
主催 宇都宮市もったいない運動市民会議  お問い合わせ／事務局 ✆028-632-2417 （宇都宮市環境政策課）

協力　宇都宮市民憲章推進協議会・嵯峨野株式会社・東日本三菱自動車販売株式会社・日産自動車株式会社栃木工場・日産プリンス栃木販売株式会社・
　　　栃木ダイハツ販売株式会社

後援　NHK宇都宮放送局・毎日新聞宇都宮支局・下野新聞社・株式会社とちぎテレビ・株式会社エフエム栃木・株式会社栃木放送・栃木県・栃木県教育委員会・
　　　宇都宮市教育委員会・宇都宮コミュニティメディア
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宇都宮市もったいない運動市民会議10周年

仲田総業株式会社／邦和理工株式会社／上陽工業株式会社／宇都宮市管工事業協同組合

平成理研株式会社／株式会社大高商事／株式会社アオショー／クボタ環境サービス株式会社／

宇都宮メガソーラー株式会社／株式会社新北斗興業／株式会社オータニ

とちぎコープ生活協同組合／あづま食品(株)／有限会社セイゴウ

株式会社エム・プロダクト／宇都宮興産株式会社／中央労働金庫栃木県本部／株式会社スキット

株式会社太陽警備保障／平石環境システム株式会社／栃木ＳＣ／株式会社横倉本店

鈴運メンテック株式会社／株式会社セオス／渡辺建設株式会社／宇都宮文化センター株式会社

毎日新聞宇都宮支局／株式会社野澤實業／びっくりドンキー宇都宮東店／企業組合とちぎ労働福祉事業団

栃木県リサイクル協同組合連合会／協同組合宇都宮餃子会

株式会社足利銀行／株式会社栃木ブレックス／コクヨ北関東販売（株）

東武宇都宮百貨店／東京ガス（株）宇都宮支社／農林中央金庫／農産直売所あぜみち

花王グループカスタマーマーケティング株式会社／サイクルスポーツマネージメント株式会社

おかげさまで　2018年10月操業50周年

協賛企業・団体
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ジイベント

　エコに関する演奏や大道芸人の
パフォーマンス、「もったいない体操」
披露など盛りだくさん！

はじま
るぞーン

はじま
るぞーン

　参加体験型のブース。今日から
「はじめられる」さまざまなアイデアを
ワークショップで体感しよう！

 残しま10！
ぞーン　　　　　　　　　　　　てん

 残しま10！
ぞーン

　家庭でも簡単に実践できる
「食品ロス」を抑えるテクニックを
ワークショップで伝授。

エコモ
ビリティーぞーン

エコモ
ビリティーぞーン

　電気自動車を間近で見られる！
エコカーをはじめ、エコに関する
展示がいっぱい！

　　　　　　　　　　　　てん

東京本染ゆかた　手拭　タオル　伴天　のれん
栃木県伝統工芸品指定　東京都伝統産業品指定

http://www.somemono-nakagawa.com/
宇都宮市錦1丁目562番地（宇都宮商業高校東400m）

☎宇都宮（028）621-0571 FAX（028）625-2701

創業110年 ㈱中川染工場

宇都宮市もったいない運動市民会議は
おかげさまで10周年！！

もったいないの約束

1 私たちは、互いに尊敬し、思いやりをもってふれあいます。

2 私たちは、すべてのものに感謝して、その価値を十分にいかします。

3 私たちは、宇都宮の素晴らしさをみがき、未来に誇れるまちをつくります。

平成21年9月27日　約束

宇都宮に住み、学び、働く私たちは、地球上にあるものすべてのものに、

尊敬と感謝の気持ちをもち、ひとやものを大切にする

「もったいない」のこころを育てています。

このまちの古き良き歴史や恵み豊かな環境をはぐくみ、

かけがえのない美しい地球を未来につないでいくため、

これからも「もったいない」のこころを広げ、日々、行動することを約束します。

宇都宮市もったいない運動市民会議・宇都宮市

Anniversary

もったいない係長
ミヤリー

◆はじまる、私のもったいないLIFE

◆気軽にチャレンジ！

「もったいないの日」
日々、実践している行動を振り返り、気持ちを新たに取り組みましょう。

◆宇都宮市のもったいない運動 毎月

1日は

ミヤリーもいつも実践してるよ！

今年は「宇都宮市もったいない運動市民会議」設立10周年記念！

皆さんに、より「もったいない運動」を身近に感じ、

普段の生活にあふれている「もったいない」を

発見してもらえることができるような

「もったいない運動普及キャンペーン」を実施します。

宇都宮市の「もったいない運動」を一緒に盛り上げていきましょう。

「もったいない残しま10（てん）！の日」
冷蔵庫などの食品在庫を確認し、食材の使いきりや料理の食べきりを

実践して、食品の破棄を減らしましょう。

毎月

10日は

東武
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駅
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二荒山神社
バンバ広場
二荒山神社
バンバ広場

