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県民の日、とちぎ子どもの未来創造大学
いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会開催100日前イベント ほか
吹き竹、文化ガイド、新型コロナウイルス感染症

編集・発行  栃木県広報課 令和4（2022）年6月5日発行

☎028-623-2192  FAX 028-623-2160
校了日以降の補足等は、県ホームページに掲載します

 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20

▼ 栃 木 県

1,910,109人（前月比393人減）世帯数805,346世帯（前月比2,126世帯増） 

　緑豊かな農村地域に滞在し､さまざまな体
験や地域の人々との触れ合いを通して､その
地域の自然､文化､生活などを学ぶとともに､
農村地域ならではの魅力を楽しむ余暇活動
のこと｡滞在期間は、日帰
りのものから宿泊を
伴う長期的なもの､
年に複数回訪れる
ものまでさまざま。

　農家の方たちが自ら料理
を提供する農村レストラン
では､地域ならではの旬の
新鮮食材が楽しめます｡生
産者と交流して食文化を知
れば､土地の魅力の気づきにも｡

とちぎには豊かな自然や世界に誇れる歴史･文化、おいしい農産物などが豊富にあります。
これらすべてを満喫できるのが“とちぎの農村”。県では、農村の振興を図るため、グリーン・
ツーリズムを推進しています。自然や地域の人たちと触れ合いながら、普段体験することが
できないゆったりとした貴重な時間を“とちぎの農村”で過ごしてみませんか。

グリーン・ツー
リズムとは？

食べる

泊まる

買う

体験する

　地域の特産品の購入は､
道の駅や直売所へ｡いちご
や梨をはじめ､とれたて地元
野菜など生産者の自信作が
揃っています｡手作りのお
弁当やジュース､ジャムなどの加工品もお薦め｡

　とちぎの農村の楽しみ方をまとめたア
ニメや四季折々のとちぎの魅
力が詰まった動画をインター
ネットで公開しています。

　とちぎの観光農園では､
季節に合わせた農産物を通
年で収穫体験することがで
きます｡そば打ちやバター作
りなどの加工体験も人気。

ほかにも釣りや炭火焼き､散策など盛りだくさん｡

　農家に泊まる農家民宿が
お薦め｡宿泊だけでなく、農
業体験や地元の人たちと
一緒に地域ならではの料理
をいただくことで､その地
域特有の文化や習慣をさらに知ることができます｡

　平地と山地が仲良く共
存しているとちぎは､季節
ごとに異なる景色を見るこ
とができます｡色とりどり
の花や息をのむ絶景など､

見渡す限りの大自然は見どころ満載です｡

各施設では、感染防止対策を徹底して
皆さんのお越しをお待ちしています

グリーン・ツーリズムがもたらすもの
　農村地域の活性化により自然・文化が保全されるとともに､都市住民の
農林漁業･農村への理解の促進などといった効果が期待されます｡
都市住民

農村地域
の住民

農村地域

経済が活性化

自然の中での

んびりしたい

楽しかった

また行きたい

喜んでもらえ

てうれしい

また楽しんで

もらおう

景観もきれい

にしておこう

何度行っても良い

ところ　

住んでみようかな

多くの人が訪れ、
消費・購買につながる

社会が活性化

地域住民が増え、賑やかに。
農業の担い手も増えるかも

　とちぎの農村を満喫していただくため､県では｢とちぎの農村め
ぐり｣というキャッチコピーで農村地域の魅力を発信しています。

もっと知ろう 広めよう

　プロモーション動画　プロモーション動画
　とちぎの農村の楽しさや美しさなど、魅力が伝わ
る写真をInstagram等で募集します。優秀作品には
豪華賞品をプレゼント！素敵な写真を撮影して、ぜ
ひご応募ください。

①Instagramへの投稿

②特設サイトの専用フォーム

　とちぎの農業体験と農村スポットを紹介する総合サイト。お薦めの場
所や楽しいイベントなど、旬の情報を掲載しています。

　InstagramとFacebookでイベントや
お得な情報を配信しています。フォロー
すると農村地域で行われるマルシェやフ
ルーツ狩り､開花情報など､旬の情報が
タイムリーに届きます。

