
「ドライブインシアターin大谷町　素敵な企画ですね！！！コロナ禍でなかなか外出できず、我が家ではホームシアターを購入し、家族4人で映画を観て楽しみました。以前よりも
家族との密な時間が増えました^_^宇都宮市の素敵な大谷町でドライブインシアター企画、こども達もよろこぶ事間違いなしですね！！おうちや映画館とは一味違った空間での
映画はきっと良い思い出となるでしょうね(^^)」りーぶーさん（宇都宮市）「新婚早 リ々モートワークになりお家にいる時間が増えて、夫婦の時間が多くとれてふたりそろってお料
理の腕が上がりました?」QueeN017さん（宇都宮市）「わたしのおすすめは，家族での散歩です！！特にこの季節，みんなで落ち葉をざくざく踏みながら，青空を見ながらの散歩
は最高ですね！！」dog46さん（神奈川県座間市）「前向きに楽しんでいることはおうち時間が増えたのでプロジェクターを購入し、映画やドラマを観てます。これまで観てこな
かったジャンルの作品にも出会えて毎日楽しく過ごしています。」トッペマさん（千葉県市川市）「最近前向きに楽しんでいることは「学び」です。コロナ禍では飲み会も、女子会
も、学びもなんでもオンラインが急速に普及したため小さい子を見ながらでも参加のハードルがぐんと下がりました。移動時間も無くて、その時間だけを確保すればいいので、た
くさんのオンライン講座や、企画に参加しています！！新しい世界を感じるのはとても楽しいです(^ ♪̂ドライブインシアターとっても気になります♪」たんぬさん（宇都宮市）「コロ
ナ禍になり不妊治療を一旦中断しましたが、寧ろこの時間を大切に夫婦でお家時間を大切にしようと決めました。椎茸栽培だったり、お家BBQだったり…夫婦の絆は深まった
気がします。1月から治療を再開しますが、大好きな大谷石に映し出された映画鑑賞に是非参加させて頂きたいです！！」mi0830さん（宇都宮市）「ドライブインシアターを過去
に県外で見た事があり、非常に良かった。車の配置によれば、前方にワゴン車の様な高い車があれば、スクリーンの一部が隠れてしまう可能性もあるが、主催者は考慮していると
思います。飲みながら食べながら、周りの人達への気遣いも不用な事が最大のポイントです。お薦めのシアターです。」かつ0113さん（宇都宮市）「ストレスが溜まっているとき
は、笑って泣ける韓流ドラマ見続けますね(笑)気分スッキリして素敵な妄想が出来ます。」じんたんさんさん（佐野市）「コロナ禍に安全で楽しいイベントを楽しみに毎日の仕事を
こなしています！なるべく前向きにシアターイベント素晴らしい」東方 承太郎さん（真岡市）「天気のいい日は御朱印巡りして、コロナ終息を願いつつ、雨の日は無料で観られる韓
流ドラマ見てますね(笑)」じんたんさんさん（佐野市）「おうち時間が長くなり、ポイ活を以前より集中してできました！そんな中、結婚当時に買った洗濯機(約19年使用)が壊れま
した。集めたポイント以上の大赤字…。これから もwithコロナで大変ですが、頑張ってみんなで乗
り越えて楽しんでいきましょう！」Hidyさん（宇都 宮市）「子供３人いて、なかなか室内で人の多いと
ころにいけないので、今年からキャンプをはじめ ました。毎月のようにいっています。いいリフレッ
シュになります。」龍神千恵子さん（千葉県松戸 市）「ご時世的にも、我が家の家計的にも、外食し
にくい日々。とてもありがたいことに頂き物が多 く、その野菜やらで夫や子どもに何を作ってあげ
られるか考えるのが、ほんの少し面倒だけど楽し い。美味しいものを食べている時間は、外でも家
でも幸せな時間。今日はこれをこうやって作って みたよと話をする時間もまた楽しい。コロナ禍だ
から前向きに楽しむことを具体的にやっている訳では無いが、こんなことでもいいんじゃないか、と投稿するにあたって感じた。」すずかけさん「コロナがう少し落ち着いてきたの
で友人4人で休日ランチを始めました。県内話題になったところめぐって楽しんでます！」清美さん（日光市）「平日は東京にて週末栃木県2拠点生活にて運動兼ねて散歩ジョギン
グしながら景色 見て四季の変化感じてパワー充電して東京に行き日々頑張っていますここ最近寒くなりホクホクする食べ物が有り楽しんでいます」しなこまさん（東京都大田
区）「寒くなって来ましたがお天気のいい日には子供をつれて外に出るようにしています！子育ては大変ですが、大変なぶん子供からの笑顔はそんなもの感じさせないぐらい幸
せをもらっています。」るちゃんさん（茨城県水戸市）「いつもは車でいく買い物を、散歩がてらでウォーキング！歩いてこその発見があり、季節も感じられて幸せな気分になれ
る。」ぬっぽさん（埼玉県さいたま市）「コロナ禍で 在宅勤務となり、慣れない頃はストレスも溜まりま
したが、今ではお昼時間に外食やテイクアウトを 楽しめるようになりました。行ってみたかったカ
フェやレストラン、パン屋さん等 を々食べ歩きして 束の間のリフレッシュをしています♪お弁当をテイ
クアウトして公園で食べたりするのも気持ちが良 くて最高です。出来ることを楽しみながら過ごし
てます☆」nico2さん（芳賀町）「最近は読書にハ マってます！ですが、コロナ禍であまり出掛けられ
なかったので家族と一緒にドライブシアターで思 い出作りしたいです！！」あろはさん（宇都宮市）
「育児休暇中に自分時間をつくること！朝はソイ ラテでホッとする時間！昼間は家事、育児の時
間！空いた時間で資格取得！といっても難しくないような資格かもしれませんが、私には難しい…けどやってみます！」まりモンさん（鹿沼市）「コロナ禍で、電車等の公共交通機
関による旅行が出来なくなったが、自動車によるドライブが増えた。自動車だと感染リスクも少なく、また家族との距離も近いので、より仲が深まった気がする。」まんぷくまさん
（宇都宮市）「子供が小さいので外食は滅多にしなくなりました。その分、公園へお弁当を持参してちょっぴりピクニック気分を味わっています♪3歳の娘は、おにぎり持ってこ～♪
とルンルンです！娘の好きな具材はこんぶ。お腹を空いたら待ち時間なくすぐありつけるのも魅力です！また一つ公園へ行く楽しみが増えました。」singさん（宇都宮市）「運動不
足にならないように、家族オフの日は近所の公園 で体を動かしています。たくさん笑って身も心も
スッキリします。」はぁちゃん204さん（さくら市） 「自身の健康診断で、血圧が高めとの結果を受け
て、食生活に気をつけるようになりました。以前よ りも野菜を多く取り入れる様に心掛け、調理法も
蒸す、茹でるなどシンプルに。味付けも徐々に薄 味に。そうしたら、食材ならではの本来の美味し
さを感じられる様になり、毎回の献立も気楽に決 めています。身体も軽くなったような気がして、こ
れからも前向きに続けられそうです！」nakajiさ ん（壬生町）「お風呂でキャンドルをたいてみたり
音楽を聞いたりしながら体をケアする時間として 楽しんでいます。こり固まり、痛くて回せなかった
首をお風呂で少しづつほぐしていったら首の可動域が増えたり肩こりが良くなりました。」あーぼーさん（高根沢町）「私が前向きに楽しんでいることは、地元ウォーキングです。大
谷の奇岩群を探したり、御止山や多氣山に登ったり、川沿いの桜並木をゆっくりとお散歩したり。こんな時期だからこそ、地元の良さを再確認できるチャンスだと思っています
(*'▽'*)」じゃいこさん（さくら市）「ウォーキングをして、ダイエット中、毎回コースを変えて、楽しんでます。新しいお店の発見や今まで1人ではやらなかったことに挑戦中」Egg 
Caraiさん（宇都宮市）「早くコロナが収束するように願い県内の神社をお参りしながら、御朱印を頂いてます。第6波が懸念がありますが、国民力を合わせ頑張りましょう。」チー
コさん（宇都宮市）「少しずつコロナ感染者が減少してきていますが、第六波の懸念もあり、まだまだ予断が許せない状況です。コロナに負けずコロナの収束を願い健康の森や
森林公園を歩いています。」きゅまちゃんさん（宇都宮市）「休日の朝ヨガは心と身体を整えてくれます。辛い日も楽しい日もヨガのおかげで前向きな気持ちで毎日を過ごすことが
できています。もっとヨガのポーズを極めたいと思います。」lisassaanさん（宇都宮市）「1日の終わりに手帳時間を作るようになりました。内容は育児日記だったり、今日の出来事
だったり…それに合わせて、お気に入りのペンやシールを集めてジブン好みの手帳にするのがとても楽しいです。」みぃ5511さん（宇都宮市）「春に関西から栃木県に引っ越して
きました。早く栃木県に馴染めるように、関西弁と栃木弁のバイリンガルを目指して、家族と毎日練習しています！！」さゆむさん（鹿沼市）「夜のスキンケアです。毎日やるからこ
そ、その日の肌の状態によって、使うものを変え たり、美顔器を使ってみたり♪面倒だけど、肌がき
れいになるのが楽しいです☆」ばなこさん（宇都 宮市）「おうち時間が増え自炊をやり始めてから
料理が楽しくなりました！今はインドカレーにハ マって試行錯誤しながら作ってます！目指せ！お
うちシェフマスター」ばっさーさん（埼玉県春日部 市）「栃木産の季節の美味しい野菜を使って、自
炊力をアップさせまーす。あとはスイーツも作れる ようになりたいな。」Takashi  Wakaiさん（小山
市）「ハイキングに行って自然や動物と触れ合った り、夜のドライブで鹿を見つけたり星空を見に
行ったりする時間が幸せです☆」ももたろくんさ ん（宇都宮市）「愛犬とのお散歩です。早朝と夕方
の1日2回のお散歩は、愛犬はもちろんですが、身 近な四季にも癒やされます。桜の蕾が膨らんで来
たな～とか、田植えが始まったんだ～とか。最近 の楽しみは、早朝 まだ日の出前に、空に見えるオ
リオン座です。ピーンと張り詰めた空気の中、オリ オン座の輝きは素敵ですよ。そんな時、たまに浮
かんで来るんです五七五の文字が・・・オリオンが 冬を知らせる 朝さんぽ」ichikouさん（宇都宮市）
「従兄弟の田中米菓社長と共に「大谷おかき」を 作りました！奇岩・弁慶の太刀割り岩の前の茶屋
「越路さいかち庵」様を皮切りに 平和観音参道.・ 天狗の投げ石の落ちてきそうな店「lapis08」様で
売り出し始め…そして今では 「ベルテラシェ大 谷」物産館の主力商品にまで成長いたしました?? 
今後とも 大谷のみやげとして「大谷おかき」シ リーズをよろしくお願いいたします～」俺の樹さん
（宇都宮市）「子供中心の生活の中で、自然に触 れさせることに取り組んでいます！1月に男の子
を出産し、現在生後10ヶ月。少し歩けるように なったり、手掴み食べが始まるなどてんやわん
や。ですが、子供は可愛くて毎日がとても楽しい！ 公園などに車で出かけたりして、自然を感じ感受
性豊かになって欲しい！という願いをこめて、大 変だと思わず、毎日違う刺激を与えられるように
前向きに取り組んでいます！」アラレ118さん（宇 都宮市）「お家時間が増えたなか我が家は家族で
麻雀を覚えファミリー麻雀を楽しんでます。頭の 体操にもなり楽しい週末を過ごしてます。あっ！平
日も我慢できずにジャラジャラとです（笑）」ゆあ てんさん（下野市）「コロナ禍で思うように外出が
できないため、「今だからこそできること」をモッ トーに、語学の習得に励んでいます。海外渡航の
制限が緩和されることを待ち望んで前向きに頑 張ります！」ごろうくまさん（茨城県古河市）「テレ
ワークも増え、運動不足になりがちなので、 ウォーキングに励んでいます。気分転換にもなり
一石二鳥♪予想外のアイディアが浮かぶこと も!?」トムじーさんさん（宇都宮市）「コロナ禍で
外出する機会が減った今、散歩が大大大好きで 散歩に出たら一生帰りたがらない、愛犬と毎日ヘ
トヘトになりながら散歩をしてストレスを解消し てます！！！！！」しまのちゃまめさん（小山市）「収
入が厳しくなってきたのですが副業禁止なので、 ポイ活を始めました。レシート撮影が家計簿代わ
りになり、頑張りが目に見え励みになります。ま た、モニターに当たり、貴重な体験をさせてもら
えた上に、お小遣い稼ぎも出来たりで楽しんでい ます。」めいこさん（宇都宮市）「コロナで密を避け
るためにお出かけが少なくなり、休みの日は家でゴロゴロが多くなったので、早起きして6時ごろからウォーキングをしてます。早朝だとほとんど人がおらず快適。2時間ほど歩い
てリフレッシュしてます。」チェブシュさん（鹿沼市）「飲み歩いてストレスを発散していた毎日ですが、コロナ禍で出歩く事が出来なくなりましたので、家飲みの毎日。ストックして
おくとその分も飲んでしまうので毎日コンビニなどでその日の分だけ買っていくのですが、ほぼ全部のレモンサワーは制覇しました。自慢できるものではなく、すいません。」とど
くろさん（矢板市）「子供と一緒にいられる時間が増えたので、一緒に本読みや運動をするようになりました！たくさん動いて色々な発見もあり、子供の成長も感じられて心から
子育てを楽しんでます！一緒に料理したり洗濯を畳んだり一生懸命な毎日を前向きに楽しんでます」新田 幸典美さん「今年、子どもたちが独立して夫婦だけの生活になったの
で、思い切って家を全面リフォームし、欲しかった自分の部屋を作りました。食費も半分になったので、少し高価な食材を買い夫と一緒に豊かな食事を楽しんでいます。コロナも
ありなかなか会えず寂しいけれど、昔のアルバムを見てメソメソするより、気持ちを切り替えて前を向いて楽しい事を探していこう！と思った一年でした。」らいむ616さん（小山
市）「私が前向きに楽しんでいることは、コロナ禍でおうち時間が増えたので掃除、断捨離をすることです。正直掃除は得意ではないんですが、おうちが綺麗な状態だと快適に
過ごせるようになってとても気持ちいいです。これからも楽しみながらおうちを綺麗にしたいです。」にゃんこ1121さん（宇都宮市）「ジェルネイルとまつ毛エクステをセルフで始
めました！人との接触機会を減らす目的で始めましたが、今では楽しんでやっています☆節約にもなるので一石二鳥です！」れいな01さん（佐野市）「なかなか外食がしづらい
中、おうちご飯を楽しくしようと頑張っています。ハンバーガーをパンから作り、ポテトチップも家で採れたジャガイモで作ったり、盛り付けもカフェのようにしたら子供も大喜びで
した。」たいさん（鹿沼市）「おうち時間が増えたので、以前から興味があったウクレレを初めました！弾いていると、なかなか旅行にも行けない中、南の島に行った気分になると嬉
しい言葉をかけてくれたりこちらも嬉しくなりました?」asa.さん（栃木市）「コロナ禍になってからは、部屋の壁にまで絵を描いちゃうほど作品を作ることにハマっています。最近は
パソコンで絵を描くことも楽しみのひとつに加わりました。」近藤 朋紀さん（宇都宮市）「ドライブして観光スポットでお散歩が好きになってます。彼女と色んとこ行ってもっとお
散歩したいです！ドライブシアターも彼女と行きたいです。」ポコちゃーんさん（矢板市）「コロナでなかなかお出かけできないぶん、お家でたこ焼きパーティーや、りんご飴や焼き

する時間を楽しんでいます!」キャサリーナさん（宇都宮市）「おうちで家族みんなでお菓子やパンを作るようになりました！作る前に設計図！？を描いたり、出来上がりを予想し
ながら楽しんでいます。最近は子供たちがお店でお菓子などを見て「これ、作ってみたい！あれをこうすれば出来そう」と一生懸命考えてくれて、作るだけでなく何をどう作るかを
考える工程も楽しんでいます。」ヨーダさん（宇都宮市）「以前からパン作りが趣味で作ってましたが、お家での時間が増えたので少しづつレベルを上げれるように何度もパン作り
をしています！私は作るのを楽しみ、家族で美味しく食べてます♪」つーたろうさん（宇都宮市）「朝起きてお湯を飲みフォッとしております。お湯と白湯に違いはないのか。そんな
ことを考えながらオマラカウィーな１日を過ごせることを祈ります。」Salvador Ebiさん（宇都宮市）「おうち時間を家庭菜園で楽しんでいます。去年は苗を購入しましたが、今年
は、種をまき育てました。難しいところもありますが、YouTubeを先生に楽しんでいます。自家製野菜は買うより美味しいように感じます。」devilmanさん（那須塩原市）「犬と過ご
す休日を充実させようと、ドッグラン開拓に前向きに取り組んでいます。栃木には自然も多いので、犬と入れるカフェももっと身近にあると嬉しく思います。」せとはるさん（小山
市）「私の前向きに楽しんでいる事は、ホットヨガです。コロナ禍でも、きちんと感染防止をし、マスクをしながら会話もしない、ルールを守って、毎日楽しくストレス発散できてい
ます。たくさんの汗をかいて、自分との向き合う時間が作れていま す。」くりちあさん（茨城県古河市）「先日　大谷資料館でのウェディン
グを行いました。お天気にも恵まれて　とても良い記念になりまし た。資料館の中は幻想的で　とても日本とは思えない感じでコロナ禍
でも楽しむ方法は沢山あると思いました～」クマさん（下野市）「身近 な事で、Twitterをこの2年のうちに覚えました。気持ちや趣味的なもの
が合う相手と簡単なコメントを交わす楽しさが病みつきになり今に 至ってます。」大ざェもんさん（壬生町）「コロナでお家時間が増えたの
で、思い切って家の中の物を断捨離しようと…先ずは目につくリビン グから始めようと頑張ってます！いっぺんに始めると中途半端に終
わってしまうので、一部屋ずつやっつけようと思います。」拓&結ママ さん（宇都宮市）「家の中にお気に入りの雑貨やグリーンや庭の花を、
ドライフラワーにして飾ってます。あれこれまよいながらも自分の、す きな物に囲まれて癒されてます。」みきみき95さん（宇都宮市）「前向き
に　楽しんでいること　林業ボランティア活動で　木の伐採作業に 取り組んでいます。３０センチ以上に成ると　倒れると　頭しんと衝