宇都宮
市役所

まちなか

盛りだくさん！
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スペシャルスイーツセット。
コーヒーや紅茶など
全9種類から選べる。

宇都宮市江野町6-7 2F

　028-638-0000

■AM10:00～PM10:00（日曜／～PM6:00）
■水曜

第38回栃木県 技能展

9/29 30・

オリオン通り
アーケード区間

土 日

AM10:00～PM4:00

9/30

オリオンスクエア

日

AM10:00～PM3:00

うつのみや文化協会
まつり2018

①

②ミヤ・サンセットジャズ

9/22

オリオンスクエア

土

①AM11:00～PM4:45

②PM5:00～PM7:30

花と緑のフェスティバル
うつのみや2018

10/6

宇都宮城址公園

土

AM10:00～PM3：00

第13回
うつのみや食育フェア

10/14

宇都宮城址公園

日

AM10:00～PM3:00

このパンフレット持参で下記のお店のスイーツが特別に
500円（税別）で食べられるキャンペーンを実施中♪

円スイーツ特別開催  2018年 9月30日（日）　　
～10月7日（日）

営

休

特 典　　　【選べるケーキ＋ドリンク】
ガトーショコラ・チーズケーキ・
カタラーナから一品、
コーヒー・紅茶・ソフトドリンク
約10種類から1杯。

宇都宮市江野町3-7 矢口ビル2F

　028-307-6174

■AM11:00～PM10:00

■火曜、第1・3水曜
営

休

特 典

【日替わりケーキセット】
本日のケーキ、コーヒー・
紅茶など全10種類から1杯。

宇都宮市曲師町4-1 三笠ビル1F

　028-680-6031

■AM00:00～PM00:00

■無休
営

休

特 典　　　【パウンドケーキセット】
パウンドケーキ2枚（アイスク
リーム添え）、コーヒー・紅茶

（各ホット・アイス）など
全5種類から1杯。

宇都宮市中央本庁1-12

　028-634-3422

■AM11:30～PM6:00

■月・日曜
営

休

宮カフェ ＠ミヤ
特 典

【特別割引】
カフェメニュー50円引き宇都宮市江野町2-11 宮カフェ1F

　028-666-8939

■AM10:00～PM7:00（ソフトクリームは
PM6:00まで）　■無休
営

休

9/30
AM10:00～PM3:00

（雨天決行）

宇都宮城址公園
（宇都宮市本丸町1-15）

時 間

会 場

も の

地球上のすべてのものに

感謝の気持ちを持ち、

すべての物を大切にします。

ひ と

「ひとへの思いやり」を

大切にして行動します。

ま ち

宇都宮市の素晴らしさを

知り、磨き、未来に

つないでいきます。

大通り1丁目

「もったいないフェア宇都宮2018」及び
　マークがついているイベントでは、市民
のご家庭に設置された太陽光発電による
CO2削減量から創出した「みやクレジット
」を活用し、イベント会場での電気使用に
伴う、CO2排出量ゼロを目指します。

マイ箸持参で「もったいなべ」

無料

配布！
無料

配布！

Facebook公式HP

（AM9:00～ 随時）  来場者駐車場（中央卸売市場）⇄会 場（城址公園）無料シャトルバスも運行  

　　　　　　 駐輪場で貸出を行っています。 （フェア当日は100円引き） 利用時間：AM8:00～PM9:00

利用料金：中学生以上 1日 100円  電動アシスト自転車 300円

レンタサイクル  

※初めて利用する方は、身分証明書の提示が必要です。※保護者同伴で安全に運転できる小学生も利用できます。

【もったいない通りとは？】

９月３０日限定でオリオン通りの一部

が「もったいない通り」になります。

「もったいない」のこころをより多くの

人に知ってもらうため、地元の中学

生をはじめとするボランティアによる

清 掃 活 動や、ステージ出演による

「もったいない」のＰＲなどを実施しま

す。同日に開催する「消防団まつり」

や「技能展」と連携して、「もったい

ない」があふれる通りとなるよ！

毎月25日発売

公共交通を利用してお越しください。

※数量限定

宇都宮市消防団まつり
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マイバッグも
   持ってきてね！

お知らせ