インスタグラム フェイスブック

7月14日（木）～10月16日（日）予定
以下の①または②の方法で応募

応募期間
応募方法

詳しくは決まり次第、左で紹介
したホームページに掲載します

01 　写真コンテスト　写真コンテスト04

　ホームページ　ホームページ02

　公式SNS　公式SNS03

InstagramInstagram FacebookFacebook

見る

来訪

交流

再訪

とちぎの農村の楽しみ方
「非日常」が味わえる

公式キャラクター
｢村野めぐ｣ ｢村野たすき｣

移住・定住



　　　午後1時～40分
とちぎ未来大使で声優・歌手の鈴木杏奈さん（右
写真）による歌＆トーク

 参加できる人
　県内在住または通学している小学4年生～中学3年生
（義務教育学校および特別支援学校の相当学年を含む)
 参加費
　無料　※講座によって材料費がかかるものがあります
 申し込み方法
　パソコンやスマートフォン等で専用の申し込みシステ
ムから入力
※申し込みは必ず保護者の方と一緒にしてください
 講座に参加すると
　講座を一つ受けると1単位を
取得することができ、「単位シー
ル」が一枚もらえます。これを、
最初の講座で受け取る「学びの
パスポート」に貼っていきます。
 単位をたくさん取得すると
　4単位取得するごとに、「ス
テップアップシール」がもらえ
ます。また、今年度行われる講座
の単位を4単位以上取得する
と、なかなか見ることができな
い施設の見学や、先端技術等を
体験できる「特別体験学習」に申
し込むことができます。
※今年度の特別体験学習の内容は、
　ホームページでお知らせします

　　　午後1時～3時30分
　　　栃木県教育会館（宇都宮市）　　　　500名(先着)
　　　　　　　 6月10日(金)午後9時～
　今年度の特別講師は、TBS系「世界ふしぎ発見！」のミステリーハンター
として活躍中の竹内海南江先生です。世界中の歴史や文化の“ふしぎ”につ
いて、わくわくするお話を聞くことができます。

●ブラシで動くおもちゃ講座／足利大学
●医療の進歩はどうやって作られる？～「臨床」と「研究」の現場を
　見てみよう～／自治医科大学
●【体験】 混ぜるとふくらむ？!クッションから自動車シートの座り
　やすさを学ぼう!／テイ・エス テック株式会社
●身近なところに生石灰は使われています。／吉澤石灰工業株式会社
●水の力で電気を作るしくみを知ろう／県今市発電管理事務所
●梨のおいしさを調査しよう／県農業試験場

●「遊ぼう、学ぼう、世界の楽器とリズム」（オンライン）／宇都宮大学
●テレビってなんで映るの？／NHK宇都宮放送局
●クルマMIRAIスクール／栃木トヨタ自動車株式会社
●栃木SCお仕事紹介＆カンセキスタジアムとちぎ見学ツアー／株式会社栃木サッカークラブ（栃木SC）
●探検 !縄文時代／県立博物館

●カードゲームでSDGsを学ぼう／宇都宮文星短期大学
●日本の学校の当たり前は、世界の学校の当たり前？／白鷗大学

単位シール
　×4

ほかにも楽しい
講座がたくさん！
詳しくはこちら

ステップアップシール

学びのパスポート

テレビってなんで映るの？
／NHK宇都宮放送局

いつからでも、好きな講座を好きなだけ
選んで学ぶことができます

時間
会場
申し込み開始日

定員

7/10
(日)

対象：小学4年生～中学3年生
(対象以外の方は入場できません)

「とちぎ子どもの未来創造大学」では、県内の大学や企業、研究機関な
どで活躍している専門家の先生からお話を聞いて、身の回りにある
“不思議”について知ることができます。今年度も、新しい発見や驚き、
感動を味わうことができる約100の講座をご用意しました。

理系コース
講座の例

とちぎ子どもの
　　　　　未来創造大学

文系コース

学び方コース

スタートアップ講座に参加しよう

6月15日は県民の日
～Happy Birthday♪一緒に歩む元気なとちぎ !～

県民の日記念イベント ※新型コロナウイルスの感染状況により開催中止または内容を変更する場
合があります。屋内会場は混雑防止のため入場制限を行うことがあります

午前10時～午後3時

県民の日マスコット
「ルリちゃん」

※ご来場の際は公共交通機関を
　ご利用ください

栃木県議会議事堂
オープニングセレモニー
　　　午前10時～20分
●知事・議長あいさつ、いちご一会とちぎ国体・
とちぎ大会PR、県民の歌演奏

　　　午前11時～午後0時55分
クラシック音楽
●元気発信アンサンブル
阿久澤政行さん（ピアノ）、大貫裕子さん（ソプラノ）、
小山啓久さん（ヴァイオリン）、野村奈美さん（チェロ）、栗田智水さん（フルート）
●フルートとピアノのアンサンブル
瀧本実里さん（フルート）、黒岩航紀さん（ピアノ）
邦楽　※アーティスト4人の合奏
和久文子さん（箏）、福田智久山さん（尺八）、前川智世さん（箏、十七絃箏）、
黒須里美さん（箏）
演歌・ポップス
えひめ憲一さん（歌）、森藤晶司さん（ピアノ）