撃が　たまりません　快感と成り病みつきになりました。まだまだ　 頑張ります。」茂木のビーパさん（小山市）「コロナですっかりマスク生
活ですね。せっかくマスクをするならと、マスクを手作りして、服に合 わせて楽しんでいます。」むぎ0531さん（真岡市）「外食がなかなかで
きなかったので、お家で子供達が食事を楽しめるように流しそうめ ん、たこやき、ホットプレート料理など食べるだけでなく作る楽しみも加
えて盛り上がりました！」あゆママ1004さん（宇都宮市）「在宅時間 が増え通勤のロスが無くなったお陰で、朝時間は高校生の娘の為に、
弁当を作るクッキングパパでゆとりのある朝時間を楽しんでいます。」 たけさん2004さん（埼玉県富士見市）「わずかな金額ですが、ソーシャ
ルレンディングに投資しています。ラーメン1杯分でも利益が出れば うれしいですよ！！！」kmxlanzaさん（群馬県桐生市）「おうち時間で花
の寄せ植えをはじめました。上手に出来上がったものは玄関に飾り、 そうでないものは庭先に飾っています(笑)魚のお取り寄せもはじめま
した。包丁さばきの腕が上がっています。色々始めて忙しくなりました が、楽しい日々になっています。」ウッチー325さん（宇都宮市）「昨年か
らすっかり虜になっているのは、朗読です。短編小説、エッセイ、詩な ど気に入ったものは何でも読んでいます。部屋でひとりで声を出し、演
じるように朗読しながら別の空間を楽しんでいます。コロナ禍の中で も、ひとりなら声を出せるのでストレス発散にもなってます。」こやけさ
ん（宇都宮市）「あまり外出する機会が減ってきたので毎週末はこが し山に登山に出かけて、頂上でお昼を食べてリフレッシュしています。」
ごろごろころすけさん（宇都宮市）「コロナ禍でストレスが多くなりま した。自分時間は密にならない、就寝前の入浴剤のセレクトによって癒
されています♪」とし3275さん（さくら市）「在宅勤務でおうち時間が 長くなったので、おばあちゃんワンコとのイチャイチャタイムを満喫して
います♪緊急事態宣言が解除されからの楽しみは茨城県での海釣り です。海で日の出を見ながらのコーヒータイムは最高のひと時です 
(^-^)v」Moka665さん（真岡市）「子育て中でなかなか習い事が難し いですが、コロナの影響でオンラインの講座がたくさん出てきている
ので、家にいながらすきま時間に自分の好きなことを勉強できていま す。今までと時間の使い方が変わり、生活に潤いが出来たのでこれか
らもやっていきたいです。」とちおとめ( -゚ )゚さん（宇都宮市）「前向きに 楽しんでいること！私が前向きに楽しんでいることは、コロナ禍で太っ
てしまったので、ウォーキングを楽しんでいます。季節の移ろいがダイ レクトに感じられるので、とてもありがたいです。」ましゃにゃんさん
（足利市）「家族では公園にお弁当を持っていったり、自転車に乗った りと、体を動かして遊べることを意識しています！私個人はアルバム作
りを始めたので子どもたちの写真を可愛くレイアウトして楽しんでい ます」みっさ3310さん（益子町）「前向きな事コロナ禍で、外出が少な
い中家庭菜園、家のリホームをしています。天気のいい日に和室の壁 を塗り替えを始めました。左官屋に弟子入りしないとダメかな！自分な
りに納得の仕上げに苦労してます～。」金之助さん（鹿沼市）「仕事で、 お客様とお会いし、お話、活動を通していろんな発見や学び！そして、
感謝の言葉を頂けるそれが、私の元気の源です！」Chocさん（鹿沼 市）「できるだけ毎日ウォーキングするようにしています。近所をちょ
ろっと歩く時が多いのですが、時間のある時は公園を2、3週歩くよう にしています。長岡公園によく行きます。少しでも歩いて汗を出すとスッ
キリします！」あやへいさん（宇都宮市）「コロナ禍で家にいる時間が 増えた。どうせならもっともっと快適に過ごせる空間にしようじゃない
か～！！と思い…。築10年になるマイホームの掃除から始まりメンテナ ンスや模様替え、不用品を売ったり住まいの見直しをしています。おか
げさまで家が大好きになり、綺麗になって気持ちもスッキリ！一石二 鳥です！！まだまだやるぞ～！！！」あこ3333さん（宇都宮市）「免疫力
アップのため、毎日ウォーキングを始めました。5km！あまり歩く習慣 がなかったけど、歩いてみると、こんなところにこんなお店があったん
だ！とか新しい発見がたくさんありました。コロナに負けずに頑張りま しょう♪」まゆぴょんさん（宇都宮市）「野球観戦やライブ鑑賞が趣味
ですが、コロナ禍なので2年間自粛してます。来年こそは！と前向きに 考え、グッズだけは購入してます！野球場やライブ会場で声を出して応
援できる日を首を長くして待ちながら、お家の中では大声援を送って ます。」みゅうちっちさん（宇都宮市）「コロナ禍で人と会いにくくなって
しまった自分時間は密にならない屋外で1人で写真で楽しむ時間が増 えました。近場でもまだまだ知らない所もたくさんあり色んな発見の
日々です。」のんのん930さん（宇都宮市）「鉢植え花を複数育ててい ます。鉢の数だけ手入れが大変ですが、花が咲くと僅かな期間でも和
むものです。9・10・11月と何故か桜も咲きました。」スコープドッグさ ん（宇都宮市）「旦那が在宅勤務になったので、お昼ご飯はKALDIの
キットを使って作った料理で、子供が食べられないスパイシーな味や 香りを楽しんでいます大体2人前セットなので、旦那が家にいて良かっ
たと思えます」もへさん（宇都宮市）「コロナ禍子の誕生日にサッカー ボールをプレゼント。広い場所で息子とのパス交換は笑顔に向かって
前向きに進んでます！」Ichita13さん（益子町）「宇都宮市の名所：大 谷で楽しいことが起こる予感！！どこにも行けないことが多いコロナ禍
でそれも完璧なコロナ対策の中で楽しい映画鑑賞ができるなんて何 て素晴らしいのでしょう。家に籠っている皆さん、一緒に楽しみましょ
う。元気を出しましょう。」あんともさん（宇都宮市）「おうち時間が長 くなったのでピアノを習いはじめました！！１曲でも弾けるようになるよ
うにがんばってます。」うめぼうさん（小山市）「コロナ禍で家にいる時 間が増え、暇つぶしに始めた料理、自分で作ったものはなんて美味しい
んだ。料理しながら飲むお酒もまた格別」デコヒロシさん（宇都宮市） 「寝る前に子供達と和室でバレーとかドッジボールするのが楽しい！天
井低いからすぐ当たって変な方向にボールが飛んでったり、家具の間 にボールがはまったりすると子供達が大笑いして、楽しい気持ちで寝ら
れる気がする！その大笑いを見てる私も楽しくなる」じょこさん（宇都 宮市）「今、前向きに頑張っているのは…寝る前のブルブルマシーン☆
好きな曲を聴きながら?DVDを観ながら全身ブルブル?ムダなお肉を 引き締めながら手軽にストレス発散してます?(?^o^?)?いぇい!!!」あや
栃木四池?さん（宇都宮市）「「前向きに取り組んでいること」整理収 納・整理整頓がどうしても苦手で…今まで避けていたのですが 自粛生
活を機に思い切って断捨離を始めました。主人の手助けもあり二人 三脚で気になった箇所を少しずつ。引っ越し以来 手つかずだったダン
ボールの中身をキレイにしたり お互いの実家から持ってきた想い出 の数々 そして子どもたちの作品などなど…写真をとって『ありがとう』
と処分する事が出来ました。自粛生活のおかげで『断捨離』と言う良 い習慣が身に付いたので今後も前向きに楽しんでいきたいと思います?」TIKAさん（宇都
宮市）「コロナ禍になってから、自粛ということで今まで気になってい たけど、なかなか手をつけられていなかったパン作りを始めました！子供達も大喜びで、
一緒に作っています♪やればやるほど、奥が深く、楽しくなってきて、 自粛が良いキッカケになったと思います(́ - `*)」ふいさん（宇都宮市）「元々アウトドアが
大好きで、子どもたちとキャンプしたり、BBQしたり、楽しんでいまし たが、コロナでますますアウトドア沼にハマってしまい、資格を色々取って、人に教えられ
る程になりました！好きをとことん突き詰めることが出来て、充実した 日々が送れています^_^」hiroco86さん（宇都宮市）「私が前向きに楽しんでいることは、
仕事の休憩中にコーヒーを飲みに行ったり、カラオケでストレス発散 をしてたりして楽しんでます！」ぽこにゃん1210さん（宇都宮市）「家族で公園へ行ったり
歩きや自転車でお散歩したり、家ではみんなでゲームをしたり、工作 やお菓子作りをしたりと、コロナ禍だからこそ子ども達が楽しく過ごせるようにといろいろ
やってみてます( * ?? ?* )」ひよひなmamaさん（矢板市）「子供が頑 張っているミュージカルサークルの応援と写真です。子供達が一生懸命にひとつの事に
打ち込み、作品が完成されると感動ものです。写真は私の趣味♪お 写んぽするのが楽しいです。身近な所の秋をパシャっとしてきました。」JUJUさんさん（鹿
沼市）「今、ボルタリングにはまっています！近くのボルタリングジムに 通い始めました。難しい課題を登っているとき、知らない方が下からアドバイスや応援して
くれて、ゴールまで登り切った時、なんとも言えない達成感が味わえ ます。少しずつですが上達していくことが嬉しくてたまりません。オリンピックの影響でしょ
うか小さなお子さんから年配の方までいろんな方がやっています。前 向きに何かにチャレンジすることは年齢関係なく素晴らしいことだと思います。」テディマ
マさん（宇都宮市）「外食を控えて、自炊を頑張っています！お店様の 手間暇かけた料理の価値を、これまで以上に感じることのできた期間でした。また、飲食
店さんに少しでもお力添えできるように、週に一度は、テイクアウトを 注文しております♪」ぽっむさん（宇都宮市）「前向きに楽しくDIY！おウチ時間が増えたお
かげで息子も道具が使えるようになり、今や2人で没頭してます。写真 は息子が作った作品。おウチ時間が快適になって子どもと同じ趣味が持てて、最高で
す！」zionさん（真岡市）「我が家の中１娘部活で紅一点で、１年で既 に副部長、そして後期学級委員も兼任大変ではないのかしらと親としては思うのですが
『楽しんでやるしかない！』とのこと　そんな娘を見ている夫と私も今 後の娘の成長を楽しみにしています」PENPEN♪さん（宇都宮市）「受験生の息子に あま
り口うるさくならないように 勉強中の姿を動画に撮影し 注意したく なったら 動画を見て 頑張っているねと 声かけをしています。」なおさんさんさん（宇都宮
市）「4月から手話を習っています。昔から覚えたかった、何か役に立 ちたかった、ろう者の方とお話ししたかったを形に。他言語なので難しいけれど、表情も
手も感情もあらわして、とにかく楽しく学ぼうと初心を忘れないで やっています。」夏生さん（宇都宮市）「元々ニートなので(笑)家で何かするのは得意なの
ですが、この状況のおかげで、絵をさらによく描くようになりました。 絵を描くことで、自分は何が好きなのか、どうしてこれに惹かれるのかなど自分との対話
が増えていきます。自分ってこんなことに興味があるんだなぁと発見 したり。それから、普段は流して見ていた物の美しさや造形の細かさなどに敏感になりま
す。描くことは観察することでもあるので、自分だけでなく、他の物へ の愛着も強くなります。今まで知ろうとしなかった事の名前や由来、歴史を知ったり。絵を
描くのはほんと素敵なことです。」侘助さん（宇都宮市）「緊急事態宣 言中は外出を控えていたため、休日の午前中に、近所を子どもと一緒に散歩するようにな
りました。これまで知らなかったお店や建物、公園などを見つけられ て良かった！」morninさん（宇都宮市）「おうち時間が増えてこもりがちでしたが、近くの
河川敷へ行って土手を散歩しています。朝日を浴びることで気分がリ フレッシュして、前向きな気持ちになれます！」ベティ。。さん（小山市）「庭いじり、自分で
育てた花が咲くと感動します。こちらの気持ちを受け取ってくれてあ りがとう。来年はどんな花壇にしようか考えるのもたのしいです。」わりくう山羊座さん（宇
都宮市）「外食が減り、みんなで料理をする機会が増えました！もっと レパートリー増やせるように頑張ります＼(^o^)／」Kaori Hasegawaさん（宇都宮市）「リ
モートや仕事の時短で、家族と過ごす時間が増えた！夕ごはんが一 緒に食べられると、子どもたちとも話が弾んで楽しい！」shmkyさん（宇都宮市）「たべる
ことが大好きなので仕事が休みの日は栃ナビでお店を探して食べに 行ったり買いに行ったりすることが毎週末の楽しみです。」ひいひいさん（宇都宮市）「『前
向きに取り組んでること』コロナ禍でお出掛けがなかなか難しいので、日本各地の伝統工芸品の勉強しています。コロナが収まったら全国の伝統工芸品を実際に観に行くのを楽
しみにしております。」くまこたさん（宇都宮市）「私が前向きに楽しんでいる事はジョギングです。コロナで人混みに外出できなかったので気分転換と運動不足解消ではじめまし
た。ただ走るだけだと疲れるだけと思い「なるべく知らない道を通る」というルールで走っています。道に迷う事もありますが、それもまた脱出する楽しみでもあり、徐々に走行距
離も伸びてきております。ドライブインシアターは子供心に憧れがあったのですが、大人になったら廃れてしまったのでめちゃくちゃ楽しみです！」油風呂さん（宇都宮市）「今、わ
たしを前向きにしてくれるのが息子の学童野球です。週末の練習や試合に付き添うわけなんですが、本当に子どもたち(自分の息子以外の子供たちからも)に元気をもらえるんで
す。楽しかったり、苦しそうだったり、いろいろな彼らの表情に胸がキュンキュンしちゃう！そして、部員たちがどんどん上達していく様子には驚き！子どもたちの吸収力って本当に
スゴイですね！彼らのガンバリに、週末勇気をもらってまた週明けのシゴトがんばろ！って思うパパであります。」のりのりでいくおさん（宇都宮市）
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そば、ポテトを手作りして家族で屋台ごっこをしています。」エミ8410さん（日光市）「ドライブインシアター in 大谷町企画、とても素敵ですね。みなさんの前向きのクチコミを拝見しているだけでとても楽しいし、自分もがんばろう、という気持ちになります。多くのかたが体力づくりをされているようですが、私も歩くことを日課とするようになりました。最近は歩数によってキャ
ラが育ったりするアプリゲームを利用し近場の穴場の公園や記念碑などに興味を持つようにもなりました。もしご縁があってドライブインシアターIN大谷に参加できるなら、明るいうちは、大谷資料館や観音様なども歩いて散策したいと思います。」三時見さん（矢板市）「家族でアイススケートを始めました。最初は私が子供たちに教えていたのですが、息子たちの方が上達
が早くいつの間に私が教えられてます。楽しみながら気長に続けたいです！」ロマンスキンさん（小山市）「山登り、四季折々の変化を、堪能し自然と触れ合う事でストレス発散、健康維持、やまの頂上で食べる昼食、コーヒー最高。頂上まで登る満足感と達成感が得られる事が明日への活力となってる。」ミエミエさん（宇都宮市）「コロナ禍で外出も外食もままならず、おうち
時間が増えました。そこでおうち時間を有効に活用しよう！…と前向きに実行したのは《断捨離》と《終活》です。元々片付けや収納、整理整頓が嫌いじゃなくむしろ趣味と言えるのですが…実家は約十年前に急逝した母の遺品に未だに手がつけられず、ほぼ当時のまま…気が付けば自身も60目前です。「このまま歳をとり気力も体力も衰えて動けなくなったら大変！」「子供
たちには迷惑は掛けられない」「やるなら今！」と思い奮起しました！エコステーション、廃品回収、フリマアプリを利用し、実家も家もモノが減り随分スッキリ片付きました(母の洋服は処分できませんでした(T-T))やっぱ片付け、収納、整理整頓は楽し～い♪やって良かった～(o^O^o)」よっぴ1216さん（矢板市）「今年は少し体調を崩してしまい体力Downで趣味のロードバ
イクにあまり乗れなかったのですが、そのおかげで電動アシスト付きのE-BIKEに出会うことができました。E-BIKEで自然の中を走るの楽しいですよ～！ 体力Downの分はモーターがアシストしてくれるので安心。ちょっと自転車に興味があるけど、体力に自信のない方にもオススメです。」Masaruさん（上三川町）「仕事でのストレスを発散するため休日は妻と栃木中のカ
フェをぷらぷらしてます財布の中身は寂しくなるけど心は満たされ月曜からまた頑張れます」テメレアさん（高根沢町）「日の出前に空が赤く染まるのを楽しみにベランダへ出て、日の出の眩しい太陽を見ながら毎朝ストレッチをしています。空気は冷たいけれど一日頑張れる様な気がします。ドライブインシアターは懐かしいです。昔鹿沼でドライブインシアターを見て以来。
誰にも気兼ねなく好きなスタイルで見られるのがいいですよね。もう一度見られたら嬉しいなあ。」あや01さん（小山市）「わたしが前向きに楽しんでいることは、ストレスを抱えないように、ジムに行ったり友達とランチしたり、買い物をしたりと1人の時間を作ることです！息子がいるので、休日は公園に連れていっているため平日に自分の時間を作ります♪」まなざらさん（宇
都宮市）「以前は嫌いだった掃除です。おうち時間が増え、家にいる時間が増えると忙しい時は見えなかった(見て見ぬふりとも言える)ことが気になるようになりました。長い時間いるのだから綺麗にしようと思えるようになり、今はどうすれば効率的に綺麗にできるか掃除を楽しんでいます。」tdimdさん（宇都宮市）「運動のためにウォーキングを開始！栃木県には、散策に
