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明治150年記念企画展
（観覧無料）

第２ステージ
ソーラートラックミヤラジ生放送！

もったいないの家もったいないの家

リユース食器、古着、小型家電、

未開封食品の回収はコチラです。 repair    recycle

repair    recycle

トリニスタによるオープニングライブ

オープニングセレモニー　　　　　　　　　　　　　

すずめこども園による

園児「もったいない体操」「ギョーザダンス」披露

クラウンじっきーによる

「エコパフォーマンスショー」

女性消防団員によるデモンストレーション

 （株）ビッグツリー沖縄アクターズ

宇都宮校によるダンス

宇大学生によるステージイベント

「オトワリバース」による「もったいない」ステージイベント

エンディング

ドラム缶をリユース・リサイクルした楽器を

活用したライブ。ゆるキャラ達も盛り上げる！

エコモビリティゾーンを中心に第2ステージでもさまざまなイベントを行います。エコモビリティゾーンを中心に第2ステージでもさまざまなイベントを行います。

次世代型路面電車LRTに関するブースや、

電気自動車、エコカーの展示があります。

ほかにもエコに関する展示がいっぱい。

10:00

  ～10:20

10:30

  ～11:20

11:20

  ～11:50
11:50

  ～12:30
12:30

  ～13:00
13:00

  ～13:30
13:30

  ～14:00
14:00～
  ～14:30

開会宣言

もったいないAWARD表彰、４コマまんがコンクール表彰

清掃事業協力者感謝状授与式等

もったいない
りぶっく
読み終わった

本・DVDの

寄付ができます。

フードドライブ
食べる予定がなく、捨てられそうな

食品を預かり、有効活用します。

古着の回収
もう着なくなった古着の寄付を受付

けます。大人用、子供用もOKです。

小型家電回収
携帯電話やデジタルカメラなど、

小型家電がメダルに生まれ変わる。

会場案内図：C
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本は1人3冊まで持ち込みができます。次のお友達に大切に使ってもらいたい本をもってきてね。

次のような本は交換できないので、おうちの人と一緒に確認しよう！
・タバコ・カビ臭のする本、付属品の欠品がある本、週刊誌、ひどい汚れ、破れている本など。
※当日スタッフにより持ち込みをお断りする場合があります。ご了承ください。

注意事項

kids

古本交換市
kids

古本交換市
kids

古本交換市
読み終わった
本を持ち寄って
トレードしよう!

