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観光ボランティア募集
　栃木市を訪れるお客様に、観光ボラン
ティアとして、市の魅力を発信してみま
せんか？蔵の街周辺を中心に、主に依頼
を受けた団体への案内活動等を行います。
募集条件　 栃木市内 または 近隣市町に在

住の方
募集人数　若干名
内 容　月 1回程度、1件当たり 1時間から 2時間程度、市内の観光案内
応募方法　電話により問合先へ。
問 合 先　（一社）栃木市観光協会（倭町）　☎ (25)2356

栃木どろんこバレー大会参加者募集
日時　８月 10日 ( 祝 ) ８時 30分～ 16時
場所　栃木市総合運動公園北側圃場
対象　中学生以上　定員　32 チーム（抽選制）
費用　 5,000 円／チーム（保険込み）　※ 5人

制（10人まで登録可）
内容　どろんこバレー
　　　※同時開催イベント多数（当日参加OK）
申込　6 月 30日 ( 火 ) まで
問合先　栃木どろんこバレー実行委員会
　　　　http:// どろんこバレー .com
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（募集 ）写真の裏に赤ちゃんの名前（ふりがな）・生年月日・住所・電話番号・
保護者名を記入のうえ〒328-8686栃木市役所シティプロモーショ
ン課へ（締切当日必着）。写真は返却しません。

　　  ※封筒に差出人住所を明記ください。
（締め 切り）令和元年８月生まれ6月12日（金）、令和元年９月生まれ７月８日（水）

日がな一日、「ひかる」を追っかけ

市などの１０人。平均年齢約７１歳で、日の出から日没
まで、芸能人にするように「追っかけ」「出待ち」です。
　各の得意分野を生かした活動です。石川は、写真や情
報をネットや地元市町に提供する担当。別の隊員は、毎
日の「生活記録」係。全員で、見学に訪れる人たちに大
声を出さないなどの「見守りマナー」を伝えています。　
　コウノトリは国内での絶滅を経た特別天然記念物。「ひ
かる」（写真下右）は野田市で放鳥され、「歌」（同左）
は徳島県鳴門市生まれ。２羽の定着は豊かな自然の証で
す。住み続けて繁殖してくれるよう見守りたいですね。

観察はルールを守って：人
工巣塔は第 2調節池内で、
遊水地東側の桜づつみから
望める。堤防上は駐車場が
ある。問い合わせは石川さ
ん（☎０８０- ５６５６-
６９９０）へ。

　３月２２日朝、仲間からＬＩＮＥで連絡が入りまし
た。「今日も２羽います」。遊水地の人工巣塔（写真左の
中央）に住み着いたコウノトリの「ひかる」（雄、４歳）
と「歌

うた
」（雌、２歳）です。別の仲間は「今、（予防用の）

マスクを買っています」と返信しましたが、ほかはみん
な我先に遊水地へ。
　夕刻、また飛び交いました。「交尾しました」「しました」
「残念。明日見ます」。初の繁殖らしき行動。私、石川宜
延（同右）はこの日、写真を約１千枚も撮り続けました。
　私たちは市民団体「コウノトリ見守り隊」。私、平田
政吉（同左）が代表です。３年前の夏、飛来した「ひかる」
を見に行き、大空を舞う優雅な姿に「一目ぼれ」。その時、
石川さんとも出会いました。現在、隊員は栃木市、小山

プラスチック製買物袋が
                     全国で有料化
　プラスチックは、製品の軽量化や食品ロスの削減
などあらゆる分野で私たちの生活に貢献する一方、
海洋プラスチックごみや地球温暖化などの問題が起
こっています。このような状況を踏まえ、環境問題
の解決の一環として、令和２年７月１日より、全国
でプラスチック製買物袋の有料化が始まります。
　普段何気なくもらっているレジ袋。有料化するこ
とで、それが本当に必要かを考え、ライフスタイル
を見直すきっかけにしてみませんか？プラスチック
の過剰な使用を抑制し、賢く利用していきましょう。

経済産業省
https://www.meti.go.jp/
policy/recycle/plasticbag/
plasticbag_top.html
問合先 環境課 ☎ (21) ２１４１

栃木市医療・介護・地域資源
総合検索サイトをご利用ください

　市では、医療と介護サー
ビスの両方が必要な高齢者
が、住み慣れた地域で暮ら
し続けることができるよう、
在宅医療と介護を一体的に
提供できる体制整備を進め
ています。
　市民の皆様が市内の医療
機関・介護サービス事業所等の情報を手軽に把握できるよう「栃
木市医療・介護・地域資源総合検索サイト」を
構築しました。ぜひご利用ください。

栃木市医療・介護・地域資源総合検索サイト
https://chiiki-kaigo.casio.jp/tochigi
問 合 先　地域包括ケア推進課　☎（21）2239

レジ袋有料化 2020 年 7月1日スタート

レジ袋削減に

ご協力下さい
~レジ袋有料化のご協力のお願い~

環境性能が認められる以下の袋への転換にご協力をお願いします。
以下の３点については、法令に基づく有料化の対象とはなりませんが、

あらゆるレジ袋を有料化することにより過剰な使用を抑制していくことが基本です。

微生物によって海洋で分解される
プラスチック製買物袋は、

海洋プラスチックごみ問題対策に
寄与するためです

海洋生分解性プラスチックの
配合率が100％のもの

植物由来がCO2総量を
変えない素材であり、

地球温暖化対策に寄与するためです

バイオマス素材の配合率が
25％以上のもの

繰り返し使用が可能であることから、
プラスチック製買物袋の

過剰な使用抑制に寄与するためです

プラスチックの
フィルムの厚さが

50マイクロメートル以上のもの

できるだけ 無駄なレジ袋 を 少なくし、
環境問題解決の一歩 になるよう、

皆様のご協力 を賜りたく、

よろしくお願い申し上げます。

 “レジ袋削減”もその一環です。

海洋プラスチックごみ問題 を含めた

環境問題 が深刻さを増しています。

海洋プラスチックごみ問題 を含めた

環境問題 が深刻さを増しています。

政府 では 環境問題解決 に向けて

様々な 施策 を 実施、検討 しています。

政府 では 環境問題解決 に向けて

様々な 施策 を 実施、検討 しています。

ただし、 前倒し で 有料化 することを 推奨 しています。

売値 については 各事業者様 の ご判断 に お任せ します。

環境問題
解決の
第一歩

レジ袋有料化お問合せ窓口レジ袋有料化お問合せ窓口レジ袋有料化お問合せ窓口レジ袋有料化お問合せ窓口
0570-080180

消費者
向け

レジ袋有料化お問合せ窓口
0570-000930

事業者
向け

経済産業省
レジ袋有料化
に関するHP

https://www.meti.go.jp/
policy/recycle/plasticbag/
plasticbag_top.html

７月１日より