ピッタリの公園がたくさんあります。四季の移り変わりを感じられ、澄んだ空気に癒されます。テレワークのために購入したイヤホンも大活躍。ラジオ英会話を聞きながら、マスク越しにリピートでぶつぶつ言いながら歩っています♪」くまのこさん（上三川町）「大好きな旅行が出来ず家で過ごす時間が増えたので苦手なパソコンを学びました。毎日新しいことを知り　できる
ようになることがとても新鮮でした。」スピカ32さん（宇都宮市）「毎日　お化粧をする中、マスクの中までは見えませんが、半分だけするのではなく、綺麗にお化粧する事でモチベーションもあがり気分をあげています。ドライブインシアター。子供の頃に家族でよく行ったことを思い出しました。是非我が子にも味合わせてあげたいです。」ぐりまるさん（鹿沼市）　　　「コロ
ナ禍前の口癖は「あ～忙しい」でした。高齢の母との会話は何かをしながら目も合わせず。それが時間が出来て、以前勉強したユマニチュードを取り入れながら会話をしていると母の記憶力が良くなっている！効果を理解していても家族には忙しさを理由に実践していなかった事を反省です。今は積極的に触れて目を合わせ会話をしています。それでも適当になる日も多い
ですが、少しずつ取り組んでいます！因みに昔、鹿沼にはドライブインシアターがありました。最後に観たのは「タイタニッ ク」今も良い思い出となっています♪」らいぶさん（鹿沼市）「今年に入り、ワンちゃんを飼いました。子供達は大きくなり、公園に行く事はなくなりましたが、ワンちゃんの散歩で色々な公園に行く楽しみが増えました。公園によって緑や歩道も違うので新
鮮な気持ちで散歩を楽しんでいます。」どんちゃんさん（宇都宮市）「今の季節、駅東公園の銀杏並木がとても綺麗です。ワンちゃんとのお散歩コースとして楽しめます。週末は家族連れが多く、賑やかな公園です。」どんちゃんさん（宇都宮市）「コロナの時代だから映画館と違ってみつにならないし車で観れるから子供がいる方でも安心して観れるところがいいですね」
saya.150さん（大田原市）「前向きに楽しんでいること！それは、家族で「今日はどこのお店にする？」とワクワクしながら、いろんなお店や友人、先輩のお店のテイクアウトを楽しんでいます！美味しいものを食べることが一番、幸せです！コロナが落ち着いても、時々はテイクアウトを楽しみたいです。」にじのははさん（宇都宮市）「スポーツジムVERUSに通い始めました。ス
タジオで行うzumbaというフィットネスダンスで汗をかき30分は、トレーニングマシーンで筋力アップに頑張っています。」小梅どんさん（宇都宮市）「前向きに楽しんでいること前向きにカメラ活動を楽しんでいます！四季折々の景色だったり家族の写真だったりカメラ楽しい?」ちー1205さん（さくら市）「コロナ禍ですが念願のマイホームを買いました。今では自宅で過ごす
ことに喜びを感じています。大きめのテレビを購入して、ドラマや映画などを見ながら休日を過ごしています。早く劇場へ出向いて、安心して作品を鑑賞したいです！」マミさん（佐野市）「お出かけできない日々が続きましたが、おうちにいても楽しめることを探して、お祭りを手作りしました。お祭りでは焼きそば、唐揚げ、ポテト、かき氷をキッチンで屋台みたいにして作って、
きんぎょすくい、ゲーム、くじ、花火なども用意して遊びました。子供たちのお友達も浴衣でおうちに来てくれて、みんな大喜びでした。準備は大変でしたが楽しんでる子供たちをお出かけしなくても、見られてよかったです。」かな4545さん（大田原市）「コロナ禍の余力時間で誰かが幸せになってもらえる時間に充てたいと、保護ワンコを家族として迎え入れました。ワンコと
一緒に大谷散策を毎週末の日課としてと楽しんでいます。ワンコがいなければ、歩く習慣さえなかった私は今では、すっかりウォーカーです。」ヒラリーさん（宇都宮市）「家族の職場が遠くになったため、朝食は車内で食べられるおにぎりと卵焼きがメインになりました。毎日同じおにぎりの具材や卵焼きにならないように作っています。栄養不足にならないように具材を考えて
ます。」とっちおとめさん（足利市）「県外になかなが行きづらい中、栃木県内の温泉やキャンプ、行ったことのない公園など栃木の魅力探しを楽しんでいます！ドライブインシアター、当選しましたら家族みんなで楽しみたいと思います。」やさんさん（宇都宮市）「前向きに楽しんでいること　自粛期間中、外に出かけたい子供たちですが、家で楽しめるようにと親子で料理を
始めました。最初は包丁を持つのが怖かった小4の娘も最近では「私が切りたい！」と進んで手伝えるようになりました。また、中2の息子も簡単な料理なら作れるようになり、週末のお昼を作ってくれたりもします。こんな時期だからこそできた時間とても良かったと思います。」紫雲さん（小山市）「前向きに取り組んでいる事は、コロナ禍であまり出掛けられないため近所の
ジョギングを週2～3回行ってます。季節柄、今は汗をかいて清 し々気分になれ、ストレスも発散でき、健康にも良くて、一石三鳥です。」なおすけ1208さん（茨城県結城市）「外食が思うように出来なかったので、テイクアウトで食事を楽しんでいましたが、好みのものをまねて料理をするようになってから料理を作る事・もちろん食べること（笑）がストレス発散になってます。」
母はつよいのよさん（宇都宮市）「子供と一緒に公園で体を動かして過ごすことがすごくリフレッシュされ癒される。コロナで家の中で楽しめることを探して2年。公園で遊ぶ、外に出て深呼吸がどんなに新鮮か、幸せなことがと実感しました。」mammy。さん（栃木市）「おうち時間では、栃木内行きたいところlist"を作成して、コロナ明けの楽しみを1つ1つためている最中で
す。他県から栃木県に引っ越してきて1年経ちましたが、コロナ禍中でなかなか思い通りの外出が出来ず、モヤモヤしておりました、、、そんな中で栃ナビから配信された栃木の魅力をたくさん見て、行きたいところが増えました！まだまだ知らないところばかりなので"行きたいところlist"が"行ったところlist"に変わるようにはやくたくさんお出かけしたいです♪"」マブポンさん
（小山市）「日々のお弁当作りを楽しんでいます。早起きはつらいけど野菜たっぷりの食べたいものを詰め込んだお弁当で家族がお昼を楽しみにしてくれたらいいなと思っています。」じょりーさん（宇都宮市）「前向きに楽しんでることは…遠くに外出する機会は激減してしまいましたが…近くの、えっ？！こんなところに！とか、こんな風景が見える場所が歩いていけるところで
☆とか、近くの楽しくて素敵な場所が再発見する事を前向きに楽しんでます(ノ^∇^)ノ大谷町の大家資料館も県内で洞窟探検みたいなのが楽しめる所っと思い、コロナ禍の中でしたが、足を延ばしてみました！近くにこんなに壮大で素敵な空間があったなんて☆っと感動しました！ドライブインシアターをあの壮大な空間で出来るのは素晴らしい事ですね (ヽ°ω°)ノ当たり
ますよーに(*-ω人)」がちゃpinさん（栃木市）「家族時間を大切にしています！近所のお店をまわったり、テイクアウトして家でゆっくりしながらおしゃべりする時間が最高です！」jno8さん（宇都宮市）「おうち時間が増えてYouTubeに没頭しています！美容のことや、料理のことをたくさん吸収して、実際に活かしています！」jno8さん（宇都宮市）「私は今カメラを楽しんでま
す。コロナ禍で出かける機会は少なくなったけど、外に散歩に行った時など花など季節のものを写真に撮る楽しみができた。」ちゃみたんさん（宇都宮市）「当たり前の事を当たり前と思わず、些細なことでも１つ１つ感謝できるようになりました！コロナ禍で仕事の研修や活動の場がオンライン・SNS中心となり、不慣れからのスタートでしたが、使いこなして自分の武器にし
たり、お客様へ安心して安全にご利用していただくために、どんなことが必要か、どんなことが喜ばれるか、現状を把握して、ニーズを汲み取りながら試行錯誤の毎日です！今まで以上にお客様含め支えていただいている関係者の方々への感謝の気持ちを噛み締めています！」jno8さん（宇都宮市）「家の中にお気に入りの雑貨やグリーンや庭の花を、ドライフラワーにして
飾ってます。あれこれまよいながらも自分の、すきな物に囲まれて癒されてます^ ^」みきみき95さん（宇都宮市）「日々癒しを求めて、かわいい動物を見つけること！InstagramやTwitterで見つけては、癒されてます。最近の一押しは、エキゾチックショートヘアです。鼻ぺちゃの猫ちゃんで、とてもかわいいです。いつかペットを飼える日を夢見て、毎日楽しんでます。」じゅりー
さん（宇都宮市）「好きな人と美味しいものを食べたり、出掛けたり、一緒の時間を大切にして、ごめんねよりありがとうをたくさん伝えるようにしてる」jimamiさん（宇都宮市）「前向きに楽しんでいること！うちでは、このコロナ禍どこにも行けないため。お家アウトドアを楽しんだり、キャンプがすきなので、庭でBBQをして、焚き火してなどなどアウトドアを毎週週末は、楽しん
でいます。」武藤 真寿美さん「宇都宮で有名な大谷石を背景にして映画を見られるなんて、コロナ禍で溜まったストレスから解放されるの間違いなし！！！」たかはしもえさん（鹿沼市）「1日の終わりに、子どもと一緒に本を読み、マッサージをして楽しんでいます。1人の読書も好きですが、子どもと共に読む本は楽しさ倍増です。マッサージは、マッサージする側にもリラック
ス効果があるそうで、お互いに心地良い睡眠導入になっています。」miruronさん（宇都宮市）「最近、子どもが大好きなSL大樹をよく見に行っています♪今までウルトラマンになるのが夢だった息子が「大樹を整備する人」を志すようになりました。笑」kii&chiiさん（鹿沼市）「前向きに頑張っていることは…疲労困憊で起きるのが辛い時にも目が覚めたら「今日も一日楽しむ
ぞぉー。」と自分に言い聞かせることです。」ゆー813まー611さん（宇都宮市）「去年の6月散歩をしてた際小さな捨て猫を見つけました。コロナ禍で家にいる事が殆どだったので勢いで保護しました。世話をしていくうちに猫が大好きになっていきました。将来は保護猫と地域猫が集まるカフェを開きたいと考えてるほどです。コロナ禍と偶然見つけた子猫、タイミングが奇跡
的でした。コロナ禍でなかったら決して保護していなかったと思います。うちに来てから1年以上が経過し家族の一員として充分なほど馴染み、憂鬱なコロナ禍でも癒しを与えてくれます。私に将来の夢をも与えてくれ感謝してもしきれません。」かとうさん（茂木町）「コロナ禍に於ける移動自粛してましたが　この機会に車中泊を前向きに楽しんでます、でも冬と真夏は無理
かなw」えーすけさん（千葉県酒々井町）「コロナ禍で様々な自粛がありましたが、そんな中でも県内の素敵な場所でたくさんキャンプが出来、家族と大切な思い出が出来ました。世界に誇れる地元日光、大好きな栃木県でこれからも家族時間を増やしていきたいです^ ^」ひいいいさん（鹿沼市）「前向きに取り組んでいること。それは、おうちご飯の充実。テイクアウトも利用し
て、今まで行きたくても行かなかったレストランの味を自宅で堪能しています。自炊の機会も増えて、子どもたちが料理に興味を持ち始めました！」おチビちゃんさん（宇都宮市）「おうち時間も増え、ガーデニングを始めました！家族とも成長を楽しめています！冬が終わったら春は何を育てるか話すのも楽しみの一つです♪」めぽちゃんさん（日光市）「保育学生です！来年度
から保育士として働くため、学生生活集大成となる卒業発表会に向けてクラス一丸となり、前向きに取り組んでいます！」himikaさん（宇都宮市）「買ってから1 年以上眠らせて いたウクレレを始めました！もっと早く始めればよかったと後悔するくらい弾くのが楽しくて、それに思っていたよりかなり簡単で、毎日YouTube見ながら頑張っ
て練習していますそんな私を見て友達もウクレレを買い、練習に励んでいるようです(笑) これを読んだ方にもウクレレやってみようって思う方がいたらい い な ～」happa88さん（真岡市）「私の前向きに楽しんでいること！直売所巡り→お料理です！！新鮮なお野菜や果物などなど、とちぎをまるごといただいてい
ます(*^^*)」strawberry703さん（小山市）「栃木県の観光を楽しむようにしてます。県外に行かなくても楽しめるイベント探してます。そして、県外の人 が栃木県に沢山来てもらいたいです。」hosipeeさん（宇都宮市）「県外出身なので、栃木のラーメン屋やカフェ巡りを楽しんでいます！ラーメンもコー
ヒーもレベルが高くて、いつも休日を待ち遠しく感じています！」らーめん好きさん「夕食後、YouTubeダイエットダンスを見ながら踊ってます。お気 に入りのBTSの曲で踊り、汗をかくと一日の疲れも飛んでいきます。」ハムすけGOさん（宇都宮市）「コロナ禍でなかなか家から出られない、でも家に
居すぎてどこかに行きたい、息抜きがしたい！そんな時に密にならずに自分の車の中から映画を見ることができるところがとてもおすすめです！」 minto3010さん（日光市）「前向きに取り組んでいること→看護師をやっていて、コロナ禍でも頑張りました！！！大変なことも沢山ありますが、これ
も一つの経験として日々の業務に活かしています」かすみん0008さん（宇都宮市）「コロナ期間でおうち時間が長くなり、体重が増えてしまいまし た…そんな中、ジムに行き始め、筋トレに目覚めました！筋トレが終わると気持ちもスッキリ晴れます??少しづつ体にも変化が出てきてやる気もよ
り一層upし、とてもいい習慣になっています！」me8181さん（宇都宮市）「腰痛に苦しんでいるので、去年からウォーキングを始めました。最初は 200m歩くのもつらかったけれど、今は2～３km歩けるようになりました。でもまだ左足の親指は痺れていますけど.....」bonchan50さん（栃木
市）「コロナで外出があまりできなくなりガーデニング、野菜作りを楽しんでいます。野菜のサンチュを植え大きく育った葉っぱを収穫して食べる 様にしているのですが、次から次に収穫できて良いです。お野菜高いので庭で野菜作り少しではありますが楽しみながらやっています。」
chiko777さん（壬生町）「お家時間が増えたので家でできる趣味を色 と々見つけ、お家時間を楽しんでいます！最近ではレザークラフトや映画 鑑賞など色々楽しんでます」ゆきなちゃん（宇都宮市）「お家時間が増えて丁寧に暮らそうという意識が強くなり、過ごしやすい部屋や身体にい
い食事を意識するようになりました！外にばかり目が行っていた頃より気持ちに余裕が持ててるような気がします。お陰で新しい事にチャレン ジする勇気も芽生えてきました！」daiana5128さん（宇都宮市）「コロナの影響で外出がなかなか出来なかったので、最近はドライブを楽しん
でいます。最近肌寒いけど気持ちいいので、紅葉を楽しんだり、空気の澄んでいる日に富士山をぼーっと眺めたりしています^ ^」こしさん（下野 市）「手話を勉強中の私。コロナ禍でずいぶんテレビで手話が映る機会が増えて、自分の勉強にもなるし、周りも興味を持ってくれる人が増えて
きて、手話を聞かれることも増えて。これからも引き続き勉強してスキルアップ目指します。」nutsさん（小山市）「おうちでピザを焼いたりスコー ン作りをするように(*́ ?`*)おうち時間が増えたことで日 を々丁寧に過ごせるようになってきた気がします?オーブンの出番が格段に増えました
（笑）」hokohokoさん（宇都宮市）「図書館で本とCDを借りてきてドライブに出かけるのが楽しいです。借りてきたCDを流しながらのドライブ。 昔流行った洋楽などにハイテンションになり車内がDISCO会場になりきや思わず踊りだしたくなったり、森林の中で読書をして疲れたらおいし
い空気で深呼吸してリフレッシュしてきます。」しょこたん0504さん（宇都宮市）「趣味のプランター菜園が、庭の片隅にて畑にグレードアップ！息 子が小学校から持って帰ってきたピーマンを地植えにしたら、もりもり実が成り最終的に150個位収穫できました～！」momo-anさん（鹿沼市）
「家で過ごす家族時間が増えたので、家でカラオケ大会やお庭でレストランごっこをして外出気分を味わえる様にしています^_^」ストロベリー大 好きさん（宇都宮市）「前向きに生活してることはダイエットです仕事から帰宅後は３０分はウォーキング 休みの日は1万歩は歩くように努力してい
ますだらだら生活からメリハリつけての生活になりました」はる0328さん（野木町）「前向きに楽しんでいること！は、ジョギングです。リモートワー クで、通勤が無くなった時間を利用して走ってます。ただ、おうち時間が増えるとともに体重も増えてしまった為、まだ、すぐに疲れて歩いてしまって
ますが、少しずつ走る分を増やしていきたいです。」K-E-Nさん（宇都宮市）「育児に悩む娘から時折メールが来ます。娘を励ます"を理由に、初孫の顔 を見に行くこと私たち夫婦の密かな楽しみです。"」ミユちゃんミクちゃんさん（茨城県古河市）「コロナが続く中、今年念願のマイホームが建ちまし
た！！今までにないぐらい家族との時間が増え釣りやキャンプ、サイクリングなど遊び放題です！！！また、今年の春には三男が無事産まれてきてくれて 大賑わいです！」KenTo10623さん（那須塩原市）「コロナの影響で、生活もだいぶ変わりましたが、そういう環境の中で、まずはコロナにかからないよ
うに感染対策をしっかりと行うとともに、健康を保つための一環として、運動を心がけています。ジムに通ってますが、無理やりではなく、無理せずマイペー スで行うことにより、前向きにトレーニングが出来るようになりました。面倒くさがりな自分がまさかここまで運動が続くとは思ってなかったですが、体を動