参加対象：小学生

受付：10:30～12:00

交換：12:30～14:00

参加費：無料

読み終わった
古本を持ってこよう！

1冊につき1ポイントの
チケットと交換

チケットはこうやって
使えるよ！

本の裏表紙に上記の

ISBNコードがあるものが対象。

1冊の本につき、1ポイントの

チケットと交換できるよ。

みんなが持ち寄った本の中から

自分が読みたい本と交換できる

よ。景品と交換もOK。
※景品と交換できるのは1ポイントのみ

［例］ ISBN00-0000-0000

器の金継ぎ体験
壊れた陶器や

ガラスの器を

金を使って修理。

ブースにて受付！

（1回200円）

残しま10！キッチン器の金継ぎ体験 残しま10！キッチン
テーマは「食材」を「残さない」こと。

・オリジナルレシピのワークショップ

 ブースにて受付！（1回200円）

・パネル展＆クイズ。参加者には粗品

 プレゼント。

・飲食店出店。「パティスリーメルシー」

 「ベーカリーモーガン」のフェア

    オリジナルメニュー販売。

ミ ヤ ラ ジ 生 放 送

ソーラートラックを活用した
第2ステージにて生放送（FM77.3Mhz）

環境番組「エコみや」

とちの環 県民会議(地域循環部会)…・マイバッグ制作（対象：子ども・無料）。※布バッグに布用クレヨンで絵を描き

とちの環 県民会議(省エネ部会グリーン購入部会)…環境クイズやソーラークッカーの展示、実演など。

栃木県地球温暖化防止活動推進センター…エコ縁日（射的や輪投）。

布ぞうりかがやき…使い古したバスタオルを使い、「布ぞうり」の制作。

公益社団法人 栃木県宅地建物取引業協会 県央支部…宅建協会に関する簡単なクイズ、

不動産取引に関する一般相談。

公益社団法人 宇都宮法人会 中央支部…税金クイズ、法人会ロゴ入りグッズの配布など。

平成理研株式会社…間伐材を活用した木工作。

　 一般社団法人栃木県自動車整備振興会…エコに関することと、定期点検パネルクイズなど。

東京ガス㈱宇都宮支社…間伐材を活用したペンダント作り。

NPO法人 うつのみや環境行動フォーラム…パネル展示による活動紹介や「どんぐり工作」（体験教室）

宇都宮不法投棄未然防止連絡協議会…不法投棄対策活動のパネル展示、クイズ、ポスター掲示、

啓発ティッシュ配布など。

宮のものづくり達人・坂井楞山のグループ…リサイクル品を利用した各種工作。

宇都宮大学環境改善学生サポーターECHO…団体の環境にやさしい活動の紹介やゲーム。

ECHOグッズがもらえるチャンスも。

びっくりドンキー宇都宮東店…牛乳パックを使用したリサイクル工作。

宇都宮市環境部環境保全課…宇都宮市環境協定に関するパネル展示、小学生を

対象としたネイチャーゲーム体験。

宇都宮市おもてなし推進委員会…宮のもの知り達人検定ミニ検定の実施、観光案内など。

宇都宮市もったいない運動市民会議…もったいない４コマまんが、AWARDの紹介、

みやエコファミリーの募集。

みやちゅう応援団…ペットボトルキャップを使った小物作り・牛乳パックを使って紙すき体験。 

おさかなや…メダカすくい。【メダカを入れる物を持参でメダカ1匹サービス】

株式会社セオス…古着の寄付、買取。

宇都宮市ごみ減量課…ごみの分別などに関するパネル展示。

フードバンク宇都宮…家庭に余っている、食べる予定のない食品の寄付受付。

宇都宮消費者友の会…もったいないカルタの展示。

花王カスタマーマーケティング㈱…花王のお洗濯お掃除で出来る「エコ」の秘密を探るクイズ。

毎日新聞宇都宮支局…ロゴ入りグッズ販売ミニゲームのほか、展示など。

わく・わくショップU…障がい者が一つひとつ手作業で真心こめて製品を販売。

株式会社カナメ…高耐久金属屋根の展示とZEH（ゼロエネルギーハウス）を目指したリフォームのご案内、相談。

MEAK…「COOL CHOICE」活動や省エネ活動、地球温暖化の現状を啓発。

とちぎコープ生活協同組合…コープのリサイクル運動などの活動のパネル展示。

宇都宮市消費生活センター…消費生活クイズ、「くらしの豆知識」、ミニハンドタオルの無料配布。

