
4月2日 「本物の出会い 栃木」春の観光キャンペーンオープニングイベント 宇都宮市 県庁

4月2日 SGC活動「矢板市長峰公園美化活動」 長峰公園

4月2日 片岡駅西口通りOPEN記念イベント 片岡駅西口広場

4月3日 ヴェルフェたかはら那須ホーム開幕戦 運動公園

4月3日 木幡西子ども育成会平成28年度総会 木幡西公民館

4月9日 とち介お誕生会 栃木市 栃木総合運動公園体育館

4月10日 ギュウ農フェス Road To 栃木 東京都江東区 STUDIO COAST

4月12日 PT任命式（報道機関取材有） 特別会議室

4月24日 ヨークベニマル矢板店誕生祭 ヨークベニマル矢板店

4月29日 連合栃木那須地域協議会那須地区メーデー 那須塩原市 那須ガーデンアウトレット

4月29日 道の駅やいた5周年記念イベント 道の駅やいた

4月29日 矢板北PAPR 矢板北PA(下り)

4月30日 全国ご当地キャラ大集合in大田原 大田原市 道の駅 那須与一の郷

5月3日 道の駅やいたGWイベント 道の駅やいた

5月3日 矢板北PAPR 矢板北PA(上り・下り)

5月4日 矢板北PAPR 矢板北PA(上り・下り)

5月5日 道の駅やいたGWイベント 道の駅やいた

5月5日 矢板北PAPR 矢板北PA(上り・下り)

5月6日 れんげまつり 宇都宮市 宇都宮市立国本中学校北側

5月14日 とちまるショップPR 東京都墨田区 とちまるショップ

5月14日 たかはら学園地域交流会 たかはら学園

5月15日 沢行政区・那須学園合同運動会 那須学園

5月21日 全国餃子祭りinうつのみや 宇都宮市 宇都宮城址公園、宇都宮市役所

5月22日 全国餃子祭りinうつのみや 宇都宮市 宇都宮城址公園、宇都宮市役所

5月27日 軽トラ市PR 宇都宮市 NHK宇都宮放送局

6月1日 (株)足利銀行矢板支店開店80周年記念行事 (株)足利銀行矢板支店

6月2日 (株)足利銀行矢板支店開店80周年記念行事 (株)足利銀行矢板支店

6月3日 (株)足利銀行矢板支店開店80周年記念行事 (株)足利銀行矢板支店

6月4日 やいたdeマルシェ 文化会館小ホール

6月5日 軽トラ市 軽トラ市

6月15日 県民の日とちキャラ－ズまつり 宇都宮市 県庁

6月19日 高原山麓水街道フェア2016 塩谷町 道の駅「湧水の郷しおや」

6月25日 小学生向けのおしごと体験!! 長峰公園

6月25日 JR団体臨時列車「とちぎまんぷく列車」 JR矢板駅構内

6月26日 JR団体臨時列車「とちぎまんぷく列車」 JR矢板駅構内

7月2日 第9回「えりのあ」与一福祉まつり 大田原市 道の駅 那須与一の郷

7月3日 選挙啓発イベント 市内各地

7月14日 スマートＩＣ連結許可伝達式 特別会議室

7月16日 第66回“社会を明るくする運動”子ども・いきいきコンサート 文化会館大ホール

7月21日 かしわ幼稚園夏祭り かしわ幼稚園

7月23日 ゆるキャラグランプリ出陣式 木幡神社

8月6日 矢板北PAPR 矢板北PA(下り)

8月11日 やしお苑夏祭り やしお苑

8月11日 筑波山がまレース2016 茨城県 つくば市(筑波山門前通り周辺)

8月13日 矢板北PAPR 矢板北PA(下り)