かすことによって気持ちが前向きになり、仕事もはかどるなど好影響をもたらしています。これからも、気楽に楽しく続けていきたいです。」ぐろーりーさん（宇 都宮市）「おウチ時間を生かして料理の修行中！妊娠中の妻やお腹の中の赤ちゃんの為にもレパートリー増やせるよう頑張るぞ！」こしさん（下野市）「外食や
外出自粛の間は自宅でBBQや趣味の運動の動画を自宅で見たり、解禁になる日を夢見て日 を々過ごしてきました。新しい知識を身につけるべく、セミナー申込も してみたりしています。」みーじさん（宇都宮市）「雨の日や雪の日は、なぜか憂鬱になってしまい、外へ出るのが億劫ですが、子供はどんなお天気でもお構いなし！
私も気持ちを入れ替えて、雨の日の楽しいことや雪の日の楽しいことなど、お天気に左右されない過ごし方を前向きに楽しんでいます♪」すぷりんぐさん（宇都宮市） 「テレビを見ながらストレッチ。就寝前にストレッチ。体調良好。腰痛激減。いい事だらけ^ ^これからも続けたいです。いつまで続くかお楽しみに。」のんのん0326さ
ん（宇都宮市）「私の前向きに楽しんでいる事は、コロナ禍で外出出来ない中、子供達と自転車でサイクリングに出掛ける事です。車の運動中には気がつかなかった景色 に出会えた時は最高の気分です。お腹が空いた時はおいしい物を食べて帰ったり、楽しい時間を過ごしています！」みきたまさん（鹿沼市）「おうち時間が長くなったの
で、年中の娘と一緒にじぃじやばぁばやお友達にたくさんお手紙を書いています。楽しみながら平仮名や片仮名のお勉強ができてラッキー！みんなもハッピー！！！」すみと まさん（宇都宮市）「私はおうち時間が増えたのでベランダ菜園を始めました。採りたてのフレッシュな野菜はとても美味しく楽しんで栽培しています。最初は失敗の少ない
葉物など育てていましたが、温度管理なども慣れてきたので来年はイチゴの栽培にチャレンジしてみたいと考えています！」エディタさん（小山市）「看護師として働いています。 おうち時間が長くなったのでより一層勉強に励んでいます。コロナと隣り合わせの仕事ですが、一つでも多くの命を救うことができますように。」えりーにょさん（宇都宮市）「コ
ロナの影響で遠出が出来なくなってしまったので栃木県内にある素敵なスポットを見つけお出掛け気分を楽しんでいます！知らなかった場所や美味しいご飯屋さんなどが沢山あ り改めて栃木の魅力を感じました♪」knm6さん（宇都宮市）「寒くなってきました！大好きなあったかスープの季節です^_^?シチュー、ミネストローネ、ポトフに豚汁、けんちん汁。具
だくさん派なのでお野菜をたっぷり入れて栄養をしっかりとれるようにします。スープにすると子どもたちもモリモリ野菜を食べてくれます！お鍋いっぱいに作って仕事のランチタイム にもスープジャーで持参^_^スープとおにぎりは最高の組み合わせ～体も温まるし上手く食べればダイエットにも?家族に飽きられないようもっとレパートリーを増やしていこうと思い
ます」ちゃんゆう0330さん（宇都宮市）「ドラマの原作の漫画を読む事です。今では恋ですというドラマが放送されてるんですが、主人公は、目が不自由なのですが、ヤンキーと出逢っ た事で人生を大きく変えるキッカケとなる内容です。このドラマを見ると、私も力をもらって嫌な事も前向きに考え行動するようになりました。ドラマや漫画ですが、人に与える影響力は
大きいと思います。ぜひ皆さんにも見て頂きたいです。このドラマをきっかけに皆さんが笑顔になればと思います。」とっと0801さん（宇都宮市）「自宅の庭を飾ってみたり新しい花を植え込んだり自宅時間を満喫しています。最近は少しずつですが気持ち的に外食もする余裕が出て来ましたが気を抜かない用意気を付けながらも楽しい毎日を過ごします♪」ジャスミンさん
（下野市）「休日でも早起きをして行動することです。早起きして勉強をしたり、家族とウォーキングやランニングをしたり、出かけることが日課になっています。貴重な休日を有意義に過ごせて嬉しいです。」hana0101さん（鹿沼市）「今までできなかった家の中の断捨離や整理整頓をがっつり始めてすっごいスッキリしてます☆おかげで今までで１番スッキリした新年迎えそう
です☆」蘭子さん（宇都宮市）「お茶も食事もテラス席を選ぶようにしていたらテラス席にハマりました。最初は換気のためでしたがテラス席の開放感にハマり今では真夏も真冬もテラス席！」S.maiさん（宇都宮市）「毎日の入浴に、各地の温泉入浴剤を入れて、家族で温泉気分を味わいながら、心も身体もリフレッシュしてます！」ドルフィン934さん（佐野市）「家族との時間
を大切にリラックス為に温泉やドライブなど自然を楽しみることで心身共に元気になってます。また自宅での色&香りアロマ効果も取り入れて前向きなエネルギーになっています。心と体の健康を大切に元気に生活しています」ローズきょんさん（宇都宮市）「【前向きに楽しんでること 】自分の時間を作って好きなことをすること。好きな音楽を聞いたり、美味しいコーヒーを
飲んだり、少しでも自分の時間をとってストレス発散して明日の活力にしてます。仕事中に今夜はあれをしよう！とあれこれ考えてる時間も好きです。」ぱぴぷさん（矢板市）「私が前向きに取り組んでいる事は、家族と一緒に散歩をする事です。もともとインドアな私はコロナ前からお家時間を率先していましたが、あまりにも家族とのお家時間が多く日々の生活がマンネリした
時に外を散歩してみたら気持ちがいい事に発見して今は休みの日は少しでも散歩をしてその時の家族との会話を楽しんで過ごしています！インドアな私がいつまで続くか分かりませんが、こたつから抜け出せる様に頑張ります。笑」ハルカリさん（宇都宮市）「コロナで、スポーツクラブも止め、在宅勤務で1日中家の中にいてあまり動かなくなったので、朝と昼に散歩をして歩
くようにしています。」とんとんさん（那須塩原市）「いつ、何時も五感で楽しんでいます♪ウォーキングをしながら季節の移り変わり香り彩りを愉しみ、自然の中に身を置いて鳥のさえずり、虫の鳴き声、刻 と々変わる空の色その瞬間、瞬間を写真に残したり、好みのお店で食や充実した時間を過ごす。一人の時間を大切にして時には自分と向き合う。そして同じ方向を向いて
いる方 と々語り合い、子供の頃から好きなモノ（自然、スポーツカー）ずっと続けていることを（写真、投稿、洋楽&ROCKを聴く）心の底から楽しむこと(o????o)♪?今を大切に！そしてシンプルに！それがsumijonの愉しむコツ♪?ヽ (喜・▽?・*)乂(*・▽?・嬉)ノ♪?」sumijonさん（栃木市）「子犬を飼い始めて 朝夕と公園を散歩する事が増えました！公園の紅葉や夕焼け空、満
月など素敵な景色を楽しんでいます。ウォーキングアプリのスタンプを貯めてドリンクチケットをGetするのも楽しみ♪」うららさん（宇都宮市）「コロナ禍の影響で遠出の機会が減り、好きな撮り歩きも控え気味になってしまってた頃、写真を撮ることからも気持ちが離れちゃいそうになりました。そんな気分のある日、ふと身近に目をやると意外な所に被写体が沢山潜んでい
たことに気が付きました。それは庭の花壇の朝露や街灯に照らされた勝手口の花々だったり、いつもの通勤路や子供たちの通学路だったり。我が家の玄関にドンと構える大谷石の「無事かえる」もそのひとつ。ある時は虹色の春の光を浴びたり、夏の夜はカナブンと戯れてみたり。そんなこんなで今も楽しく写真を撮り続けています。そしてこれからも、大好きな栃木のいいと
こを栃ナビやSNSで発信できたらいいなと思います。皆さまにご覧いただく喜びが、僕の前向きな楽しみの原動力。これからも宜しくお願いしますm(_ _)m」fat-tkさん（鹿沼市）「子供と小さな幸せを見つけて、「ラッキー」と声かけあってます。早起きしてまあるい月が見れた、ラッキー！綺麗な葉っぱ見つけたラッキー！少しでもハッピー笑顔で毎日過ごしていきたいです。」な
ぽりたんたんさん（宇都宮市）「「健康」づくりに積極的に取り組んでいます。最近ではトレッキングをはじめました。美しい自然を感じながら、頂上でお弁当・あったかいコーヒーを頂くのが最高にリフレッシュできます。近場の古賀志山は気軽に行けておススメです！山歩きグッズを色々集めるだけでもワクワクして、前向きな気持ちになれますね^_^」nn-chaoさん（宇都宮市）
「毎日　ダイエットと　体力作りのため踏み台昇降運動やってます。自己満足ですが　続けています。子供も　末っ子も二十歳をすぎ　自分時間が増えたねー」はおはおさん（宇都宮市）「おうち時間は自転車に乗って、いろいろな場所にお出かけしました。例えば、今まで近すぎて行かなかった、家のそばの小川や田んぼ道。今まで気づかなかった発見をして嬉しくなったっ
り、小さな幸せを感じました。これからも小さな幸せ探し、サイクリングを楽しみたいです。」moguttaさん（宇都宮市）「前向きに取り組んでることは少しずつ自分の考えを変えること。今までは嫌な思いとかをしても周りのせいにしたり人は変わらないからって諦めていたけど。今は自分の考えを変えれば楽に生きられることを学んだからすぐには無理だけど少しずつ頑張っ
ているところ。」なかったことにさん（鹿沼市）「コロナ禍の影響で何処にもいけないので、家族みんなで公園に出かけて、バトミントンやフリスビーなど身体を動かして遊ぶ機会が増えました。」Luruさん（さくら市）「コロナ禍でお家時間が増え、断捨離から始まり、ベランダをDIYでリフォームしたり、観葉植物を育てたり、最近は、家の中を徐々にIoT化しており「ただいま～」
で部屋の5ヶ所ある間接照明に灯りが付くようにしたりと、スマートライフ化を楽しんでいます♪」YUCCO！さん（日光市）「もっと自由に海外旅行が行けるようになった時のために、英会話のおけいこを始めました。週一で外国人の先生からレッスンを受けて、日常でも家事をしながらラジオ英会話を聴いています！ＮＹでカフェ巡りするのが夢！！」アンジェリカさん（宇都宮
市）「このコロナ渦で他県移動の制限や自粛で県またぎの移動がしにくい時期が続きましたがそのお陰で愛犬と県内をドライブする事が唯一の楽しみになり今も継続してます。以外と地元でもまだまだ行ったことないけど素敵な場所や食べ物があってより地元栃木愛が深まりました。今回の取組(ドライブインシアター)とても素敵な企画だし楽しみです。」usausaさん（宇都
宮市）「自分の欲しい車を買うためにこのおうち時間など外に出れない時間を利用したりしていっぱい働きました!  栃木県も少しずつイベントなどがまた戻ってきてるのでこの調子で前みたいに栃木県が盛り上がればなって思います。」kids_fishさん（宇都宮市）「私が前向きに楽しんでいる事は、小学生の息子と自転車に乗って、週末の街中サイクリングです。賑わいが戻り
つつある街並みを、自転車に乗りながら、景色や雰囲気を楽しむのはなかなか楽しいです。サイクリングのおかげで、運動不足が解消され肩凝りがなくなりました！！ドライブインシアター、当選したら、我が家の愛車で息子と観に行きます。宜しくお願い致します。」ちもころさん（宇都宮市）「運動不足のため始めた昼休みの屋上までのウォーキング。毎日同じ場所で写真を
撮って、毎回違う景色にいちいち驚いています」さちぞうさん（さくら市）「仕事と子育てに終われダイエットする暇がない！と思っていましたが朝いつもよりちょっと早く起きて10分～15分のたった短い時間でトレーニングをするのを続けるだけで見た目に変化が出てきました！笑　たった10分～15分時間を作るだけなので意外と楽に！楽しく！続けられています??車の中な
ら眠くなったら子供達はそのまま寝られるし、子供達が騒いだりしちゃってもそんなに気にならないと思うので、小さい子供がいる家庭にはとてもありがたい企画です！笑　子供が産まれてから映画館には行けてないのですっごい楽しみです！??　当たったらいいなぁ...????」どぅーかさん（壬生町）「おうち時間が増えて運動不足になりがちなため、ウォーキングを夫婦で始
めました。最初は家の周りを軽く歩く程度でしたが、少しづつ距離を延ばして隣町や近くの公園まで足を運ぶようになり、歩数も多いときは1万歩を超える時も。歩くことで周りをゆっくり観察でき、近場で新たな発見もありました。お金もかからず健康アップにもなり一石二鳥な感じです。」孫はかわいい！さん（宇都宮市）「先日息子の中学時代の仲良しグループが我が家で
BBQ。毎年恒例だったのがコロナ禍で出来ず、今回数年ぶりで開催。始めた頃はみんな独り者。数年ごとに結婚、出産、人数が増え、キャリアを積む子、転職して第二の夢に向かう子さまざま。話の内容もだんだん大人になり、子ども達の成長がうれしく思います。未だにみんながパパ！ママ！と呼んでくれて、気持ちは子どもが中学生の頃のように思わせてくれます。こんなご
時世ですが、私も頑張ろうと前向きになれた素敵な日でした(*^_^*)」ヘップバーンさん（宇都宮市）「家で過ごすことが多くなり今まで手付かずの不要品の片付けを始めました。ネットのフリマで処分をしてお小遣いを貯めて美味しいお取り寄せを楽しんでいます。」しん母さん（大田原市）「少し高い美味しいランチを食べに行って、テンション上げています。自分にご褒美をあ
げて、楽しまなくちゃね?」うさぎんちゃくさん（宇都宮市）「いつも行く公園じゃなく、車でドライブして良さそうな公園探ししてます！気に入ったら、そのまま遊びます！！」まにゃさん（真岡市）「前向きにたのしんでいること家庭菜園です。苗を植え育て、子どもと収穫の喜びを楽しんでいます。たくさん取れた日は、野菜つくしの料理になります。緑ばかりですが^ ^」雪の華さん
（鹿沼市）「おうち時間が増えたので、家で一人で出来るギターを始めました。頭も手も使うのでボケ防止にもなり、一石二鳥です！YouTubeに初心者向けの講座もたくさんあるので習いにいかなくても結構弾けるようになります。」yurieさん（宇都宮市）「自粛が続きなかなかお出かけできませんでしたが、小さい子供2人とお弁当を作ってお庭で食べたりしました！お庭で遊
べる小道具増え、家事をやっている間も勝手に遊んでてくれます（笑）」マカロン82さん（宇都宮市）「家に引きこもらないよう、毎週末１００ｋｍ以上を目標に、サイクリングに出かけています。年齢を考え、将来のために、貯筋を増やすよう頑張っています。」まこりんさん（さくら市）「通常新聞はスマホで見ていましたが、コロナ禍になって紙面でじっくり読むことが出来るよう
になりました。お陰で世の中のことがすごくよく見えてきました。アナログな世界はこんな時にすごくイイと思いました。」f_shigeさん（宇都宮市）「最近、大谷地区で沢山のイベントや道の駅が出店してますよね!この機会に道の駅に寄って、お買い物をして車に乗りながら、家族時間、私時間を満喫しましょう!」せいなさん（宇都宮市）「スポーツ大嫌いだったのですが…コロナ
で行動範囲が狭まり動こうかな??っと始めたウォーキング。今では習慣になりました、休みの日は昼間から緑一杯の公園中を歩く最高です。」ぶどう海さん（栃木市）「コロナ太りを解消するため、YouTube観ながらストレッチを初めました！アロマオイルでリンパ流して、心と身体を整えるようにしています！」せんたくかあちゃんさん（宇都宮市）「人との関わりを無くし、減量
の為、ひたすら縄跳びをしてます。水曜日、土曜日、日曜日の週3日で飛び続け夏よりより3キロ減量です。」よっぴ405さん（那須烏山市）「コロナ禍で家にいることが多くなりずいぶん不要なものを処分しました。部屋に空間がうまれなんだか寂しくなりお花を生けることにしました。この際基本をつかんで生けようとお花を習い始めました。お花を、見ながらどの位置が一番素
敵な感じなのか考えながら生けるのは気持ちも落ち着きとっても素敵な時間です」きっき5さん（栃木市）「お家時間を過ごすことが多かったですが、宣言明け後は、対策を意識しつつ、また、３密回避のため人混みにならない時間、場所を探しながら、外に出ようとしています。検索することも結構、お楽しみです。第１段は戦場ケ原の草紅葉。ちょっと早い時期で早朝に到着
すると人が疎ら。プチ?ハイキングでリフレッシュしつつ、草紅葉は見応えのある風景が広がっていました。第２段は松本城の紅葉　第３段は寒くなりつつある時期、人が少ない、居ない貸し切り状態のプールのあるホテルでスイミング、アクアウォーキング。１時間程度でもリフレッシュ。活動の幅を少しずつ広げて行きたいです。」しゅごキャラさん（鹿沼市）「今まで…野菜は
作ったことがありませんでしたが、亡くなった母が残してくれた畑があったので、コロナ禍の中で野菜作りに初挑戦！食べたい野菜苗や肥料を買ってきて、分からないことはYouTubeで見て学んで、何とか育てて収穫できました。自分で作った野菜には愛着があり、採りたては新鮮で、とても美味しかったです！(草むしりは大変でしたが…。)植えれば育つのです！！今後も食
べたい野菜の種や苗を買ってきて、育てようと思っています。育てる楽しみ！食べる楽しみ！！実感です…。」みのぴーちさん（矢板市）「身体作りのために、ウォーキングを実施している。また、腰痛改善のために、毎日ストレッチ体操も続けて実施している。」かつ0113さん（宇都宮市）「以前より家で過ごすことが増え、家族で過ごす時間も多くなりました。以前は食事中、テレビ
を流し見していたのですが、最近は音楽を流しながら食事をする様にしたら会話が増えました。家族がそれぞれ好きな音楽をかけ、ジャンルは様々ですが、音楽によってこんなに雰囲気良く食事が楽しめるんだと実感して前向きに家族の時間を大切にしています。」苺姫さん（宇都宮市）「オウチ時間が増えたので、バーベキューをしたり、お好み焼きを作ったり、親子で料理
