
4月5日 城の湯リニューアルオープンイベント 城の湯温泉センター4月5日 「本物の出会い栃木」春の観光キャンペーン 宇都宮市 オリオンスクエア4月6日 とちおとめボウリングフェスタ 宇都宮市 宇都宮第二トーヨーボウル4月12日 リンク栃木ブレックス　大田原デー 大田原市 県北体育館4月13日 リンク栃木ブレックス　大田原デー 大田原市 県北体育館4月13日 ＴＶコンテスト 宇都宮市 ＦＫＤインターパーク店4月19日 天平の花まつり 下野市 天平の丘公園4月20日 北関東チェーンソーカービングショー 那珂川町 まほろばの湯4月26日 道の駅やいた　３周年記念イベント 道の駅やいた4月26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26日 リンク栃木ブレックス　とちぎＧＥＮＫＩ祭 宇都宮市 清原体育館4月27日 与一くんお誕生会 大田原市 道の駅那須与一の郷4月27日 リンク栃木ブレックス　とちぎＧＥＮＫＩ祭 宇都宮市 清原体育館4月29日 道の駅やいた　３周年記念イベント 道の駅やいた5月3日 とちキャラーズとあそぼう！ 宇都宮市 東武宇都宮百貨店5月3日 ともなりくんＰＲ活動 矢板北パーキング5月3日 恋チュン練習 市体育館5月4日 ともなりくんＰＲ活動 道の駅やいた、長峰公園5月5日 道の駅やいた３周年記念イベント 道の駅やいた5月5日 ともなりくんＰＲ活動 矢板北パーキング5月6日 ともなりくんＰＲ活動 道の駅やいた5月6日 キッズステーション２０１４ 宇都宮市 ＦＫＤインターパーク店5月11日 軽トラ市＆恋チュン 本通り（国４６１号）5月17日 利根川水系水防演習 宇都宮市 道場宿 鬼怒川左岸5月17日 たかはら学園地域交流会 たかはら学園5月18日 全国綱引き大会in大田原 大田原市 ふれあの丘5月18日 健康長寿推進条例施行記念街中ウォーキング 宇都宮市 県庁前広場5月18日 沢行政区・那須学園合同運動会 那須学園5月20日 ねんりんピックＰＲ動画撮影会 すみれ幼稚園5月21日 特殊詐欺防止啓発 ヨークベニマル矢板店5月22日 ねんりんピックＰＲ動画撮影会 市生涯学習館5月24日 「本物の出会い栃木」春の観光キャンペーン 那須塩原市 那須塩原駅西口5月25日 那須野ヶ原うんまいもんフェスティバル 那須塩原市 千本松牧場5月27日 矢板市シニアクラブ連合会　グラウンド・ゴルフ大会 矢板運動公園5月28日 ＦＩＦＡワールドカップ　相楽さん壮行会 市役所会議室5月31日 自衛隊広報展 宇都宮市 オリオンスクエア6月1日 日産プリンス栃木黒磯店オープンイベント 那須塩原市 日産プリンス栃木黒磯店6月1日 観光ＰＲ 東京都 とちまるショップ6月2日 ねんりんピックＰＲ動画撮影会 かしわ幼稚園6月6日 ねんりんピックＰＲ動画撮影会 矢板中央高校6月9日 ねんりんピックＰＲ動画撮影会 ちゅーりっぷ保育園6月15日 県民の日イベント 宇都宮市 県庁前広場6月20日 矢板市シニアクラブ連合会　輪投げ大会 市体育館6月21日 シャープ栃木工場環境活動 シャープ栃木工場6月29日 氏家公民館子ども企画イベント さくら市 氏家公民館7月5日 うさぎやTSUTAYA 矢板店リニュアルイベント うさぎやTSUTAYA 矢板店7月5日 ご当地キャラクターＰＫ対決 宇都宮市 県グリーンスタジアム7月16日 矢板市シニアクラブ連合会　ペタンク大会 矢板運動公園7月19日 矢板北パーキングイベント 矢板北パーキング
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平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度ともなりくんともなりくんともなりくんともなりくん活動活動活動活動日　　付 内　　　容 場　　　所7月20日 矢板北パーキングイベント 矢板北パーキング7月26日 かしわ幼稚園夏祭りイベント かしわ幼稚園7月26日 市郷土資料館企画展オープニングイベント 市郷土資料館8月3日 泉地区育成会スポーツ大会 泉中学校8月3日 たかはら山トライアスロン 矢板運動公園8月7日 