県警察音楽隊コンサート
午前10時20分～50分

時間

時間 県庁場所

時間

時間

時間

時間

とちぎアーティストバンク設立記念
♪元気発信コンサート

スペシャルゲスト★鈴木杏奈のミニライブ

それぞれ午後1時50分～2時30分、午後2時30分～3時
とちキャラーズ、栃木SCのPRステージ

本館
～国体・障スポPRゾーン～【本館1階】

●ナイスハートバザール、
ハンガリー文化紹介　など
【本館2階】
●県民ゴルフ場30周年、県
立博物館40周年、県立美術
館50周年PR　など
【本館15階南側】
●自転車シミュレーター　など

●ミニとちぎの伝統工
芸品展＠県民の日
●エコカー展示、間伐材
を使用したしおり作り
●いちご一会とちぎ国
体・とちぎ大会募金グッ
ズ等販売　など

●はしご車展示、起震車体験、煙体験
ハウス、消火器体験、ちびっ子消防
隊、大学生による防災クイズ  など
●防災食、防災グッズや住宅用火災
警報器、消防防災ヘリのPR  など

【本館1階】
冬季大会パネル展
【本館15階北側】
記念缶バッジ作
り、ボッチャ・車
いすスラローム体験、フォト
スポット（実物の炬火トーチ
を持って撮影できる）

県民広場
昭和館前広場

～とちぎ防災・減災フェア～

　県民の日を記念し、県・市町・民間の施
設で無料開放や利用料の一部割引が実施
されます。実施日や内容など詳しくは、県
ホームページでご確認ください。

無料開放･一部割引を行う施設の例

●県立美術館☎028-621-3566
●県立博物館☎028-634-1311
●県子ども総合科学館☎028-659-5555
●県なかがわ水遊園☎0287-98-3055
栃木県 県民の日

県内施設の無料開放･
一部割引を実施
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各講座実施日の1カ月前から
申し込み受け付け開始!

「県民の日」は、明治6(1873)年6月15日に当時の栃木県と宇都
宮県が合併し、おおむね現在と同じ形の栃木県が誕生したこ
とを記念して制定されました。記念イベントや県内施設を利
用してふるさと“とちぎ”の魅力を再発見してみませんか。

※演奏順不同

議会議事堂でのイベ
ントは動画でライブ
配信されるまる～！

6/11
(土)

6/11
(土)

身近なところに生石灰は使
われています。／吉澤石灰
工業株式会社

じゅうしちげん そう

昨年度の特別体験学習（歴史
コース）の様子／下侍塚古墳

詳しくは
こちら

●（株）パン・アキモト代表取締役 秋元義彦氏による
特別講演（午後1時～/本館8階危機管理センター）

2
栃木県の観光・イベント情報などをTwitter「栃木県」(ユーザー名は@pref_tochigi)､LINE｢栃木県｣(IDは@pref_tochigi)で配信中｡県の最新情報をチェック!



     各種試験のお知らせ
◎調理師・製菓衛生師試験
●試験日：8/3（水）●申込期間：6/15（水）～
17（金）
9県生活衛生課☎028-623-3114
◎登録販売者（医薬品医療機器等法関係）試験
●試験日：9/6（火）●申込期間：6/20（月）～
24（金）
9県薬務課☎028-623-3120
◎介護支援専門員実務研修受講試験
●試験日：10/9（日）●申込期間：6/10（金）～
30（木）
9とちぎ健康福祉協会☎028-650-5587

     高校再編県民フォーラム参加者募集
●県内7会場（宇都宮市、足利市、栃木市、
日光市、真岡市、大田原市、那須烏山市）
●高校教育の現状と課題の説明や在り方
の意見交換など●開催日等は県ホーム
ページで確認を
9県総務課☎028-623-3364