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※本誌は2021年11月29日までの投稿を掲載したものです。



「ドライブインシアターin大谷町　素敵な企画ですね！！！コロナ禍でなかなか外出できず、我が家ではホームシアターを購入し、家族4人で映画を観て楽しみました。以前よりも
家族との密な時間が増えました^_^宇都宮市の素敵な大谷町でドライブインシアター企画、こども達もよろこぶ事間違いなしですね！！おうちや映画館とは一味違った空間での
映画はきっと良い思い出となるでしょうね(^^)」りーぶーさん（宇都宮市）「新婚早 リ々モートワークになりお家にいる時間が増えて、夫婦の時間が多くとれてふたりそろってお料
理の腕が上がりました?」QueeN017さん（宇都宮市）「わたしのおすすめは，家族での散歩です！！特にこの季節，みんなで落ち葉をざくざく踏みながら，青空を見ながらの散歩
は最高ですね！！」dog46さん（神奈川県座間市）「前向きに楽しんでいることはおうち時間が増えたのでプロジェクターを購入し、映画やドラマを観てます。これまで観てこな
かったジャンルの作品にも出会えて毎日楽しく過ごしています。」トッペマさん（千葉県市川市）「最近前向きに楽しんでいることは「学び」です。コロナ禍では飲み会も、女子会
も、学びもなんでもオンラインが急速に普及したため小さい子を見ながらでも参加のハードルがぐんと下がりました。移動時間も無くて、その時間だけを確保すればいいので、た
くさんのオンライン講座や、企画に参加しています！！新しい世界を感じるのはとても楽しいです(^ ♪̂ドライブインシアターとっても気になります♪」たんぬさん（宇都宮市）「コロ
ナ禍になり不妊治療を一旦中断しましたが、寧ろこの時間を大切に夫婦でお家時間を大切にしようと決めました。椎茸栽培だったり、お家BBQだったり…夫婦の絆は深まった
気がします。1月から治療を再開しますが、大好きな大谷石に映し出された映画鑑賞に是非参加させて頂きたいです！！」mi0830さん（宇都宮市）「ドライブインシアターを過去
に県外で見た事があり、非常に良かった。車の配置によれば、前方にワゴン車の様な高い車があれば、スクリーンの一部が隠れてしまう可能性もあるが、主催者は考慮していると
思います。飲みながら食べながら、周りの人達への気遣いも不用な事が最大のポイントです。お薦めのシアターです。」かつ0113さん（宇都宮市）「ストレスが溜まっているとき
は、笑って泣ける韓流ドラマ見続けますね(笑)気分スッキリして素敵な妄想が出来ます。」じんたんさんさん（佐野市）「コロナ禍に安全で楽しいイベントを楽しみに毎日の仕事を
こなしています！なるべく前向きにシアターイベント素晴らしい」東方 承太郎さん（真岡市）「天気のいい日は御朱印巡りして、コロナ終息を願いつつ、雨の日は無料で観られる韓
流ドラマ見てますね(笑)」じんたんさんさん（佐野市）「おうち時間が長くなり、ポイ活を以前より集中してできました！そんな中、結婚当時に買った洗濯機(約19年使用)が壊れま
した。集めたポイント以上の大赤字…。これから もwithコロナで大変ですが、頑張ってみんなで乗
り越えて楽しんでいきましょう！」Hidyさん（宇都 宮市）「子供３人いて、なかなか室内で人の多いと
ころにいけないので、今年からキャンプをはじめ ました。毎月のようにいっています。いいリフレッ
シュになります。」龍神千恵子さん（千葉県松戸 市）「ご時世的にも、我が家の家計的にも、外食し
にくい日々。とてもありがたいことに頂き物が多 く、その野菜やらで夫や子どもに何を作ってあげ
られるか考えるのが、ほんの少し面倒だけど楽し い。美味しいものを食べている時間は、外でも家
でも幸せな時間。今日はこれをこうやって作って みたよと話をする時間もまた楽しい。コロナ禍だ
から前向きに楽しむことを具体的にやっている訳では無いが、こんなことでもいいんじゃないか、と投稿するにあたって感じた。」すずかけさん「コロナがう少し落ち着いてきたの
で友人4人で休日ランチを始めました。県内話題になったところめぐって楽しんでます！」清美さん（日光市）「平日は東京にて週末栃木県2拠点生活にて運動兼ねて散歩ジョギン
グしながら景色 見て四季の変化感じてパワー充電して東京に行き日々頑張っていますここ最近寒くなりホクホクする食べ物が有り楽しんでいます」しなこまさん（東京都大田
区）「寒くなって来ましたがお天気のいい日には子供をつれて外に出るようにしています！子育ては大変ですが、大変なぶん子供からの笑顔はそんなもの感じさせないぐらい幸
せをもらっています。」るちゃんさん（茨城県水戸市）「いつもは車でいく買い物を、散歩がてらでウォーキング！歩いてこその発見があり、季節も感じられて幸せな気分になれ
る。」ぬっぽさん（埼玉県さいたま市）「コロナ禍で 在宅勤務となり、慣れない頃はストレスも溜まりま
したが、今ではお昼時間に外食やテイクアウトを 楽しめるようになりました。行ってみたかったカ
フェやレストラン、パン屋さん等 を々食べ歩きして 束の間のリフレッシュをしています♪お弁当をテイ
クアウトして公園で食べたりするのも気持ちが良 くて最高です。出来ることを楽しみながら過ごし
てます☆」nico2さん（芳賀町）「最近は読書にハ マってます！ですが、コロナ禍であまり出掛けられ
なかったので家族と一緒にドライブシアターで思 い出作りしたいです！！」あろはさん（宇都宮市）
「育児休暇中に自分時間をつくること！朝はソイ ラテでホッとする時間！昼間は家事、育児の時
間！空いた時間で資格取得！といっても難しくないような資格かもしれませんが、私には難しい…けどやってみます！」まりモンさん（鹿沼市）「コロナ禍で、電車等の公共交通機
関による旅行が出来なくなったが、自動車によるドライブが増えた。自動車だと感染リスクも少なく、また家族との距離も近いので、より仲が深まった気がする。」まんぷくまさん
（宇都宮市）「子供が小さいので外食は滅多にしなくなりました。その分、公園へお弁当を持参してちょっぴりピクニック気分を味わっています♪3歳の娘は、おにぎり持ってこ～♪
とルンルンです！娘の好きな具材はこんぶ。お腹を空いたら待ち時間なくすぐありつけるのも魅力です！また一つ公園へ行く楽しみが増えました。」singさん（宇都宮市）「運動不
足にならないように、家族オフの日は近所の公園 で体を動かしています。たくさん笑って身も心も
スッキリします。」はぁちゃん204さん（さくら市） 「自身の健康診断で、血圧が高めとの結果を受け
て、食生活に気をつけるようになりました。以前よ りも野菜を多く取り入れる様に心掛け、調理法も
蒸す、茹でるなどシンプルに。味付けも徐々に薄 味に。そうしたら、食材ならではの本来の美味し
さを感じられる様になり、毎回の献立も気楽に決 めています。身体も軽くなったような気がして、こ
れからも前向きに続けられそうです！」nakajiさ ん（壬生町）「お風呂でキャンドルをたいてみたり
音楽を聞いたりしながら体をケアする時間として 楽しんでいます。こり固まり、痛くて回せなかった
首をお風呂で少しづつほぐしていったら首の可動域が増えたり肩こりが良くなりました。」あーぼーさん（高根沢町）「私が前向きに楽しんでいることは、地元ウォーキングです。大
谷の奇岩群を探したり、御止山や多氣山に登ったり、川沿いの桜並木をゆっくりとお散歩したり。こんな時期だからこそ、地元の良さを再確認できるチャンスだと思っています
(*'▽'*)」じゃいこさん（さくら市）「ウォーキングをして、ダイエット中、毎回コースを変えて、楽しんでます。新しいお店の発見や今まで1人ではやらなかったことに挑戦中」Egg 
Caraiさん（宇都宮市）「早くコロナが収束するように願い県内の神社をお参りしながら、御朱印を頂いてます。第6波が懸念がありますが、国民力を合わせ頑張りましょう。」チー
コさん（宇都宮市）「少しずつコロナ感染者が減少してきていますが、第六波の懸念もあり、まだまだ予断が許せない状況です。コロナに負けずコロナの収束を願い健康の森や
森林公園を歩いています。」きゅまちゃんさん（宇都宮市）「休日の朝ヨガは心と身体を整えてくれます。辛い日も楽しい日もヨガのおかげで前向きな気持ちで毎日を過ごすことが
できています。もっとヨガのポーズを極めたいと思います。」lisassaanさん（宇都宮市）「1日の終わりに手帳時間を作るようになりました。内容は育児日記だったり、今日の出来事
だったり…それに合わせて、お気に入りのペンやシールを集めてジブン好みの手帳にするのがとても楽しいです。」みぃ5511さん（宇都宮市）「春に関西から栃木県に引っ越して
きました。早く栃木県に馴染めるように、関西弁と栃木弁のバイリンガルを目指して、家族と毎日練習しています！！」さゆむさん（鹿沼市）「夜のスキンケアです。毎日やるからこ
そ、その日の肌の状態によって、使うものを変え たり、美顔器を使ってみたり♪面倒だけど、肌がき
れいになるのが楽しいです☆」ばなこさん（宇都 宮市）「おうち時間が増え自炊をやり始めてから
料理が楽しくなりました！今はインドカレーにハ マって試行錯誤しながら作ってます！目指せ！お
うちシェフマスター」ばっさーさん（埼玉県春日部 市）「栃木産の季節の美味しい野菜を使って、自
炊力をアップさせまーす。あとはスイーツも作れる ようになりたいな。」Takashi  Wakaiさん（小山
市）「ハイキングに行って自然や動物と触れ合った り、夜のドライブで鹿を見つけたり星空を見に
行ったりする時間が幸せです☆」ももたろくんさ ん（宇都宮市）「愛犬とのお散歩です。早朝と夕方
の1日2回のお散歩は、愛犬はもちろんですが、身 近な四季にも癒やされます。桜の蕾が膨らんで来
たな～とか、田植えが始まったんだ～とか。最近 の楽しみは、早朝 まだ日の出前に、空に見えるオ
リオン座です。ピーンと張り詰めた空気の中、オリ オン座の輝きは素敵ですよ。そんな時、たまに浮
かんで来るんです五七五の文字が・・・オリオンが 冬を知らせる 朝さんぽ」ichikouさん（宇都宮市）
「従兄弟の田中米菓社長と共に「大谷おかき」を 作りました！奇岩・弁慶の太刀割り岩の前の茶屋
「越路さいかち庵」様を皮切りに 平和観音参道.・ 天狗の投げ石の落ちてきそうな店「lapis08」様で
売り出し始め…そして今では 「ベルテラシェ大 谷」物産館の主力商品にまで成長いたしました?? 
今後とも 大谷のみやげとして「大谷おかき」シ リーズをよろしくお願いいたします～」俺の樹さん
（宇都宮市）「子供中心の生活の中で、自然に触 れさせることに取り組んでいます！1月に男の子
を出産し、現在生後10ヶ月。少し歩けるように なったり、手掴み食べが始まるなどてんやわん
や。ですが、子供は可愛くて毎日がとても楽しい！ 公園などに車で出かけたりして、自然を感じ感受
性豊かになって欲しい！という願いをこめて、大 変だと思わず、毎日違う刺激を与えられるように
前向きに取り組んでいます！」アラレ118さん（宇 都宮市）「お家時間が増えたなか我が家は家族で
麻雀を覚えファミリー麻雀を楽しんでます。頭の 体操にもなり楽しい週末を過ごしてます。あっ！平
日も我慢できずにジャラジャラとです（笑）」ゆあ てんさん（下野市）「コロナ禍で思うように外出が
できないため、「今だからこそできること」をモッ トーに、語学の習得に励んでいます。海外渡航の
制限が緩和されることを待ち望んで前向きに頑 張ります！」ごろうくまさん（茨城県古河市）「テレ
ワークも増え、運動不足になりがちなので、 ウォーキングに励んでいます。気分転換にもなり
一石二鳥♪予想外のアイディアが浮かぶこと も!?」トムじーさんさん（宇都宮市）「コロナ禍で
外出する機会が減った今、散歩が大大大好きで 散歩に出たら一生帰りたがらない、愛犬と毎日ヘ
トヘトになりながら散歩をしてストレスを解消し てます！！！！！」しまのちゃまめさん（小山市）「収
入が厳しくなってきたのですが副業禁止なので、 ポイ活を始めました。レシート撮影が家計簿代わ
りになり、頑張りが目に見え励みになります。ま た、モニターに当たり、貴重な体験をさせてもら
えた上に、お小遣い稼ぎも出来たりで楽しんでい ます。」めいこさん（宇都宮市）「コロナで密を避け
るためにお出かけが少なくなり、休みの日は家でゴロゴロが多くなったので、早起きして6時ごろからウォーキングをしてます。早朝だとほとんど人がおらず快適。2時間ほど歩い
てリフレッシュしてます。」チェブシュさん（鹿沼市）「飲み歩いてストレスを発散していた毎日ですが、コロナ禍で出歩く事が出来なくなりましたので、家飲みの毎日。ストックして
おくとその分も飲んでしまうので毎日コンビニなどでその日の分だけ買っていくのですが、ほぼ全部のレモンサワーは制覇しました。自慢できるものではなく、すいません。」とど
くろさん（矢板市）「子供と一緒にいられる時間が増えたので、一緒に本読みや運動をするようになりました！たくさん動いて色々な発見もあり、子供の成長も感じられて心から
子育てを楽しんでます！一緒に料理したり洗濯を畳んだり一生懸命な毎日を前向きに楽しんでます」新田 幸典美さん「今年、子どもたちが独立して夫婦だけの生活になったの
で、思い切って家を全面リフォームし、欲しかった自分の部屋を作りました。食費も半分になったので、少し高価な食材を買い夫と一緒に豊かな食事を楽しんでいます。コロナも
ありなかなか会えず寂しいけれど、昔のアルバムを見てメソメソするより、気持ちを切り替えて前を向いて楽しい事を探していこう！と思った一年でした。」らいむ616さん（小山
市）「私が前向きに楽しんでいることは、コロナ禍でおうち時間が増えたので掃除、断捨離をすることです。正直掃除は得意ではないんですが、おうちが綺麗な状態だと快適に
過ごせるようになってとても気持ちいいです。これからも楽しみながらおうちを綺麗にしたいです。」にゃんこ1121さん（宇都宮市）「ジェルネイルとまつ毛エクステをセルフで始
めました！人との接触機会を減らす目的で始めましたが、今では楽しんでやっています☆節約にもなるので一石二鳥です！」れいな01さん（佐野市）「なかなか外食がしづらい
中、おうちご飯を楽しくしようと頑張っています。ハンバーガーをパンから作り、ポテトチップも家で採れたジャガイモで作ったり、盛り付けもカフェのようにしたら子供も大喜びで
した。」たいさん（鹿沼市）「おうち時間が増えたので、以前から興味があったウクレレを初めました！弾いていると、なかなか旅行にも行けない中、南の島に行った気分になると嬉
しい言葉をかけてくれたりこちらも嬉しくなりました?」asa.さん（栃木市）「コロナ禍になってからは、部屋の壁にまで絵を描いちゃうほど作品を作ることにハマっています。最近は
パソコンで絵を描くことも楽しみのひとつに加わりました。」近藤 朋紀さん（宇都宮市）「ドライブして観光スポットでお散歩が好きになってます。彼女と色んとこ行ってもっとお
散歩したいです！ドライブシアターも彼女と行きたいです。」ポコちゃーんさん（矢板市）「コロナでなかなかお出かけできないぶん、お家でたこ焼きパーティーや、りんご飴や焼き

する時間を楽しんでいます!」キャサリーナさん（宇都宮市）「おうちで家族みんなでお菓子やパンを作るようになりました！作る前に設計図！？を描いたり、出来上がりを予想し
ながら楽しんでいます。最近は子供たちがお店でお菓子などを見て「これ、作ってみたい！あれをこうすれば出来そう」と一生懸命考えてくれて、作るだけでなく何をどう作るかを
考える工程も楽しんでいます。」ヨーダさん（宇都宮市）「以前からパン作りが趣味で作ってましたが、お家での時間が増えたので少しづつレベルを上げれるように何度もパン作り
をしています！私は作るのを楽しみ、家族で美味しく食べてます♪」つーたろうさん（宇都宮市）「朝起きてお湯を飲みフォッとしております。お湯と白湯に違いはないのか。そんな
ことを考えながらオマラカウィーな１日を過ごせることを祈ります。」Salvador Ebiさん（宇都宮市）「おうち時間を家庭菜園で楽しんでいます。去年は苗を購入しましたが、今年
は、種をまき育てました。難しいところもありますが、YouTubeを先生に楽しんでいます。自家製野菜は買うより美味しいように感じます。」devilmanさん（那須塩原市）「犬と過ご
す休日を充実させようと、ドッグラン開拓に前向きに取り組んでいます。栃木には自然も多いので、犬と入れるカフェももっと身近にあると嬉しく思います。」せとはるさん（小山
市）「私の前向きに楽しんでいる事は、ホットヨガです。コロナ禍でも、きちんと感染防止をし、マスクをしながら会話もしない、ルールを守って、毎日楽しくストレス発散できてい
ます。たくさんの汗をかいて、自分との向き合う時間が作れていま す。」くりちあさん（茨城県古河市）「先日　大谷資料館でのウェディン
グを行いました。お天気にも恵まれて　とても良い記念になりまし た。資料館の中は幻想的で　とても日本とは思えない感じでコロナ禍
でも楽しむ方法は沢山あると思いました～」クマさん（下野市）「身近 な事で、Twitterをこの2年のうちに覚えました。気持ちや趣味的なもの
が合う相手と簡単なコメントを交わす楽しさが病みつきになり今に 至ってます。」大ざェもんさん（壬生町）「コロナでお家時間が増えたの
で、思い切って家の中の物を断捨離しようと…先ずは目につくリビン グから始めようと頑張ってます！いっぺんに始めると中途半端に終
わってしまうので、一部屋ずつやっつけようと思います。」拓&結ママ さん（宇都宮市）「家の中にお気に入りの雑貨やグリーンや庭の花を、
ドライフラワーにして飾ってます。あれこれまよいながらも自分の、す きな物に囲まれて癒されてます。」みきみき95さん（宇都宮市）「前向き