さつきふれあい堆肥の会…快適に生ごみを堆肥化する方法の実演、完熟牛ふん堆肥をプレゼント。

とちの環 県民会議(地域循環部会)…・マイバッグ制作（対象：子ども・無料）。※布バッグに布用クレヨンで絵を描き

とちの環 県民会議(省エネ部会グリーン購入部会)…環境クイズやソーラークッカーの展示、実演など。

栃木県地球温暖化防止活動推進センター…エコ縁日（射的や輪投）。

布ぞうりかがやき…使い古したバスタオルを使い、「布ぞうり」の制作。

公益社団法人 栃木県宅地建物取引業協会 県央支部…宅建協会に関する簡単なクイズ、

不動産取引に関する一般相談。

公益社団法人 宇都宮法人会 中央支部…税金クイズ、法人会ロゴ入りグッズの配布など。

平成理研株式会社…間伐材を活用した木工作。

　 一般社団法人栃木県自動車整備振興会…エコに関することと、定期点検パネルクイズなど。

東京ガス㈱宇都宮支社…間伐材を活用したペンダント作り。

NPO法人 うつのみや環境行動フォーラム…パネル展示による活動紹介や「どんぐり工作」（体験教室）

宇都宮不法投棄未然防止連絡協議会…不法投棄対策活動のパネル展示、クイズ、ポスター掲示、

啓発ティッシュ配布など。

宮のものづくり達人・坂井楞山のグループ…リサイクル品を利用した各種工作。

宇都宮大学環境改善学生サポーターECHO…団体の環境にやさしい活動の紹介やゲーム。

ECHOグッズがもらえるチャンスも。

びっくりドンキー宇都宮東店…牛乳パックを使用したリサイクル工作。

宇都宮市環境部環境保全課…宇都宮市環境協定に関するパネル展示、小学生を

対象としたネイチャーゲーム体験。

宇都宮市おもてなし推進委員会…宮のもの知り達人検定ミニ検定の実施、観光案内など。

宇都宮市もったいない運動市民会議…もったいない４コマまんが、AWARDの紹介、

みやエコファミリーの募集。

みやちゅう応援団…ペットボトルキャップを使った小物作り・牛乳パックを使って紙すき体験。 

おさかなや…メダカすくい。【メダカを入れる物を持参でメダカ1匹サービス】

株式会社セオス…古着の寄付、買取。

宇都宮市ごみ減量課…ごみの分別などに関するパネル展示。

フードバンク宇都宮…家庭に余っている、食べる予定のない食品の寄付受付。

宇都宮消費者友の会…もったいないカルタの展示。

花王カスタマーマーケティング㈱…花王のお洗濯お掃除で出来る「エコ」の秘密を探るクイズ。

毎日新聞宇都宮支局…ロゴ入りグッズ販売ミニゲームのほか、展示など。

わく・わくショップU…障がい者が一つひとつ手作業で真心こめて製品を販売。

株式会社カナメ…高耐久金属屋根の展示とZEH（ゼロエネルギーハウス）を目指したリフォームのご案内、相談。

MEAK…「COOL CHOICE」活動や省エネ活動、地球温暖化の現状を啓発。

とちぎコープ生活協同組合…コープのリサイクル運動などの活動のパネル展示。

宇都宮市消費生活センター…消費生活クイズ、「くらしの豆知識」、ミニハンドタオルの無料配布。

さつきふれあい堆肥の会…快適に生ごみを堆肥化する方法の実演、完熟牛ふん堆肥をプレゼント。

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

雷都レールとちぎ（L・R・T）…次世代型路面電車LRTのパネルやジオラマ展示など。

みやの環境創造提案・実践事業…「みやの環境創造提案・実践事業」の活動の展示。

宇都宮市環境部環境政策課…宇都宮市で取組んでいる環境に関する活動についての展示。

株式会社ピースノート…ソーラートラックの展示，独自に取組んでいる活動内容の展示。

雷都レールとちぎ（L・R・T）…次世代型路面電車LRTのパネルやジオラマ展示など。

みやの環境創造提案・実践事業…「みやの環境創造提案・実践事業」の活動の展示。

宇都宮市環境部環境政策課…宇都宮市で取組んでいる環境に関する活動についての展示。

株式会社ピースノート…ソーラートラックの展示，独自に取組んでいる活動内容の展示。
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【会場案内図】【会場案内図】