     県育英会高校奨学金貸与者の募集
●対象：令和4年4月に高等学校または専
修学校高等課程（修業年限2年以上）に在
学する生徒●貸与月額：国公立18,000円、
私立：30,000円D 6/24（金）
9栃木県育英会☎028-623-3459

     栃木県シルバー大学校第43期生募集
●対象：県内在住で地域活動に意欲のあ
る60歳以上の方、50歳以上で市町長の推
薦がある方4年額19,000円（テキスト代
等別）D 6/30（木）●詳しくは入学を希望

する各校へ問い合わせを
9中央校（宇都宮市）☎028-643-3390
　南校（栃木市）☎0282-22-5325
　北校（矢板市）☎0287-43-9010

     JICA海外協力隊2022春募集
●自身の知識や経験等を生かして、途上
国の課題解決に協力●対象：日本国籍を
有する20～69歳の方D6/30（木）
9国際協力機構（JICA）栃木デスク
☎028-621-0777
　　

●7/30（土）午後1時30分～3時30分●壬
生町役場新庁舎●対象：県内に在住、通
勤・通学している方2 50名（申し込み多
数の場合は抽選）D 7/13（水）
9県広報課☎028-623-2158

     とちぎ再就職フェア　　　 　 FG

●7/5（火）午後1時～5時●ホテル東日本宇
都宮（宇都宮市）●コロナ禍で離職された方
等と､企業とのマッチング●対象：県内で
就職を希望している方4無料D 6/30（木）
9とちぎ就活リスタート支援事業事務局
☎050-2000-7276

●7/9（土）午後1時15分～3時30分●パル
ティ（宇都宮市）●テーマ：スポーツから
考えるジェンダー平等～女性リーダーの
役割～280名（先着）4無料（託児は1人

500円）D 7/1（金）
9とちぎ男女共同参画センター☎028-665-8323

     スゴイ植物展    　　　　　　FGE

●7/10（日）まで●個性的で変わった姿
や形、不思議な生態など植物の生きるた
めの“スゴイ”部分を紹介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

     国際避暑地日光 皇室・大使の別荘めぐり
●9/30（金）まで●日光市内●かつて皇室
や西洋人たちのプ
レミアムリゾート
だった歴史をたど
るモバイルスタン
プラリー
9県自然環境課☎028-623-3211

     やさしい草木染め    　　　　　　F

●7/9（土）～10（日）1泊2日●藍や紅花など
を使った草木染めを行います●対象：県内
在住の成人の方2 20名（抽選）4 10,000円
D 6/17（金）
9芳賀青年の家（益子町）☎0285-72-2273

     どきどきキャンプ    　　　　 FG

●7/30（土）～8/1（月）2泊3日●人や自然
と触れ合いながら、生きる力を育みます
●対象：県内の小学4～6年生2 24名（抽
選）4 12,000円D6/24（金）
9太平少年自然の家（栃木市）
☎0282-24-8551

     ファミリー登山教室   　　　　FG

●8/6（土）～7（日）1泊2日●家族で茶臼岳
の頂上を目指し、絆を深めます●対象：小
学生以上の家族235名（抽選）4年齢等に
より異なる●申込期間：6/7（火）～7/2（土）
9なす高原自然の家（那須町）☎0287-76-6240

     とちぎ・いばらき協力地引網  　FG

●8/20（土）～21（日）1泊2日●両県の家
族が自然体験や地引網などの活動を通
し、交流を深めます●対象：栃木県および
茨城県の小学生を含む家族245組（抽選）
4年齢により異なるD 7/11（月）
9とちぎ海浜自然の家（茨城県鉾田市）
☎0291-37-4004

　　

●7/2（土）①午前10時～正午②午後1時
30分～3時30分●授業見学や実習体験な
ど4無料●当日直接会場へ
9県労働政策課☎028-623-3237

     栃木県政世論調査にご協力を
●暮らしや県政への要望などの調査●18歳
以上の県民の方から無作為に抽出した
2,000名に調査票を郵送しますので、ご協
力ください●6/30（木）までに返送してく
ださい（個人情報は厳守します）
9県広報課☎028-623-2158

◎6/5（日）は閉館日です
栃木県本庁舎のお知らせ

第77回 国民体育大会 10/1（土）～11（火）

10/29（土）～31（月）第22回 全国障害者スポーツ大会
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●オリジナル
缶バッジ作り
●炬火ランナー体験＆とち
まるくんフォトスポット

●募金グッズ販売

開催100日前イベント
国内最大のスポーツの祭典「国民体育大会」と障害のある選手が活
躍する「全国障害者スポーツ大会」が本県で開催されるまであと
100日に迫りました。これを記念し、皆さんが参加できるイベント
を開催します。ぜひ、お越しください。

6/25（土） 午前10時～午後3時30分

各体験ブースを巡って
スタンプを集めた方に
は、景品をプレゼント!

