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

第 157 回 知 事コラム
冬季大会
本大会

令和4（2022）年1月24日（月）〜30日（日） 第22回全国障害者スポーツ大会 令和4（2022）年10月29日（土）〜31日（月）
令和4（2022）年10月1日（土）〜11日（火）

“とちぎらしさ”が
つまったデザイン
この模
本県が誇る いち

機能性も抜群の
冬季大会用ユニフォーム
中綿には吸湿発熱素材を使用

は…
様

本年産の米
（コシヒカリ）
の概算金
（1俵＝60kg）
が9,000円
（昨年12,400円）
となっており、
関係者に衝撃が走っている。
元々栃木の米は美味しいので、中食・外食産業からの引
き合いが強いことから取り引きが進んできた（販売量の約
60％）。ところが、コロナ禍で大幅に需要減となり、一気に在
庫量が増加した結果、昨年同期比2.8万トン、県民1人当たり
約160食分の余剰米が発生してしまったことが要因の一つと
なっている。
そんな中、ＪＡ共済連栃木から「一口おにぎり調理グッ
ズ」16,000個が寄贈された。小学校入学を控える5歳児が元
気に学校生活を送れるよう、食事の大切さと食べることの楽
しさを体験できる食育啓発資材だ。ごはんを入れて振ること
で、
ミニおにぎり3個ができあがる。
おやつと言えば、手製の味噌むすびの時代を経験した関
係者と話が弾んだ。
栃木の温かく美味しいごはんも食べてください。

第77回国民体育大会

ご にちなみ、
レッド

をベースに、首元に

し、
水分を熱に変え、
衣服内の水蒸
気を外に排出し、少ない衣服で快

適に過ごすことを可能に。また、防

はグリーンを指し色

に使用。
栃木県の形がモチーフのグ
ラフィック柄もポイントです！

▲お披露目の様子
（左から知事、
榎本選手
（シンクロ板
飛び込み）
、
髙柗選手
（車いすバスケットボール）
、
古橋
選手
（H.C.栃木日光アイスバックス）
、
粉川日光市長）