に　楽しんでいること　林業ボランティア活動で　木の伐採作業に 取り組んでいます。３０センチ以上に成ると　倒れると　頭しんと衝
撃が　たまりません　快感と成り病みつきになりました。まだまだ　 頑張ります。」茂木のビーパさん（小山市）「コロナですっかりマスク生
活ですね。せっかくマスクをするならと、マスクを手作りして、服に合 わせて楽しんでいます。」むぎ0531さん（真岡市）「外食がなかなかで
きなかったので、お家で子供達が食事を楽しめるように流しそうめ ん、たこやき、ホットプレート料理など食べるだけでなく作る楽しみも加
えて盛り上がりました！」あゆママ1004さん（宇都宮市）「在宅時間 が増え通勤のロスが無くなったお陰で、朝時間は高校生の娘の為に、
弁当を作るクッキングパパでゆとりのある朝時間を楽しんでいます。」 たけさん2004さん（埼玉県富士見市）「わずかな金額ですが、ソーシャ
ルレンディングに投資しています。ラーメン1杯分でも利益が出れば うれしいですよ！！！」kmxlanzaさん（群馬県桐生市）「おうち時間で花
の寄せ植えをはじめました。上手に出来上がったものは玄関に飾り、 そうでないものは庭先に飾っています(笑)魚のお取り寄せもはじめま
した。包丁さばきの腕が上がっています。色々始めて忙しくなりました が、楽しい日々になっています。」ウッチー325さん（宇都宮市）「昨年か
らすっかり虜になっているのは、朗読です。短編小説、エッセイ、詩な ど気に入ったものは何でも読んでいます。部屋でひとりで声を出し、演
じるように朗読しながら別の空間を楽しんでいます。コロナ禍の中で も、ひとりなら声を出せるのでストレス発散にもなってます。」こやけさ
ん（宇都宮市）「あまり外出する機会が減ってきたので毎週末はこが し山に登山に出かけて、頂上でお昼を食べてリフレッシュしています。」
ごろごろころすけさん（宇都宮市）「コロナ禍でストレスが多くなりま した。自分時間は密にならない、就寝前の入浴剤のセレクトによって癒
されています♪」とし3275さん（さくら市）「在宅勤務でおうち時間が 長くなったので、おばあちゃんワンコとのイチャイチャタイムを満喫して
います♪緊急事態宣言が解除されからの楽しみは茨城県での海釣り です。海で日の出を見ながらのコーヒータイムは最高のひと時です 
(^-^)v」Moka665さん（真岡市）「子育て中でなかなか習い事が難し いですが、コロナの影響でオンラインの講座がたくさん出てきている
ので、家にいながらすきま時間に自分の好きなことを勉強できていま す。今までと時間の使い方が変わり、生活に潤いが出来たのでこれか
らもやっていきたいです。」とちおとめ( -゚ )゚さん（宇都宮市）「前向きに 楽しんでいること！私が前向きに楽しんでいることは、コロナ禍で太っ
てしまったので、ウォーキングを楽しんでいます。季節の移ろいがダイ レクトに感じられるので、とてもありがたいです。」ましゃにゃんさん
（足利市）「家族では公園にお弁当を持っていったり、自転車に乗った りと、体を動かして遊べることを意識しています！私個人はアルバム作
りを始めたので子どもたちの写真を可愛くレイアウトして楽しんでい ます」みっさ3310さん（益子町）「前向きな事コロナ禍で、外出が少な
い中家庭菜園、家のリホームをしています。天気のいい日に和室の壁 を塗り替えを始めました。左官屋に弟子入りしないとダメかな！自分な
りに納得の仕上げに苦労してます～。」金之助さん（鹿沼市）「仕事で、 お客様とお会いし、お話、活動を通していろんな発見や学び！そして、
感謝の言葉を頂けるそれが、私の元気の源です！」Chocさん（鹿沼 市）「できるだけ毎日ウォーキングするようにしています。近所をちょ
ろっと歩く時が多いのですが、時間のある時は公園を2、3週歩くよう にしています。長岡公園によく行きます。少しでも歩いて汗を出すとスッ
キリします！」あやへいさん（宇都宮市）「コロナ禍で家にいる時間が 増えた。どうせならもっともっと快適に過ごせる空間にしようじゃない
か～！！と思い…。築10年になるマイホームの掃除から始まりメンテナ ンスや模様替え、不用品を売ったり住まいの見直しをしています。おか
げさまで家が大好きになり、綺麗になって気持ちもスッキリ！一石二 鳥です！！まだまだやるぞ～！！！」あこ3333さん（宇都宮市）「免疫力
アップのため、毎日ウォーキングを始めました。5km！あまり歩く習慣 がなかったけど、歩いてみると、こんなところにこんなお店があったん
だ！とか新しい発見がたくさんありました。コロナに負けずに頑張りま しょう♪」まゆぴょんさん（宇都宮市）「野球観戦やライブ鑑賞が趣味
ですが、コロナ禍なので2年間自粛してます。来年こそは！と前向きに 考え、グッズだけは購入してます！野球場やライブ会場で声を出して応
援できる日を首を長くして待ちながら、お家の中では大声援を送って ます。」みゅうちっちさん（宇都宮市）「コロナ禍で人と会いにくくなって
しまった自分時間は密にならない屋外で1人で写真で楽しむ時間が増 えました。近場でもまだまだ知らない所もたくさんあり色んな発見の
日々です。」のんのん930さん（宇都宮市）「鉢植え花を複数育ててい ます。鉢の数だけ手入れが大変ですが、花が咲くと僅かな期間でも和
むものです。9・10・11月と何故か桜も咲きました。」スコープドッグさ ん（宇都宮市）「旦那が在宅勤務になったので、お昼ご飯はKALDIの
キットを使って作った料理で、子供が食べられないスパイシーな味や 香りを楽しんでいます大体2人前セットなので、旦那が家にいて良かっ
たと思えます」もへさん（宇都宮市）「コロナ禍子の誕生日にサッカー ボールをプレゼント。広い場所で息子とのパス交換は笑顔に向かって
前向きに進んでます！」Ichita13さん（益子町）「宇都宮市の名所：大 谷で楽しいことが起こる予感！！どこにも行けないことが多いコロナ禍
でそれも完璧なコロナ対策の中で楽しい映画鑑賞ができるなんて何 て素晴らしいのでしょう。家に籠っている皆さん、一緒に楽しみましょ
う。元気を出しましょう。」あんともさん（宇都宮市）「おうち時間が長 くなったのでピアノを習いはじめました！！１曲でも弾けるようになるよ
うにがんばってます。」うめぼうさん（小山市）「コロナ禍で家にいる時 間が増え、暇つぶしに始めた料理、自分で作ったものはなんて美味しい
んだ。料理しながら飲むお酒もまた格別」デコヒロシさん（宇都宮市） 「寝る前に子供達と和室でバレーとかドッジボールするのが楽しい！天
井低いからすぐ当たって変な方向にボールが飛んでったり、家具の間 にボールがはまったりすると子供達が大笑いして、楽しい気持ちで寝ら
れる気がする！その大笑いを見てる私も楽しくなる」じょこさん（宇都 宮市）「今、前向きに頑張っているのは…寝る前のブルブルマシーン☆
好きな曲を聴きながら?DVDを観ながら全身ブルブル?ムダなお肉を 引き締めながら手軽にストレス発散してます?(?^o^?)?いぇい!!!」あや
栃木四池?さん（宇都宮市）「「前向きに取り組んでいること」整理収 納・整理整頓がどうしても苦手で…今まで避けていたのですが 自粛生
活を機に思い切って断捨離を始めました。主人の手助けもあり二人 三脚で気になった箇所を少しずつ。引っ越し以来 手つかずだったダン
ボールの中身をキレイにしたり お互いの実家から持ってきた想い出 の数々 そして子どもたちの作品などなど…写真をとって『ありがとう』
と処分する事が出来ました。自粛生活のおかげで『断捨離』と言う良 い習慣が身に付いたので今後も前向きに楽しんでいきたいと思います?」TIKAさん（宇都
宮市）「コロナ禍になってから、自粛ということで今まで気になってい たけど、なかなか手をつけられていなかったパン作りを始めました！子供達も大喜びで、
一緒に作っています♪やればやるほど、奥が深く、楽しくなってきて、 自粛が良いキッカケになったと思います(́ - `*)」ふいさん（宇都宮市）「元々アウトドアが
大好きで、子どもたちとキャンプしたり、BBQしたり、楽しんでいまし たが、コロナでますますアウトドア沼にハマってしまい、資格を色々取って、人に教えられ
る程になりました！好きをとことん突き詰めることが出来て、充実した 日々が送れています^_^」hiroco86さん（宇都宮市）「私が前向きに楽しんでいることは、
仕事の休憩中にコーヒーを飲みに行ったり、カラオケでストレス発散 をしてたりして楽しんでます！」ぽこにゃん1210さん（宇都宮市）「家族で公園へ行ったり
歩きや自転車でお散歩したり、家ではみんなでゲームをしたり、工作 やお菓子作りをしたりと、コロナ禍だからこそ子ども達が楽しく過ごせるようにといろいろ
やってみてます( * ?? ?* )」ひよひなmamaさん（矢板市）「子供が頑 張っているミュージカルサークルの応援と写真です。子供達が一生懸命にひとつの事に
打ち込み、作品が完成されると感動ものです。写真は私の趣味♪お 写んぽするのが楽しいです。身近な所の秋をパシャっとしてきました。」JUJUさんさん（鹿
沼市）「今、ボルタリングにはまっています！近くのボルタリングジムに 通い始めました。難しい課題を登っているとき、知らない方が下からアドバイスや応援して
くれて、ゴールまで登り切った時、なんとも言えない達成感が味わえ ます。少しずつですが上達していくことが嬉しくてたまりません。オリンピックの影響でしょ
うか小さなお子さんから年配の方までいろんな方がやっています。前 向きに何かにチャレンジすることは年齢関係なく素晴らしいことだと思います。」テディマ
マさん（宇都宮市）「外食を控えて、自炊を頑張っています！お店様の 手間暇かけた料理の価値を、これまで以上に感じることのできた期間でした。また、飲食
店さんに少しでもお力添えできるように、週に一度は、テイクアウトを 注文しております♪」ぽっむさん（宇都宮市）「前向きに楽しくDIY！おウチ時間が増えたお
かげで息子も道具が使えるようになり、今や2人で没頭してます。写真 は息子が作った作品。おウチ時間が快適になって子どもと同じ趣味が持てて、最高で
す！」zionさん（真岡市）「我が家の中１娘部活で紅一点で、１年で既 に副部長、そして後期学級委員も兼任大変ではないのかしらと親としては思うのですが
『楽しんでやるしかない！』とのこと　そんな娘を見ている夫と私も今 後の娘の成長を楽しみにしています」PENPEN♪さん（宇都宮市）「受験生の息子に あま
り口うるさくならないように 勉強中の姿を動画に撮影し 注意したく なったら 動画を見て 頑張っているねと 声かけをしています。」なおさんさんさん（宇都宮
市）「4月から手話を習っています。昔から覚えたかった、何か役に立 ちたかった、ろう者の方とお話ししたかったを形に。他言語なので難しいけれど、表情も
手も感情もあらわして、とにかく楽しく学ぼうと初心を忘れないで やっています。」夏生さん（宇都宮市）「元々ニートなので(笑)家で何かするのは得意なの
ですが、この状況のおかげで、絵をさらによく描くようになりました。 絵を描くことで、自分は何が好きなのか、どうしてこれに惹かれるのかなど自分との対話
が増えていきます。自分ってこんなことに興味があるんだなぁと発見 したり。それから、普段は流して見ていた物の美しさや造形の細かさなどに敏感になりま
す。描くことは観察することでもあるので、自分だけでなく、他の物へ の愛着も強くなります。今まで知ろうとしなかった事の名前や由来、歴史を知ったり。絵を
描くのはほんと素敵なことです。」侘助さん（宇都宮市）「緊急事態宣 言中は外出を控えていたため、休日の午前中に、近所を子どもと一緒に散歩するようにな
りました。これまで知らなかったお店や建物、公園などを見つけられ て良かった！」morninさん（宇都宮市）「おうち時間が増えてこもりがちでしたが、近くの
河川敷へ行って土手を散歩しています。朝日を浴びることで気分がリ フレッシュして、前向きな気持ちになれます！」ベティ。。さん（小山市）「庭いじり、自分で
育てた花が咲くと感動します。こちらの気持ちを受け取ってくれてあ りがとう。来年はどんな花壇にしようか考えるのもたのしいです。」わりくう山羊座さん（宇
都宮市）「外食が減り、みんなで料理をする機会が増えました！もっと レパートリー増やせるように頑張ります＼(^o^)／」Kaori Hasegawaさん（宇都宮市）「リ
モートや仕事の時短で、家族と過ごす時間が増えた！夕ごはんが一 緒に食べられると、子どもたちとも話が弾んで楽しい！」shmkyさん（宇都宮市）「たべる
ことが大好きなので仕事が休みの日は栃ナビでお店を探して食べに 行ったり買いに行ったりすることが毎週末の楽しみです。」ひいひいさん（宇都宮市）「『前
向きに取り組んでること』コロナ禍でお出掛けがなかなか難しいので、日本各地の伝統工芸品の勉強しています。コロナが収まったら全国の伝統工芸品を実際に観に行くのを楽
しみにしております。」くまこたさん（宇都宮市）「私が前向きに楽しんでいる事はジョギングです。コロナで人混みに外出できなかったので気分転換と運動不足解消ではじめまし
た。ただ走るだけだと疲れるだけと思い「なるべく知らない道を通る」というルールで走っています。道に迷う事もありますが、それもまた脱出する楽しみでもあり、徐々に走行距
離も伸びてきております。ドライブインシアターは子供心に憧れがあったのですが、大人になったら廃れてしまったのでめちゃくちゃ楽しみです！」油風呂さん（宇都宮市）「今、わ
たしを前向きにしてくれるのが息子の学童野球です。週末の練習や試合に付き添うわけなんですが、本当に子どもたち(自分の息子以外の子供たちからも)に元気をもらえるんで
す。楽しかったり、苦しそうだったり、いろいろな彼らの表情に胸がキュンキュンしちゃう！そして、部員たちがどんどん上達していく様子には驚き！子どもたちの吸収力って本当に
スゴイですね！彼らのガンバリに、週末勇気をもらってまた週明けのシゴトがんばろ！って思うパパであります。」のりのりでいくおさん（宇都宮市）

そば、ポテトを手作りして家族で屋台ごっこをしています。」エミ8410さん（日光市）「ドライブインシアター in 大谷町企画、とても素敵ですね。みなさんの前向きのクチコミを拝見しているだけでとても楽しいし、自分もがんばろう、という気持ちになります。多くのかたが体力づくりをされているようですが、私も歩くことを日課とするようになりました。最近は歩数によってキャ
ラが育ったりするアプリゲームを利用し近場の穴場の公園や記念碑などに興味を持つようにもなりました。もしご縁があってドライブインシアターIN大谷に参加できるなら、明るいうちは、大谷資料館や観音様なども歩いて散策したいと思います。」三時見さん（矢板市）「家族でアイススケートを始めました。最初は私が子供たちに教えていたのですが、息子たちの方が上達
が早くいつの間に私が教えられてます。楽しみながら気長に続けたいです！」ロマンスキンさん（小山市）「山登り、四季折々の変化を、堪能し自然と触れ合う事でストレス発散、健康維持、やまの頂上で食べる昼食、コーヒー最高。頂上まで登る満足感と達成感が得られる事が明日への活力となってる。」ミエミエさん（宇都宮市）「コロナ禍で外出も外食もままならず、おうち
時間が増えました。そこでおうち時間を有効に活用しよう！…と前向きに実行したのは《断捨離》と《終活》です。元々片付けや収納、整理整頓が嫌いじゃなくむしろ趣味と言えるのですが…実家は約十年前に急逝した母の遺品に未だに手がつけられず、ほぼ当時のまま…気が付けば自身も60目前です。「このまま歳をとり気力も体力も衰えて動けなくなったら大変！」「子供
たちには迷惑は掛けられない」「やるなら今！」と思い奮起しました！エコステーション、廃品回収、フリマアプリを利用し、実家も家もモノが減り随分スッキリ片付きました(母の洋服は処分できませんでした(T-T))やっぱ片付け、収納、整理整頓は楽し～い♪やって良かった～(o^O^o)」よっぴ1216さん（矢板市）「今年は少し体調を崩してしまい体力Downで趣味のロードバ
イクにあまり乗れなかったのですが、そのおかげで電動アシスト付きのE-BIKEに出会うことができました。E-BIKEで自然の中を走るの楽しいですよ～！ 体力Downの分はモーターがアシストしてくれるので安心。ちょっと自転車に興味があるけど、体力に自信のない方にもオススメです。」Masaruさん（上三川町）「仕事でのストレスを発散するため休日は妻と栃木中のカ
フェをぷらぷらしてます財布の中身は寂しくなるけど心は満たされ月曜からまた頑張れます」テメレアさん（高根沢町）「日の出前に空が赤く染まるのを楽しみにベランダへ出て、日の出の眩しい太陽を見ながら毎朝ストレッチをしています。空気は冷たいけれど一日頑張れる様な気がします。ドライブインシアターは懐かしいです。昔鹿沼でドライブインシアターを見て以来。
誰にも気兼ねなく好きなスタイルで見られるのがいいですよね。もう一度見られたら嬉しいなあ。」あや01さん（小山市）「わたしが前向きに楽しんでいることは、ストレスを抱えないように、ジムに行ったり友達とランチしたり、買い物をしたりと1人の時間を作ることです！息子がいるので、休日は公園に連れていっているため平日に自分の時間を作ります♪」まなざらさん（宇
都宮市）「以前は嫌いだった掃除です。おうち時間が増え、家にいる時間が増えると忙しい時は見えなかった(見て見ぬふりとも言える)ことが気になるようになりました。長い時間いるのだから綺麗にしようと思えるようになり、今はどうすれば効率的に綺麗にできるか掃除を楽しんでいます。」tdimdさん（宇都宮市）「運動のためにウォーキングを開始！栃木県には、散策に