　スマートフォンを利用したデ
ジタルスタンプラリー。競技会場
や観光地、動画視聴等でデジタル
スタンプを
取得すると、
豪華景品が
当たります。

　シンガーソング
ライターのサトウ
ヒロコさんが各市
町の開催競技を紹
介･体験す
る動画を配
信します。

競技紹介動画配信
両大会開会式・閉会式 観覧者募集

　両大会の式典を実際に見てみませんか｡「栃木らしさ」あふれる曲
演奏や演技、ダンス等の披露をはじめ、炬火のセレモニー､栃木ゆか
りの著名人によるトークなど、内容盛りだくさん！

会　場
申込方法
申込期限

イベント
の詳細は
こちら

詳しくは
こちら

炬火トーチ

缶バッジ
募金グッズ（一例）

さまざまな景品をご用意！

同 時 開 催 6/25（土）  11/3（木・祝）

[　 いちご一会スタンプラリーの対象]

知事と語ろう!とちぎ元気フォーラ
ムin壬生参加者募集　　    FGE

県央産業技術専門校オープンキャン
パス 　　　　　　　　　　　 FG

男女共同参画セミナー男女共同参画社会
を考える“とちぎ県民のつどい”FGE

イベント開催日時場所 オリオンスクエア（宇都宮市）

ステージイベント

シャークス

【午前の部】午前10時～正午
●オープニングセレモニー
●イメージソング｢いちご一会｣歌唱
●　　　　　　　　　　　キックオフプログラム
●とちぎ未来大使の岩下淳子さん
によるピアノや宇都宮ジャズバン
ド｢ハッピートーク｣による演奏､
作新学院高等学校チアリーディン
グ部｢SHARKS｣のパフォーマンス
●アスリートトークショー
●「アスリートのレシピ」料理デモ
【午後の部】午後1時～3時30分
●いちご一会ダンスコンテスト決勝大会
定員を超えた場合は､入場制限させていただきます

インターネットでライ
ブ配信およびアーカイ
ブ配信します

ＭＣ 体験ブースなど多数出店

オリオン通り（宇都宮市）

MC･ラジオパー
ソナリティ
永井塁さん

森三中

岩下淳子さん

大島美幸さん

場所

●国体･障スポPR
●各市町開催競技体験・
観光物産紹介

開 催 日 　　　 総合開会式：10/1（土）､総合閉会式：10/11（火）
　　　 開会式：10/29（土）､閉会式：10/31（月）
カンセキスタジアムとちぎ（宇都宮市）
インターネットまたは郵送
6/30（木）当日消印有効

国 体
障スポ

お問い合わせはこちら
☎0570-023-230
（平日：午前9時～午後6時）

100日前スタンプ
ラリー

当日限定

宿泊券な
ど

豪華賞品
多数

10月
開催

 

●ナイスハートバザールin
オリオン
●協賛企業PR展示・商品販売

3
　マークの説明 　託児サービス

Information

詳しくは
県HPで！

県のSNSは
こちら

県政
講座 お知らせ
試験・募集 イベント

2定員　4受験・参加料金　D応募・申込締切　9問合せ・申込先　F身障者用駐車場　G身障者用トイレ　Eオストメイト対応トイレ
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4

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、基本的な感染対策の徹底をお願いします

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

6/24（金）※7月中旬発送予定

ご意見募集！

※個人情報はプレゼント発送以外には使用しません

栃木県総合文化センター
TOCHIGI 文化ガイド

｢松竹歌舞伎舞踊公演｣

9同センター(宇都宮市)☎028-643-1013
(プレイガイド午前10時～午後7時)

【演目】一.御挨拶／二.操り
三番叟／三.連獅子●出演／
（下写真右から）中村芝翫､
中村橋之助､中村福之助、
中村歌之助､中村松江ほ
か●7/20（水）午後2時開演
●メインホール4特等席
6,000円､一等席5,000円、二
等席4,000円（二等席25歳以
下2,000円）※全席指定●好
評発売中! ｢連獅子｣中村芝翫▶