県内企業の世界初の技術力を生かし、
ペットボトル再生繊維を採用。
軽
フレークから糸に
加工する

糸 から
布を織り
あげ て
完成！

TOCHIGI 文化ガイド
普及啓発・推進月間のお知らせ
史をたどるた
◎児童虐待防止推進月間
（11月）
企画展
栃木県立美術館
め 、ルネサン
●虐待かもと思ったら☎189（ 全国共通・
「名画でたどる西洋絵画400年
スの画家ティ
通話料無料）
へ
ー珠玉の東京富士美術館コレクション」 ントレット、イ
9 県こども政策課☎028-623-3061
◎糖尿病予防・重症化防止強化月間
（11月）
ギリスの巨匠
東京富士美術館（東京都八王子市）の
●「1に予防、2に健診、しっかり治療で糖
西洋絵画コレクションは、16世紀のイタ レノルズ、ゲイ
尿病阻止」この機会に、糖尿病の予防や治
ンズバラ等の
リア・ルネサンスから20世紀までの西洋
療について考えてみませんか
日本ではあま
絵画史をほぼ一望できるほどの極めて
9 県健康増進課☎028-623-3095
り見る機会の
充実したものとして、国内のみならず国
◎計量記念日
（11/1）
、
計量強調月間
（11月）
ない巨匠たち ▲ノエル=ニコラ・コワペル
外でも知られています。
●「はかること それは未来をつくること」
身
本展では、その珠玉のコレクションか の作品もご紹 「ヴィーナスの誕生」
近にある
「はかり」
に注目してみましょう
介します。
ら厳選した約80点の作品を展示。世界中
9 計量検定所☎028-667-9425
の美術愛好者を魅了する、
ルノワール、
セ 東京富士美術館蔵
ⓒ東京富士美術館イメージアーカイブ/DNPartcom
◎税を考える週間
（11/11〜17）
ザンヌ、
ゴッホ、
ゴーギャン、
シャガール等
●税は、私たちが豊かで健康に暮らすた
会期：12/26
（日）まで 休 月曜
の近代の人気作家に加え、それ以前の歴
9 同館
めに、社会の一員として負担しなければ
（宇都宮市）
☎028-621-3566
ならないものです。この機会に、税の役割
などについて考えてみませんか
県議会からのお知らせ ②県議会傍聴
本会議や委員会はどなたでも傍聴で
9 県税務課☎028-623-2101
①次回の通常会議
きます。※傍聴人数を制限しています
◎全国一斉「女性の人権ホットライン」強
11/30（火）
：本会議（開議、議案上程）
③県議会中継・広報テレビ番組
化週間（11/12〜18）
（木）､6
（月）､7
（火）
本会議（質疑･質問）と予算特別委員会
☎0570-070-810（午前8時30分〜午後7時） 12/ 2
：
本会議
（質疑･質問）
（総括質疑）
は、とちぎテレビ、栃木放送
●期間中、
女性の人権問題に詳しい人権擁
12/
9
（
木）
：
常任委員会
（ラジオ）
、
県議会ホームページで、
本会
護委員が相談対応します
12/14（火）
：予算特別委員会（総括質疑） 議（開議､議案上程､採決､散会）は県議会
9 県人権・青少年男女参画課☎028-623-3027
12/15
（
水）
：常任委員会、
予算特別委員会 ホームページで生中継します。また､県議
◎犯罪被害者週間
（11/25〜12/1）
（採決）
会ハイライト（とちぎテレビ）の次回放送
●誰もが犯罪被害者になる可能性があり
12/17（金）
：本会議（採決、散会）
は､11/14（日）午後5時20分〜6時です。
ます。
皆で支え合える社会を作りましょう
9 県議会事務局
※予算特別委員会
（採決）
は午後2時､そ
9 県くらし安全安心課☎028-623-2154
の他は午前10時開始予定。なお、日程は ①議事課☎028-623-3761
栃木県本庁舎のお知らせ
変更となる場合があります。詳細は県議 ②総務課☎028-623-3753
◎11/20（土）
・23（火・祝）は閉館日です
会ホームページでご確認ください
③政策調査課☎028-623-3772

4

ユ ニフォームの 展 示 の ほか 、
10月号で紹介した「いちご一会ス
タンプラリー」のスポットになって
ます。広 報ボランティ
ア作成の「ぬりえカレ
ンダー」も入手可能！

量で通気性に優れた生地で、
選手のパフォーマンスをサポートします！
粉砕してフレーク
状にする

○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

にくい生地です！

県庁本館1階県政展示コーナー

環境に配慮した
“メイド・イン・とちぎ”
の本大会・障スポユニフォーム

ペットボトルを水
洗いし、ラベルや
キャップも
外す

水性能が高く、高撥水機能で汚れ

電気の共同購入キャンペーン

み い 電

▲ここから
チェック

お得で環境にも優しい自然の
電気に切り替えてみませんか？

共同購入のため割安な料金となり
電気代が節約できます！
自然の電気30％以上または
100％メニューが選択可能！
参加登録は無料。見積りを確認
してから切替えできます！
対象 家庭､商店､小規模オフィス等
参加登録期間 令和4年1月31日（月）まで
9 県気候変動対策課 ☎028-623-3186

抽選で
5名様

ご意見募集！

プレゼントコーナー

「 新 幹 線 箸 置きと
令和4年版栃木県
民手帳のセット」
を
JR東日本商品化許諾済 プレゼント！
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 〒320-8501
栃木県広報課
「とちぎ県民だより」
係
締切 11/26
（金）
※12月中旬発送予定
※個人情報はプレゼント発送以外には使用しません

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

県職員が直接出向いて分かりやすい説明を行う
「とちぎ県政出前講座」
をぜひご活用ください。教育、福祉、産業、
くらし、環境のことなど183の講座があります9 県広報課☎028-623-2192

︻ 問 合 せ ︼県 総 務 企 画 課 ☎０２８・６２３・３８４５

〜コロナと米価 〜