ピッタリの公園がたくさんあります。四季の移り変わりを感じられ、澄んだ空気に癒されます。テレワークのために購入したイヤホンも大活躍。ラジオ英会話を聞きながら、マスク越しにリピートでぶつぶつ言いながら歩っています♪」くまのこさん（上三川町）「大好きな旅行が出来ず家で過ごす時間が増えたので苦手なパソコンを学びました。毎日新しいことを知り　できる
ようになることがとても新鮮でした。」スピカ32さん（宇都宮市）「毎日　お化粧をする中、マスクの中までは見えませんが、半分だけするのではなく、綺麗にお化粧する事でモチベーションもあがり気分をあげています。ドライブインシアター。子供の頃に家族でよく行ったことを思い出しました。是非我が子にも味合わせてあげたいです。」ぐりまるさん（鹿沼市）　　　「コロ
ナ禍前の口癖は「あ～忙しい」でした。高齢の母との会話は何かをしながら目も合わせず。それが時間が出来て、以前勉強したユマニチュードを取り入れながら会話をしていると母の記憶力が良くなっている！効果を理解していても家族には忙しさを理由に実践していなかった事を反省です。今は積極的に触れて目を合わせ会話をしています。それでも適当になる日も多い
ですが、少しずつ取り組んでいます！因みに昔、鹿沼にはドライブインシアターがありました。最後に観たのは「タイタニッ ク」今も良い思い出となっています♪」らいぶさん（鹿沼市）「今年に入り、ワンちゃんを飼いました。子供達は大きくなり、公園に行く事はなくなりましたが、ワンちゃんの散歩で色々な公園に行く楽しみが増えました。公園によって緑や歩道も違うので新
鮮な気持ちで散歩を楽しんでいます。」どんちゃんさん（宇都宮市）「今の季節、駅東公園の銀杏並木がとても綺麗です。ワンちゃんとのお散歩コースとして楽しめます。週末は家族連れが多く、賑やかな公園です。」どんちゃんさん（宇都宮市）「コロナの時代だから映画館と違ってみつにならないし車で観れるから子供がいる方でも安心して観れるところがいいですね」
saya.150さん（大田原市）「前向きに楽しんでいること！それは、家族で「今日はどこのお店にする？」とワクワクしながら、いろんなお店や友人、先輩のお店のテイクアウトを楽しんでいます！美味しいものを食べることが一番、幸せです！コロナが落ち着いても、時々はテイクアウトを楽しみたいです。」にじのははさん（宇都宮市）「スポーツジムVERUSに通い始めました。ス
タジオで行うzumbaというフィットネスダンスで汗をかき30分は、トレーニングマシーンで筋力アップに頑張っています。」小梅どんさん（宇都宮市）「前向きに楽しんでいること前向きにカメラ活動を楽しんでいます！四季折々の景色だったり家族の写真だったりカメラ楽しい?」ちー1205さん（さくら市）「コロナ禍ですが念願のマイホームを買いました。今では自宅で過ごす
ことに喜びを感じています。大きめのテレビを購入して、ドラマや映画などを見ながら休日を過ごしています。早く劇場へ出向いて、安心して作品を鑑賞したいです！」マミさん（佐野市）「お出かけできない日々が続きましたが、おうちにいても楽しめることを探して、お祭りを手作りしました。お祭りでは焼きそば、唐揚げ、ポテト、かき氷をキッチンで屋台みたいにして作って、
きんぎょすくい、ゲーム、くじ、花火なども用意して遊びました。子供たちのお友達も浴衣でおうちに来てくれて、みんな大喜びでした。準備は大変でしたが楽しんでる子供たちをお出かけしなくても、見られてよかったです。」かな4545さん（大田原市）「コロナ禍の余力時間で誰かが幸せになってもらえる時間に充てたいと、保護ワンコを家族として迎え入れました。ワンコと
一緒に大谷散策を毎週末の日課としてと楽しんでいます。ワンコがいなければ、歩く習慣さえなかった私は今では、すっかりウォーカーです。」ヒラリーさん（宇都宮市）「家族の職場が遠くになったため、朝食は車内で食べられるおにぎりと卵焼きがメインになりました。毎日同じおにぎりの具材や卵焼きにならないように作っています。栄養不足にならないように具材を考えて
ます。」とっちおとめさん（足利市）「県外になかなが行きづらい中、栃木県内の温泉やキャンプ、行ったことのない公園など栃木の魅力探しを楽しんでいます！ドライブインシアター、当選しましたら家族みんなで楽しみたいと思います。」やさんさん（宇都宮市）「前向きに楽しんでいること　自粛期間中、外に出かけたい子供たちですが、家で楽しめるようにと親子で料理を
始めました。最初は包丁を持つのが怖かった小4の娘も最近では「私が切りたい！」と進んで手伝えるようになりました。また、中2の息子も簡単な料理なら作れるようになり、週末のお昼を作ってくれたりもします。こんな時期だからこそできた時間とても良かったと思います。」紫雲さん（小山市）「前向きに取り組んでいる事は、コロナ禍であまり出掛けられないため近所の
ジョギングを週2～3回行ってます。季節柄、今は汗をかいて清 し々気分になれ、ストレスも発散でき、健康にも良くて、一石三鳥です。」なおすけ1208さん（茨城県結城市）「外食が思うように出来なかったので、テイクアウトで食事を楽しんでいましたが、好みのものをまねて料理をするようになってから料理を作る事・もちろん食べること（笑）がストレス発散になってます。」
母はつよいのよさん（宇都宮市）「子供と一緒に公園で体を動かして過ごすことがすごくリフレッシュされ癒される。コロナで家の中で楽しめることを探して2年。公園で遊ぶ、外に出て深呼吸がどんなに新鮮か、幸せなことがと実感しました。」mammy。さん（栃木市）「おうち時間では、栃木内行きたいところlist"を作成して、コロナ明けの楽しみを1つ1つためている最中で
す。他県から栃木県に引っ越してきて1年経ちましたが、コロナ禍中でなかなか思い通りの外出が出来ず、モヤモヤしておりました、、、そんな中で栃ナビから配信された栃木の魅力をたくさん見て、行きたいところが増えました！まだまだ知らないところばかりなので"行きたいところlist"が"行ったところlist"に変わるようにはやくたくさんお出かけしたいです♪"」マブポンさん
（小山市）「日々のお弁当作りを楽しんでいます。早起きはつらいけど野菜たっぷりの食べたいものを詰め込んだお弁当で家族がお昼を楽しみにしてくれたらいいなと思っています。」じょりーさん（宇都宮市）「前向きに楽しんでることは…遠くに外出する機会は激減してしまいましたが…近くの、えっ？！こんなところに！とか、こんな風景が見える場所が歩いていけるところで
☆とか、近くの楽しくて素敵な場所が再発見する事を前向きに楽しんでます(ノ^∇^)ノ大谷町の大家資料館も県内で洞窟探検みたいなのが楽しめる所っと思い、コロナ禍の中でしたが、足を延ばしてみました！近くにこんなに壮大で素敵な空間があったなんて☆っと感動しました！ドライブインシアターをあの壮大な空間で出来るのは素晴らしい事ですね (ヽ°ω°)ノ当たり
ますよーに(*-ω人)」がちゃpinさん（栃木市）「家族時間を大切にしています！近所のお店をまわったり、テイクアウトして家でゆっくりしながらおしゃべりする時間が最高です！」jno8さん（宇都宮市）「おうち時間が増えてYouTubeに没頭しています！美容のことや、料理のことをたくさん吸収して、実際に活かしています！」jno8さん（宇都宮市）「私は今カメラを楽しんでま
す。コロナ禍で出かける機会は少なくなったけど、外に散歩に行った時など花など季節のものを写真に撮る楽しみができた。」ちゃみたんさん（宇都宮市）「当たり前の事を当たり前と思わず、些細なことでも１つ１つ感謝できるようになりました！コロナ禍で仕事の研修や活動の場がオンライン・SNS中心となり、不慣れからのスタートでしたが、使いこなして自分の武器にし
たり、お客様へ安心して安全にご利用していただくために、どんなことが必要か、どんなことが喜ばれるか、現状を把握して、ニーズを汲み取りながら試行錯誤の毎日です！今まで以上にお客様含め支えていただいている関係者の方々への感謝の気持ちを噛み締めています！」jno8さん（宇都宮市）「家の中にお気に入りの雑貨やグリーンや庭の花を、ドライフラワーにして
飾ってます。あれこれまよいながらも自分の、すきな物に囲まれて癒されてます^ ^」みきみき95さん（宇都宮市）「日々癒しを求めて、かわいい動物を見つけること！InstagramやTwitterで見つけては、癒されてます。最近の一押しは、エキゾチックショートヘアです。鼻ぺちゃの猫ちゃんで、とてもかわいいです。いつかペットを飼える日を夢見て、毎日楽しんでます。」じゅりー
さん（宇都宮市）「好きな人と美味しいものを食べたり、出掛けたり、一緒の時間を大切にして、ごめんねよりありがとうをたくさん伝えるようにしてる」jimamiさん（宇都宮市）「前向きに楽しんでいること！うちでは、このコロナ禍どこにも行けないため。お家アウトドアを楽しんだり、キャンプがすきなので、庭でBBQをして、焚き火してなどなどアウトドアを毎週週末は、楽しん
でいます。」武藤 真寿美さん「宇都宮で有名な大谷石を背景にして映画を見られるなんて、コロナ禍で溜まったストレスから解放されるの間違いなし！！！」たかはしもえさん（鹿沼市）「1日の終わりに、子どもと一緒に本を読み、マッサージをして楽しんでいます。1人の読書も好きですが、子どもと共に読む本は楽しさ倍増です。マッサージは、マッサージする側にもリラック
ス効果があるそうで、お互いに心地良い睡眠導入になっています。」miruronさん（宇都宮市）「最近、子どもが大好きなSL大樹をよく見に行っています♪今までウルトラマンになるのが夢だった息子が「大樹を整備する人」を志すようになりました。笑」kii&chiiさん（鹿沼市）「前向きに頑張っていることは…疲労困憊で起きるのが辛い時にも目が覚めたら「今日も一日楽しむ
ぞぉー。」と自分に言い聞かせることです。」ゆー813まー611さん（宇都宮市）「去年の6月散歩をしてた際小さな捨て猫を見つけました。コロナ禍で家にいる事が殆どだったので勢いで保護しました。世話をしていくうちに猫が大好きになっていきました。将来は保護猫と地域猫が集まるカフェを開きたいと考えてるほどです。コロナ禍と偶然見つけた子猫、タイミングが奇跡
的でした。コロナ禍でなかったら決して保護していなかったと思います。うちに来てから1年以上が経過し家族の一員として充分なほど馴染み、憂鬱なコロナ禍でも癒しを与えてくれます。私に将来の夢をも与えてくれ感謝してもしきれません。」かとうさん（茂木町）「コロナ禍に於ける移動自粛してましたが　この機会に車中泊を前向きに楽しんでます、でも冬と真夏は無理
かなw」えーすけさん（千葉県酒々井町）「コロナ禍で様々な自粛がありましたが、そんな中でも県内の素敵な場所でたくさんキャンプが出来、家族と大切な思い出が出来ました。世界に誇れる地元日光、大好きな栃木県でこれからも家族時間を増やしていきたいです^ ^」ひいいいさん（鹿沼市）「前向きに取り組んでいること。それは、おうちご飯の充実。テイクアウトも利用し
て、今まで行きたくても行かなかったレストランの味を自宅で堪能しています。自炊の機会も増えて、子どもたちが料理に興味を持ち始めました！」おチビちゃんさん（宇都宮市）「おうち時間も増え、ガーデニングを始めました！家族とも成長を楽しめています！冬が終わったら春は何を育てるか話すのも楽しみの一つです♪」めぽちゃんさん（日光市）「保育学生です！来年度
から保育士として働くため、学生生活集大成となる卒業発表会に向けてクラス一丸となり、前向きに取り組んでいます！」himikaさん（宇都宮市）「買ってから1 年以上眠らせて いたウクレレを始めました！もっと早く始めればよかったと後悔するくらい弾くのが楽しくて、それに思っていたよりかなり簡単で、毎日YouTube見ながら頑張っ
て練習していますそんな私を見て友達もウクレレを買い、練習に励んでいるようです(笑) これを読んだ方にもウクレレやってみようって思う方がいたらい い な ～」happa88さん（真岡市）「私の前向きに楽しんでいること！直売所巡り→お料理です！！新鮮なお野菜や果物などなど、とちぎをまるごといただいてい
ます(*^^*)」strawberry703さん（小山市）「栃木県の観光を楽しむようにしてます。県外に行かなくても楽しめるイベント探してます。そして、県外の人 が栃木県に沢山来てもらいたいです。」hosipeeさん（宇都宮市）「県外出身なので、栃木のラーメン屋やカフェ巡りを楽しんでいます！ラーメンもコー
ヒーもレベルが高くて、いつも休日を待ち遠しく感じています！」らーめん好きさん「夕食後、YouTubeダイエットダンスを見ながら踊ってます。お気 に入りのBTSの曲で踊り、汗をかくと一日の疲れも飛んでいきます。」ハムすけGOさん（宇都宮市）「コロナ禍でなかなか家から出られない、でも家に
居すぎてどこかに行きたい、息抜きがしたい！そんな時に密にならずに自分の車の中から映画を見ることができるところがとてもおすすめです！」 minto3010さん（日光市）「前向きに取り組んでいること→看護師をやっていて、コロナ禍でも頑張りました！！！大変なことも沢山ありますが、これ
も一つの経験として日々の業務に活かしています」かすみん0008さん（宇都宮市）「コロナ期間でおうち時間が長くなり、体重が増えてしまいまし た…そんな中、ジムに行き始め、筋トレに目覚めました！筋トレが終わると気持ちもスッキリ晴れます??少しづつ体にも変化が出てきてやる気もよ
り一層upし、とてもいい習慣になっています！」me8181さん（宇都宮市）「腰痛に苦しんでいるので、去年からウォーキングを始めました。最初は 200m歩くのもつらかったけれど、今は2～３km歩けるようになりました。でもまだ左足の親指は痺れていますけど.....」bonchan50さん（栃木
市）「コロナで外出があまりできなくなりガーデニング、野菜作りを楽しんでいます。野菜のサンチュを植え大きく育った葉っぱを収穫して食べる 様にしているのですが、次から次に収穫できて良いです。お野菜高いので庭で野菜作り少しではありますが楽しみながらやっています。」
chiko777さん（壬生町）「お家時間が増えたので家でできる趣味を色 と々見つけ、お家時間を楽しんでいます！最近ではレザークラフトや映画 鑑賞など色々楽しんでます」ゆきなちゃん（宇都宮市）「お家時間が増えて丁寧に暮らそうという意識が強くなり、過ごしやすい部屋や身体にい
い食事を意識するようになりました！外にばかり目が行っていた頃より気持ちに余裕が持ててるような気がします。お陰で新しい事にチャレン ジする勇気も芽生えてきました！」daiana5128さん（宇都宮市）「コロナの影響で外出がなかなか出来なかったので、最近はドライブを楽しん
でいます。最近肌寒いけど気持ちいいので、紅葉を楽しんだり、空気の澄んでいる日に富士山をぼーっと眺めたりしています^ ^」こしさん（下野 市）「手話を勉強中の私。コロナ禍でずいぶんテレビで手話が映る機会が増えて、自分の勉強にもなるし、周りも興味を持ってくれる人が増えて
きて、手話を聞かれることも増えて。これからも引き続き勉強してスキルアップ目指します。」nutsさん（小山市）「おうちでピザを焼いたりスコー ン作りをするように(*́ ?`*)おうち時間が増えたことで日 を々丁寧に過ごせるようになってきた気がします?オーブンの出番が格段に増えました
（笑）」hokohokoさん（宇都宮市）「図書館で本とCDを借りてきてドライブに出かけるのが楽しいです。借りてきたCDを流しながらのドライブ。 昔流行った洋楽などにハイテンションになり車内がDISCO会場になりきや思わず踊りだしたくなったり、森林の中で読書をして疲れたらおいし
い空気で深呼吸してリフレッシュしてきます。」しょこたん0504さん（宇都宮市）「趣味のプランター菜園が、庭の片隅にて畑にグレードアップ！息 子が小学校から持って帰ってきたピーマンを地植えにしたら、もりもり実が成り最終的に150個位収穫できました～！」momo-anさん（鹿沼市）
「家で過ごす家族時間が増えたので、家でカラオケ大会やお庭でレストランごっこをして外出気分を味わえる様にしています^_^」ストロベリー大 好きさん（宇都宮市）「前向きに生活してることはダイエットです仕事から帰宅後は３０分はウォーキング 休みの日は1万歩は歩くように努力してい
ますだらだら生活からメリハリつけての生活になりました」はる0328さん（野木町）「前向きに楽しんでいること！は、ジョギングです。リモートワー クで、通勤が無くなった時間を利用して走ってます。ただ、おうち時間が増えるとともに体重も増えてしまった為、まだ、すぐに疲れて歩いてしまって
ますが、少しずつ走る分を増やしていきたいです。」K-E-Nさん（宇都宮市）「育児に悩む娘から時折メールが来ます。娘を励ます"を理由に、初孫の顔 を見に行くこと私たち夫婦の密かな楽しみです。"」ミユちゃんミクちゃんさん（茨城県古河市）「コロナが続く中、今年念願のマイホームが建ちまし
た！！今までにないぐらい家族との時間が増え釣りやキャンプ、サイクリングなど遊び放題です！！！また、今年の春には三男が無事産まれてきてくれて 大賑わいです！」KenTo10623さん（那須塩原市）「コロナの影響で、生活もだいぶ変わりましたが、そういう環境の中で、まずはコロナにかからないよ
うに感染対策をしっかりと行うとともに、健康を保つための一環として、運動を心がけています。ジムに通ってますが、無理やりではなく、無理せずマイペー スで行うことにより、前向きにトレーニングが出来るようになりました。面倒くさがりな自分がまさかここまで運動が続くとは思ってなかったですが、体を動
