より約10～20歳若くなると知った。
　私も先月で毎朝6時半からのラジオ体操を3年満了した。片
足立ちの靴下はき、体重維持などの効果を実感している。
　昨年の分も含め、今年の夏休みを有効に過ごしてください。

～夏休みと
　　　　ラジオ体操～

　「熱中症警戒アラート」は、熱中症の危険性
が極めて高くなると予測された際に環境省と
気象庁が発表する情報です。ニュースや気象情
報に加え、環境省のホームページや公式LINE
等を通じて知ることができます。
　「熱中症警戒アラート」が発表された場合
は、不要不急の外出は避け、喉が渇く前にこま
めに水分を補給するなど、普段以上の熱中症
予防をお願いします。
　詳しくは環境省のホームペー
ジ「熱中症予防情報サイト」を
ご覧ください。

新型コロナウイルスの影響により、長時間のマスク着用や外
出自粛に伴う汗をかく機会の減少等、熱中症リスクが高まっ
ています。熱中症を防ぐため十分な対策を取りましょう。

熱中症予防のポイント

熱中症に注意しよう
予防が大切

熱中症 アラートとは警戒

01 暑さを避けましょう
涼しい服装、日傘や帽子などを使用し、

02 部屋の温度を調整しましょう
エアコン等を使用し、

03 こまめに水分補給をしましょう
喉が渇く前に

04 マスクを外しましょう
屋外で人と十分な距離（2メートル以上）を確保
できる場合は適宜

05 日頃から体調管理をしましょう
暑さに備えた体づくりと
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環境省　熱中症

抽選で
5名様 プレゼントコーナー

　郵便番号、住所、氏名、年齢、意見・
感想を記入の上、はがきまたは栃木県
電子申請システムでご応募ください。

宛先

締切

〒320-8501　
栃木県広報課
「とちぎ県民だより」係

7/21（水）※8月中旬発送予定

ご意見募集！

「大谷石コースター（2組）」
　　　　　　　　をプレゼント！

※個人情報はプレゼント発送以外には使用しません

国体総合開会式・大会開会式
オープニングプログラム出演団体

募集

FG

FG

FG

FG

FG

FG

　　猫譲渡事前講習会
●7/28（水）午後1時30分～3時4無料D7/
27（火）●動物愛護指導センターから譲渡
を受ける方は受講必須
9同センター（宇都宮市）☎028-684-5458

　　個性あふれる植物展　　　　 FG E

●7/20（火）～8/22（日）
●食虫植物や多肉植物
を展示、不思議な生態
を詳しく解説します
4大人410円、子ども
200円
9とちぎ花センター（栃木市）☎0282-55-5775

　　県庁見学「県庁walk」　　　　FG E

［高校生版］●8/5（木）D7/16（金）
［大学生・専門学校生版］●8/19（木）D7/
23（金・祝）
※いずれも午前10時～午後3時
D20名（抽選）4無料
9県県民プラザ室☎028-623-3757

●8/7（土）午前9時～午後0時30分29名
（先着）41,000円●申込期間：7/5（月）～
23（金・祝）
9同施設管理事務所（矢板市）☎0287-43-0479

　　那須疏水探検ツアー
●8/17（火）～18（水）1泊2日●那須野が原
地域の自然や歴史に触れる活動2 10組
（抽選）4年齢により異なるD7/12（月）
9なす高原自然の家（那須町）☎0287-76-6240

　　2021水産試験場サマースクール
●8/18（水）●「ふれて まなぼう とちぎの
さかな」をテーマとしたサマースクール
●対象：小学4～
6年生2 20名（抽
選）4 無料D 7 /
30（金）
9同試験場（大田原市）☎0287-98-2888

　　夏のファミリーデー
●8/28（土）～29（日）1泊2日●キャンプ
ファイヤーや工作体験212組（抽選）4高
校生以上4,500円、
中学生以下3,500円
●申込期間：7/10
（土）～24（土）
9太平少年自然の家（栃木市）☎0282-24-8551

　　めざせ！釣り名人　
●9/25（土）～26（日）1泊2日●ハゼ釣りや
海岸での投げ釣り
に挑戦4年齢によ
り異なる●申込期
間：7/7（水）～8/
16（月）
9とちぎ海浜自然の家（茨城県鉾田市）
☎0291-37-4004

イベント・催し
Information
県政

●対象：本県の魅力を十分に発信するこ
とができ、伝統芸能や文化活動の素晴ら
しさなどを感じられる演目を行うこと
ができる団体●出演条件：県内に活動拠
点があり、募集要項
記載項目を満たす
ことD7/30（金）
9県競技式典課☎028-623-3508

詳しくは
こちら

講座
栃木県立博物館

TOCHIGI 文化ガイド

企画展
「鉱物と宝石の教室」

紫水晶と方解石▶

　電化製品に使われている銅線から身
に付ける装飾品まで、身の回りには、鉱
物から作られているものが数多くあり
ます。今回は、私たちの生活に深く関
わっている鉱物には、どんな種類があ
り、どんな特徴があるのかをご紹介。鉱
物から恩恵を受けているものの中でも
関心の高い宝石を大
きく取り上げます。

会期：7/17（土）～9/23（木・祝）　月曜
（8/9、9/20を除く）、8/10（火）､9/21（火）
9同館（宇都宮市）☎028-634-1312

休

ほうかいせき

▲キッコウリュウ

　 芳賀・宇都宮LRT車両の見学会です！
　　　8/21（土）、22（日）、
24（火）、26（木）、28（土）、
29（日） ※各日4回
（9：00～、11：00～、
13：30～、15：30～）
　　　LRT車両基地
（宇都宮市下平出町）
2各回20組（抽選） D7/19（月）
　　　　 往復はがきまたは
ウェブフォーム（こちらから 　）
 9宇都宮市LRT企画課 ☎028-632-2305

日時

場所

申込方法

ライトライン見学会
参 加 者 募 集 中

環境省公式
LINEはこちら

県民の森 森の集い
「藍の生葉染め体験」