8月14日 ふるさとまつり 長峰公園

8月21日 やいた八方ヶ原ヒルクライムレース2016 山の駅 たかはら

8月24日 もんみや掲載記事写真撮影 市役所

平成２８年度ともなりくん活動

日 付 内 容 場 所

1 / 3 



平成２８年度ともなりくん活動

日 付 内 容 場 所

8月27日 光と音のあんどんまつり 川崎城跡公園

8月27日 すみれ幼稚園夕涼み会 すみれ幼稚園

9月1日 アルファクラブCUP シニアオ－プン 矢板CC

9月2日 アルファクラブCUP シニアオ－プン 矢板CC

9月3日 アルファクラブCUP シニアオ－プン 矢板CC

9月3日 矢板東高校学校祭 矢板東高校

9月4日 アルファクラブCUP シニアオ－プン 矢板CC

9月4日 全国キャラクタ－スポ－ツ大会in大田原 大田原市 県立県北体育館

9月7日 片岡小学校運動会ダンスリハ 片岡小学校

9月10日 泉小学校運動会 泉小学校

9月10日 片岡小学校運動会 片岡小学校

9月14日 自殺対策街頭キャンペーン JR矢板駅西口

9月17日 やいたdeマルシェ 文化会館小ホール

9月18日 やいたdeマルシェ 文化会館小ホール

9月22日 とちまるショップイベント 東京都 とちまるショップ

9月24日 ホンダエンジニアリング

9月25日 高根沢町スポレク大会 高根沢町 高根沢町農業者トレーニングセンター

10月2日 軽トラ市 軽トラ市

10月5日 とちぎリハビリテーションセンターイベント 宇都宮市 とちぎリハビリテーションセンター

10月7日 矢板時間

10月8日 八汐祭 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校

10月8日 すみれ幼稚園運動会 すみれ幼稚園

10月9日 トヨタカローライベント

10月11日 地域安全週間PR JR矢板駅前

10月13日 佐藤病院運動会 佐藤病院

10月16日 矢板警察署 矢板警察署

10月15日 やいた花火大会2016 矢板市文化会館周辺

10月22日 泉地域ふれあい祭り 泉公民館

10月23日 なかがわ元気フェスタ 那珂川町

10月29日 とちぎ健康フェスタ2016 宇都宮市 とちぎ健康の森

10月29日 食と農ふれあいフェア「25市町わがまち自慢」 宇都宮市 県庁及び周辺施設

10月30日 とちまるくんのお誕生会 宇都宮市 県庁及び周辺施設

10月30日 Ｊリーグ副理事原博実氏のサッカークリニック 矢板運動公園

11月1日 ダイジ撮影

11月2日 矢板時間収録

11月3日 福祉まつり 生涯学習館駐車場

11月5日 第2回58マルシェ フェイブエイトゴルフクラブ

11月12日 横町ふれあいまつり さくら市 横町公民館

11月13日 栃木県知事選啓発

11月17日 ダイジ撮影 寺山観音寺

11月19日 フォワード感謝祭

11月19日 世界キャラクターさみっとin羽生2016 埼玉県 羽生市(羽生水郷公園)

11月20日 世界キャラクターさみっとin羽生2016 埼玉県 羽生市(羽生水郷公園)

12月4日 市民ふれあいコンサート 文化会館大ホール

12月16日 とちテレ2525 片岡キャンドルナイト

12月20日 泉保育所クリスマス会 泉保育所

12月22日 かたおか保育園クリスマス会 かたおか保育園

12月24日 図書館映画会 図書館
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1月8日 高根沢町元気アップハーフマラソン大会兼長距離走大会 高根沢町 町民広場陸上競技場

1月8日 成人式 文化会館大ホール

1月14日 ㈱フィデスぬりえ企画

1月21日 栃木ブレックスグリーティング 大田原市 栃木県立県北体育館

1月22日 栃木ブレックスハーフタイムショー 大田原市 栃木県立県北体育館

1月28日 ふれあいコンサートｉｎＹＡＩＴＡ 文化会館

1月29日 栃木県郡市町対抗駅伝競走大会 栃木市 栃木市総合運動公園広場

2月12日 とちぎ結婚応援フォーラム『とち恋マルシェ』 宇都宮市 ヴィラ・デ・マリアージュ宇都宮

2月26日 こどもの広場１周年イベント ココマチ

3月4日 広報4月号表紙撮影

3月11日 観光PR 佐野市 佐野SA

3月18日 宇都宮自転車王国(第4回JBCF宇都宮クリテリウム会場内) 宇都宮市 清原中央公園
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