かすことによって気持ちが前向きになり、仕事もはかどるなど好影響をもたらしています。これからも、気楽に楽しく続けていきたいです。」ぐろーりーさん（宇 都宮市）「おウチ時間を生かして料理の修行中！妊娠中の妻やお腹の中の赤ちゃんの為にもレパートリー増やせるよう頑張るぞ！」こしさん（下野市）「外食や
外出自粛の間は自宅でBBQや趣味の運動の動画を自宅で見たり、解禁になる日を夢見て日 を々過ごしてきました。新しい知識を身につけるべく、セミナー申込も してみたりしています。」みーじさん（宇都宮市）「雨の日や雪の日は、なぜか憂鬱になってしまい、外へ出るのが億劫ですが、子供はどんなお天気でもお構いなし！
私も気持ちを入れ替えて、雨の日の楽しいことや雪の日の楽しいことなど、お天気に左右されない過ごし方を前向きに楽しんでいます♪」すぷりんぐさん（宇都宮市） 「テレビを見ながらストレッチ。就寝前にストレッチ。体調良好。腰痛激減。いい事だらけ^ ^これからも続けたいです。いつまで続くかお楽しみに。」のんのん0326さ
ん（宇都宮市）「私の前向きに楽しんでいる事は、コロナ禍で外出出来ない中、子供達と自転車でサイクリングに出掛ける事です。車の運動中には気がつかなかった景色 に出会えた時は最高の気分です。お腹が空いた時はおいしい物を食べて帰ったり、楽しい時間を過ごしています！」みきたまさん（鹿沼市）「おうち時間が長くなったの
で、年中の娘と一緒にじぃじやばぁばやお友達にたくさんお手紙を書いています。楽しみながら平仮名や片仮名のお勉強ができてラッキー！みんなもハッピー！！！」すみと まさん（宇都宮市）「私はおうち時間が増えたのでベランダ菜園を始めました。採りたてのフレッシュな野菜はとても美味しく楽しんで栽培しています。最初は失敗の少ない
葉物など育てていましたが、温度管理なども慣れてきたので来年はイチゴの栽培にチャレンジしてみたいと考えています！」エディタさん（小山市）「看護師として働いています。 おうち時間が長くなったのでより一層勉強に励んでいます。コロナと隣り合わせの仕事ですが、一つでも多くの命を救うことができますように。」えりーにょさん（宇都宮市）「コ
ロナの影響で遠出が出来なくなってしまったので栃木県内にある素敵なスポットを見つけお出掛け気分を楽しんでいます！知らなかった場所や美味しいご飯屋さんなどが沢山あ り改めて栃木の魅力を感じました♪」knm6さん（宇都宮市）「寒くなってきました！大好きなあったかスープの季節です^_^?シチュー、ミネストローネ、ポトフに豚汁、けんちん汁。具
だくさん派なのでお野菜をたっぷり入れて栄養をしっかりとれるようにします。スープにすると子どもたちもモリモリ野菜を食べてくれます！お鍋いっぱいに作って仕事のランチタイム にもスープジャーで持参^_^スープとおにぎりは最高の組み合わせ～体も温まるし上手く食べればダイエットにも?家族に飽きられないようもっとレパートリーを増やしていこうと思い
ます」ちゃんゆう0330さん（宇都宮市）「ドラマの原作の漫画を読む事です。今では恋ですというドラマが放送されてるんですが、主人公は、目が不自由なのですが、ヤンキーと出逢っ た事で人生を大きく変えるキッカケとなる内容です。このドラマを見ると、私も力をもらって嫌な事も前向きに考え行動するようになりました。ドラマや漫画ですが、人に与える影響力は
大きいと思います。ぜひ皆さんにも見て頂きたいです。このドラマをきっかけに皆さんが笑顔になればと思います。」とっと0801さん（宇都宮市）「自宅の庭を飾ってみたり新しい花を植え込んだり自宅時間を満喫しています。最近は少しずつですが気持ち的に外食もする余裕が出て来ましたが気を抜かない用意気を付けながらも楽しい毎日を過ごします♪」ジャスミンさん
（下野市）「休日でも早起きをして行動することです。早起きして勉強をしたり、家族とウォーキングやランニングをしたり、出かけることが日課になっています。貴重な休日を有意義に過ごせて嬉しいです。」hana0101さん（鹿沼市）「今までできなかった家の中の断捨離や整理整頓をがっつり始めてすっごいスッキリしてます☆おかげで今までで１番スッキリした新年迎えそう
です☆」蘭子さん（宇都宮市）「お茶も食事もテラス席を選ぶようにしていたらテラス席にハマりました。最初は換気のためでしたがテラス席の開放感にハマり今では真夏も真冬もテラス席！」S.maiさん（宇都宮市）「毎日の入浴に、各地の温泉入浴剤を入れて、家族で温泉気分を味わいながら、心も身体もリフレッシュしてます！」ドルフィン934さん（佐野市）「家族との時間
を大切にリラックス為に温泉やドライブなど自然を楽しみることで心身共に元気になってます。また自宅での色&香りアロマ効果も取り入れて前向きなエネルギーになっています。心と体の健康を大切に元気に生活しています」ローズきょんさん（宇都宮市）「【前向きに楽しんでること 】自分の時間を作って好きなことをすること。好きな音楽を聞いたり、美味しいコーヒーを
飲んだり、少しでも自分の時間をとってストレス発散して明日の活力にしてます。仕事中に今夜はあれをしよう！とあれこれ考えてる時間も好きです。」ぱぴぷさん（矢板市）「私が前向きに取り組んでいる事は、家族と一緒に散歩をする事です。もともとインドアな私はコロナ前からお家時間を率先していましたが、あまりにも家族とのお家時間が多く日々の生活がマンネリした
時に外を散歩してみたら気持ちがいい事に発見して今は休みの日は少しでも散歩をしてその時の家族との会話を楽しんで過ごしています！インドアな私がいつまで続くか分かりませんが、こたつから抜け出せる様に頑張ります。笑」ハルカリさん（宇都宮市）「コロナで、スポーツクラブも止め、在宅勤務で1日中家の中にいてあまり動かなくなったので、朝と昼に散歩をして歩
くようにしています。」とんとんさん（那須塩原市）「いつ、何時も五感で楽しんでいます♪ウォーキングをしながら季節の移り変わり香り彩りを愉しみ、自然の中に身を置いて鳥のさえずり、虫の鳴き声、刻 と々変わる空の色その瞬間、瞬間を写真に残したり、好みのお店で食や充実した時間を過ごす。一人の時間を大切にして時には自分と向き合う。そして同じ方向を向いて
いる方 と々語り合い、子供の頃から好きなモノ（自然、スポーツカー）ずっと続けていることを（写真、投稿、洋楽&ROCKを聴く）心の底から楽しむこと(o????o)♪?今を大切に！そしてシンプルに！それがsumijonの愉しむコツ♪?ヽ (喜・▽?・*)乂(*・▽?・嬉)ノ♪?」sumijonさん（栃木市）「子犬を飼い始めて 朝夕と公園を散歩する事が増えました！公園の紅葉や夕焼け空、満
月など素敵な景色を楽しんでいます。ウォーキングアプリのスタンプを貯めてドリンクチケットをGetするのも楽しみ♪」うららさん（宇都宮市）「コロナ禍の影響で遠出の機会が減り、好きな撮り歩きも控え気味になってしまってた頃、写真を撮ることからも気持ちが離れちゃいそうになりました。そんな気分のある日、ふと身近に目をやると意外な所に被写体が沢山潜んでい
たことに気が付きました。それは庭の花壇の朝露や街灯に照らされた勝手口の花々だったり、いつもの通勤路や子供たちの通学路だったり。我が家の玄関にドンと構える大谷石の「無事かえる」もそのひとつ。ある時は虹色の春の光を浴びたり、夏の夜はカナブンと戯れてみたり。そんなこんなで今も楽しく写真を撮り続けています。そしてこれからも、大好きな栃木のいいと
こを栃ナビやSNSで発信できたらいいなと思います。皆さまにご覧いただく喜びが、僕の前向きな楽しみの原動力。これからも宜しくお願いしますm(_ _)m」fat-tkさん（鹿沼市）「子供と小さな幸せを見つけて、「ラッキー」と声かけあってます。早起きしてまあるい月が見れた、ラッキー！綺麗な葉っぱ見つけたラッキー！少しでもハッピー笑顔で毎日過ごしていきたいです。」な
ぽりたんたんさん（宇都宮市）「「健康」づくりに積極的に取り組んでいます。最近ではトレッキングをはじめました。美しい自然を感じながら、頂上でお弁当・あったかいコーヒーを頂くのが最高にリフレッシュできます。近場の古賀志山は気軽に行けておススメです！山歩きグッズを色々集めるだけでもワクワクして、前向きな気持ちになれますね^_^」nn-chaoさん（宇都宮市）
「毎日　ダイエットと　体力作りのため踏み台昇降運動やってます。自己満足ですが　続けています。子供も　末っ子も二十歳をすぎ　自分時間が増えたねー」はおはおさん（宇都宮市）「おうち時間は自転車に乗って、いろいろな場所にお出かけしました。例えば、今まで近すぎて行かなかった、家のそばの小川や田んぼ道。今まで気づかなかった発見をして嬉しくなったっ
り、小さな幸せを感じました。これからも小さな幸せ探し、サイクリングを楽しみたいです。」moguttaさん（宇都宮市）「前向きに取り組んでることは少しずつ自分の考えを変えること。今までは嫌な思いとかをしても周りのせいにしたり人は変わらないからって諦めていたけど。今は自分の考えを変えれば楽に生きられることを学んだからすぐには無理だけど少しずつ頑張っ
ているところ。」なかったことにさん（鹿沼市）「コロナ禍の影響で何処にもいけないので、家族みんなで公園に出かけて、バトミントンやフリスビーなど身体を動かして遊ぶ機会が増えました。」Luruさん（さくら市）「コロナ禍でお家時間が増え、断捨離から始まり、ベランダをDIYでリフォームしたり、観葉植物を育てたり、最近は、家の中を徐々にIoT化しており「ただいま～」
で部屋の5ヶ所ある間接照明に灯りが付くようにしたりと、スマートライフ化を楽しんでいます♪」YUCCO！さん（日光市）「もっと自由に海外旅行が行けるようになった時のために、英会話のおけいこを始めました。週一で外国人の先生からレッスンを受けて、日常でも家事をしながらラジオ英会話を聴いています！ＮＹでカフェ巡りするのが夢！！」アンジェリカさん（宇都宮
市）「このコロナ渦で他県移動の制限や自粛で県またぎの移動がしにくい時期が続きましたがそのお陰で愛犬と県内をドライブする事が唯一の楽しみになり今も継続してます。以外と地元でもまだまだ行ったことないけど素敵な場所や食べ物があってより地元栃木愛が深まりました。今回の取組(ドライブインシアター)とても素敵な企画だし楽しみです。」usausaさん（宇都
宮市）「自分の欲しい車を買うためにこのおうち時間など外に出れない時間を利用したりしていっぱい働きました!  栃木県も少しずつイベントなどがまた戻ってきてるのでこの調子で前みたいに栃木県が盛り上がればなって思います。」kids_fishさん（宇都宮市）「私が前向きに楽しんでいる事は、小学生の息子と自転車に乗って、週末の街中サイクリングです。賑わいが戻り
つつある街並みを、自転車に乗りながら、景色や雰囲気を楽しむのはなかなか楽しいです。サイクリングのおかげで、運動不足が解消され肩凝りがなくなりました！！ドライブインシアター、当選したら、我が家の愛車で息子と観に行きます。宜しくお願い致します。」ちもころさん（宇都宮市）「運動不足のため始めた昼休みの屋上までのウォーキング。毎日同じ場所で写真を
撮って、毎回違う景色にいちいち驚いています」さちぞうさん（さくら市）「仕事と子育てに終われダイエットする暇がない！と思っていましたが朝いつもよりちょっと早く起きて10分～15分のたった短い時間でトレーニングをするのを続けるだけで見た目に変化が出てきました！笑　たった10分～15分時間を作るだけなので意外と楽に！楽しく！続けられています??車の中な
ら眠くなったら子供達はそのまま寝られるし、子供達が騒いだりしちゃってもそんなに気にならないと思うので、小さい子供がいる家庭にはとてもありがたい企画です！笑　子供が産まれてから映画館には行けてないのですっごい楽しみです！??　当たったらいいなぁ...????」どぅーかさん（壬生町）「おうち時間が増えて運動不足になりがちなため、ウォーキングを夫婦で始
めました。最初は家の周りを軽く歩く程度でしたが、少しづつ距離を延ばして隣町や近くの公園まで足を運ぶようになり、歩数も多いときは1万歩を超える時も。歩くことで周りをゆっくり観察でき、近場で新たな発見もありました。お金もかからず健康アップにもなり一石二鳥な感じです。」孫はかわいい！さん（宇都宮市）「先日息子の中学時代の仲良しグループが我が家で
BBQ。毎年恒例だったのがコロナ禍で出来ず、今回数年ぶりで開催。始めた頃はみんな独り者。数年ごとに結婚、出産、人数が増え、キャリアを積む子、転職して第二の夢に向かう子さまざま。話の内容もだんだん大人になり、子ども達の成長がうれしく思います。未だにみんながパパ！ママ！と呼んでくれて、気持ちは子どもが中学生の頃のように思わせてくれます。こんなご
時世ですが、私も頑張ろうと前向きになれた素敵な日でした(*^_^*)」ヘップバーンさん（宇都宮市）「家で過ごすことが多くなり今まで手付かずの不要品の片付けを始めました。ネットのフリマで処分をしてお小遣いを貯めて美味しいお取り寄せを楽しんでいます。」しん母さん（大田原市）「少し高い美味しいランチを食べに行って、テンション上げています。自分にご褒美をあ
げて、楽しまなくちゃね?」うさぎんちゃくさん（宇都宮市）「いつも行く公園じゃなく、車でドライブして良さそうな公園探ししてます！気に入ったら、そのまま遊びます！！」まにゃさん（真岡市）「前向きにたのしんでいること家庭菜園です。苗を植え育て、子どもと収穫の喜びを楽しんでいます。たくさん取れた日は、野菜つくしの料理になります。緑ばかりですが^ ^」雪の華さん
（鹿沼市）「おうち時間が増えたので、家で一人で出来るギターを始めました。頭も手も使うのでボケ防止にもなり、一石二鳥です！YouTubeに初心者向けの講座もたくさんあるので習いにいかなくても結構弾けるようになります。」yurieさん（宇都宮市）「自粛が続きなかなかお出かけできませんでしたが、小さい子供2人とお弁当を作ってお庭で食べたりしました！お庭で遊
べる小道具増え、家事をやっている間も勝手に遊んでてくれます（笑）」マカロン82さん（宇都宮市）「家に引きこもらないよう、毎週末１００ｋｍ以上を目標に、サイクリングに出かけています。年齢を考え、将来のために、貯筋を増やすよう頑張っています。」まこりんさん（さくら市）「通常新聞はスマホで見ていましたが、コロナ禍になって紙面でじっくり読むことが出来るよう
になりました。お陰で世の中のことがすごくよく見えてきました。アナログな世界はこんな時にすごくイイと思いました。」f_shigeさん（宇都宮市）「最近、大谷地区で沢山のイベントや道の駅が出店してますよね!この機会に道の駅に寄って、お買い物をして車に乗りながら、家族時間、私時間を満喫しましょう!」せいなさん（宇都宮市）「スポーツ大嫌いだったのですが…コロナ
で行動範囲が狭まり動こうかな??っと始めたウォーキング。今では習慣になりました、休みの日は昼間から緑一杯の公園中を歩く最高です。」ぶどう海さん（栃木市）「コロナ太りを解消するため、YouTube観ながらストレッチを初めました！アロマオイルでリンパ流して、心と身体を整えるようにしています！」せんたくかあちゃんさん（宇都宮市）「人との関わりを無くし、減量
の為、ひたすら縄跳びをしてます。水曜日、土曜日、日曜日の週3日で飛び続け夏よりより3キロ減量です。」よっぴ405さん（那須烏山市）「コロナ禍で家にいることが多くなりずいぶん不要なものを処分しました。部屋に空間がうまれなんだか寂しくなりお花を生けることにしました。この際基本をつかんで生けようとお花を習い始めました。お花を、見ながらどの位置が一番素
敵な感じなのか考えながら生けるのは気持ちも落ち着きとっても素敵な時間です」きっき5さん（栃木市）「お家時間を過ごすことが多かったですが、宣言明け後は、対策を意識しつつ、また、３密回避のため人混みにならない時間、場所を探しながら、外に出ようとしています。検索することも結構、お楽しみです。第１段は戦場ケ原の草紅葉。ちょっと早い時期で早朝に到着
すると人が疎ら。プチ?ハイキングでリフレッシュしつつ、草紅葉は見応えのある風景が広がっていました。第２段は松本城の紅葉　第３段は寒くなりつつある時期、人が少ない、居ない貸し切り状態のプールのあるホテルでスイミング、アクアウォーキング。１時間程度でもリフレッシュ。活動の幅を少しずつ広げて行きたいです。」しゅごキャラさん（鹿沼市）「今まで…野菜は
作ったことがありませんでしたが、亡くなった母が残してくれた畑があったので、コロナ禍の中で野菜作りに初挑戦！食べたい野菜苗や肥料を買ってきて、分からないことはYouTubeで見て学んで、何とか育てて収穫できました。自分で作った野菜には愛着があり、採りたては新鮮で、とても美味しかったです！(草むしりは大変でしたが…。)植えれば育つのです！！今後も食
べたい野菜の種や苗を買ってきて、育てようと思っています。育てる楽しみ！食べる楽しみ！！実感です…。」みのぴーちさん（矢板市）「身体作りのために、ウォーキングを実施している。また、腰痛改善のために、毎日ストレッチ体操も続けて実施している。」かつ0113さん（宇都宮市）「以前より家で過ごすことが増え、家族で過ごす時間も多くなりました。以前は食事中、テレビ
を流し見していたのですが、最近は音楽を流しながら食事をする様にしたら会話が増えました。家族がそれぞれ好きな音楽をかけ、ジャンルは様々ですが、音楽によってこんなに雰囲気良く食事が楽しめるんだと実感して前向きに家族の時間を大切にしています。」苺姫さん（宇都宮市）「オウチ時間が増えたので、バーベキューをしたり、お好み焼きを作ったり、親子で料理
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