司会  
だいまじん
じんのすけ

スマホで「ミヤラジ」が聴ける

専用アプリはこちらから！
スマホで「ミヤラジ」が聴ける

専用アプリはこちらから！

毎週水曜 毎週水曜 13：00～13：5513：00～13：55

【Android用】【Android用】 【iPhone用】【iPhone用】

お知らせ

宮の原中学校PTA…ジャガバター販売。【マイ箸持参で50円引き。（先着20名様）】

インド料理アジアンマハール…カレーの販売。【マイスプーン持参の方は50円引き】

ぎょうざの宝永　宇都宮店…広島風お好み焼の販売。【マイ箸持参で50円引き】

焼きそば キング…焼きそばの販売。【マイ箸持参の方は50円引き】

しゃらく…生ビールなどの販売。【マイコップ持参の方は50円引き】

カレーナン（インド料理）…本場インド料理カレーナン等の販売。【皿・カレーカップ持参の方は50円引き】

焼きそば☆ばそき家…焼きそばの販売。【マイ箸持参の方は50円引き】

MI PERU…ペルー共和国の孤児院で子供達が作ったカラフルな皮サイフを販売。

アラジン…生ビールなどの販売。【カップ持参の方は50円引き】

山の音…飲食の販売。【マイ箸・マイバッグ持参で50円引き】

ラム串ゆうちゃん…飲食の販売。【マイバッグ持参で10円引き】

まごころ…焼きそばの販売。【マイ箸持参の方は10円引き】

畑楽会…手打ちそばの販売。【マイ箸持参の方は粗品プレゼント】

しん家…かき氷の販売。【カップ持参の方は50円引き】

横川地区こどもとふれあう会…当日の販売品購入の方【空カンで作ったペン立てをプレゼント（先着20名）】

「0円キッチン」上映会…「0円キッチン」上映会の様子をパネル展示、報告書の展示。

宮の原中学校PTA…ジャガバター販売。【マイ箸持参で50円引き。（先着20名様）】

インド料理アジアンマハール…カレーの販売。【マイスプーン持参の方は50円引き】

ぎょうざの宝永　宇都宮店…広島風お好み焼の販売。【マイ箸持参で50円引き】

焼きそば キング…焼きそばの販売。【マイ箸持参の方は50円引き】

しゃらく…生ビールなどの販売。【マイコップ持参の方は50円引き】

カレーナン（インド料理）…本場インド料理カレーナン等の販売。【皿・カレーカップ持参の方は50円引き】

焼きそば☆ばそき家…焼きそばの販売。【マイ箸持参の方は50円引き】

MI PERU…ペルー共和国の孤児院で子供達が作ったカラフルな皮サイフを販売。

アラジン…生ビールなどの販売。【カップ持参の方は50円引き】

山の音…飲食の販売。【マイ箸・マイバッグ持参で50円引き】

ラム串ゆうちゃん…飲食の販売。【マイバッグ持参で10円引き】

まごころ…焼きそばの販売。【マイ箸持参の方は10円引き】

畑楽会…手打ちそばの販売。【マイ箸持参の方は粗品プレゼント】

しん家…かき氷の販売。【カップ持参の方は50円引き】

横川地区こどもとふれあう会…当日の販売品購入の方【空カンで作ったペン立てをプレゼント（先着20名）】

「0円キッチン」上映会…「0円キッチン」上映会の様子をパネル展示、報告書の展示。
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会場案内図：36 会場案内図：39

by オトワ リバース＆
リバイバルワークショップ

by 
ほん陶

古家具をキーホルダーに

再生！オリジナルキーホル

ダー制作のワークショッ

プ（1回200円）

下記ブースにご参加いただい
た方には、アンケートを配布し
ています。アンケートに回答し
抽選所にお持ちいただくと抽
選会に参加できます。（お一人

さま一回のみ、数量限定）

アンケート配布場所
はじまるゾーン

（会場案内図 黄色枠ブース）
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会場案内図：C

会場案内図：A 会場案内図：A 会場案内図：B

ミヤラジ公開

　　生放送（1部）

11:00

   ～12:00

12:00

   ～13:00

13:00

   ～13:30

ミヤラジ公開

　　生放送（2部）

帝京大学生による

ステージイベント

ソーラートラックを

活用したステージ

イベントを行います

会場案内図：37

10周
年企画ブース10周
年企画ブース

古家具のリメイク古家具のリメイク

第2ステージ第2ステージ

タイムスケジュール

C  Kid’s 古本交換市

A 若年層向けブース

B 家庭向けブース