　6月15日の県民の日にちなみ､県民の
日マスコット｢ルリちゃん｣のぬいぐるみ
(高さ約25センチ)1個をプレゼント！

さん  ば そう れん  じ  し

し  かん

マスク着用マスク着用 ワクチンワクチン新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症
掲載内容の詳細はこちら➡ 掲載内容の詳細はこちら➡

距離が確保できる 距離が確保できない

マスク
着用推奨

マスク
着用推奨

マスク
着用推奨

マスク必要なし会話を
ほとんど
しない

会話を
ほとんど
しない

夏場は熱中症防止の観点から､上の　　　の場面では、マスクを外すことを推奨

距離にかかわらずマスク着用を
一律には求めていません

マスクの着用は
推奨しません

2歳以上の
就学前の子ども

2歳未満

会話を
ほとんど
しない

会話を
ほとんど
しない

屋
内
屋
内

屋
外
屋
外

2m目安

掲載内容は6月1日（水）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

　マスクの着用は基本的な感染対策として引き続き重要です。以下のとおりマスク着
用の考え方を整理しましたので、場面に応じて適時適切にマスクを着用しましょう。 　新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防を

目的として4回目接種を実施します。
　　　　 3回目接種から5カ月以上が経過した以下の方
●60歳以上の方
●18歳以上60歳未満で、①基礎疾患を有する方、②その他新
型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高
いと医師が認める方

　武田社ワクチンは、新たに18歳以上の方への1～3回目接種
が認められた組換えタンパクワクチンです｡

　2回目接種から｢6カ月以上｣空けることになっていたファイザー社とモデルナ社ワ
クチンの接種間隔が､｢5カ月以上｣に短縮されました。

　アレルギー等でmRNAワクチン(ファイザー社､モ
デルナ社)の接種を受けられなかった方も武田社ワ
クチンの接種をご検討ください｡

対象者

接種場所
使用するワクチン ファイザー社またはモデルナ社ワクチン

各市町の集団･個別接種会場､県営接種会場(4カ所)

接種場所 県営接種会場（とちぎ健康の森のみ）

4回目接種の実施11

22

33

武田社ワクチン（ノババックス）の接種

2回目接種から3回目接種までの接種間隔の変更

ワクチン
の詳細は
こ ち ら

4回目接
種の詳細
はこちら

※3回目に武田社ワクチン（ノババックス）の接種を受ける場合の接種間隔は､「6カ月以上」です

NEW

4回目

早期のワクチン接種をご検討ください早期のワクチン接種をご検討ください 県ホームページ　　県ホームページ　　▶▶
県ワクチン接種会場コールセンター県ワクチン接種会場コールセンター
☎0570-003-234☎0570-003-234

県営接種会場の予約等は右の
電話､ウェブのいずれかで   ➡

会話を
する
会話を
する

会話を
する
会話を
する

※十分な感染対策上で
あれば外すことも可

マスク
着用推奨

マスク必要なし

マスク必要なしマスク必要なし

高齢の方と会うときや病院に行くときなどは､マスクを着用しましょう

○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

第 163 回 知事コラム

　「初物75日」。これは俗説で、初物を食べると寿命が75日

延びると言われている。初物を好んで食べる、「初物食い」

という言葉もある。

　先頃、「終り初物です。」と、知人が“いちご”を届けてく

れた。終り初物とは、「時期の終り頃になって成熟する野菜

や果物を、初物と同じように珍重して言う語」と辞書に記さ

れている。

　妻の知人からは、今シーズンのいちごの収穫を終える農

家があるので、良かったらいちご摘みに来ないか、と誘わ

れ喜んで出かけて行った。家の中がいちごの香りでいっぱ

いになった。

　2軒のいちご農家に感謝しつつ、よく味わって頂いた。

　今月は父の日もやって来る。プレゼントに併せて、初物

を添えてみてはいかがだろうか？父の日にはまだ早いもの

の、私達も両親に「終り初物」のいちごに願いを込めて届

けた。

～初物と終り初物～

県政ラジオ番組　栃木放送「県政インフォメーション」月～金7:10～7:15、□火～金17:30～17:35　エフエム栃木「マロニエインフォメーション」月～木17:25～17:30、金17:28～17:33（6/6、13、27を除く）再