とちキャラーズ壮行会 宇都宮市 県庁8月10日 やいた八方ヶ原ヒルクライムレース 八方ヶ原8月10日 「やいたの夏2014」企画　ダンス練習会 生涯学習館体育室8月14日 栃動ロケ 市内各地8月15日 とちキャラーズ月間① 宇都宮市 オリオンスクエア8月16日 やいたふるさと祭り 長峰公園8月21日 ねんりんピックＰＲ動画撮影会 長峰公園8月21日 やしお苑夏祭り やしお苑8月23日 道の駅まつり 宇都宮市 マロニエプラザ8月23日 あんどんまつり 川崎城跡公園8月23日 矢板北パーキングイベント 矢板北パーキング8月23日 すみれ幼稚園夕涼み会 すみれ幼稚園8月24日 矢板北パーキングイベント 矢板北パーキング8月25日 とちキャラーズ月間② 宇都宮市 ララスクエア宇都宮8月25日 ゆるキャラグランプリ出陣式 木幡神社8月30日 とちキャラーズ月間③ 宇都宮市 東武宇都宮百貨店8月30日 やいたの夏まつり　抽選会 ココマチ8月30日 矢東高祭 矢板東高等学校8月31日 地域と輪になる夏祭りin長井 旧長井小学校8月31日 とちぎフォーラム２０１４ 佐野市 佐野市文化会館9月2日 ゆるキャラグランプリPR JR矢板駅前9月4日 ねんりんピック３０日前イベント 宇都宮市 オリオンスクエア9月7日 全国ご当地キャラクタースポーツ大会 大田原市 県北体育館9月12日 ゆるキャラグランプリPR JR矢板駅前9月13日 矢板北パーキングイベント 矢板北パーキング9月14日 矢板北パーキングイベント 矢板北パーキング9月14日 しゅうかいどう祭 寺山観音寺9月14日 リレー・フォー・ライフ・ジャパン2014とちぎ 宇都宮市 宇都宮城址公園9月20日 道の駅はが　梨まつり 芳賀町 道の駅はが9月21日 道の駅はが　梨まつり 芳賀町 道の駅はが9月27日 片岡保育所運動会 片岡保育所9月27日 観光物産ＰＲ 東京都 とちまるショップ9月28日 観光物産ＰＲ 東京都 とちまるショップ10月1日 東芝メディカルシステムズ(株)あいさつ運動 大田原市 東芝メディカルシステムズ(株)10月1日 とちぎリハビリテーションセンターまつり 宇都宮市 とちぎ健康の森10月6日 ねんりんピック栃木２０１４　グラウンド・ゴルフ交流大会 市文化会館10月11日 栃木ＳＣホームゲーム とちキャラーズイベント 宇都宮市 県グリーンスタジアム10月11日 東京ソラマチ 秋のフェスタ 東京都 東京ソラマチ10月12日 市民体育祭秋季大会 矢板運動公園10月12日 県民の森イベント 県民の森10月12日 矢板北バーキングイベント 矢板北パーキング10月14日 地域安全運動周知啓発事業 JR矢板駅10月15日 シルバードライバーズクラブ交通安全講話 市文化会館10月15日 ゆるキャラグランプリPR 道の駅やいた2 / 4 



平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度ともなりくんともなりくんともなりくんともなりくん活動活動活動活動日　　付 内　　　容 場　　　所10月15日 特殊詐欺撲滅県下一斉キャンペーン 道の駅やいた10月17日 佐藤病院運動会 佐藤病院10月18日 やいた花火大会 市生涯学習館付近10月25日 とちぎ”食と農”ふれあいフェア2014 宇都宮市 県庁10月26日 とちぎ”食と農”ふれあいフェア2014 宇都宮市 県庁10月26日 矢板のおいしい水PRイベント 道の駅やいた10月26日 ココマチグランドオープンイベント ココマチ10月26日 ハロウィン仮装大会 道の駅やいた11月1日 川小まつり 川崎小学校11月2日 軽トラ市 本通り（国４６１号）11月3日 福祉まつり 生涯学習館駐車場11月8日 とちぎ元気グルメまつり 真岡市 井頭公園11月9日 とちぎ元気グルメまつり 真岡市 井頭公園11月15日 横町ふれあいまつり さくら市 横町公民館11月15日 第14回大公孫樹祭 さくら市 今宮神社11月16日 12時間耐久ラージボール卓球大会 市体育館11月23日 ゆずも誕生会 茂木町11月29日 塩谷看護学校祭 塩谷看護学校11月29日 ご当地グルメサミットin笠間 茨城県 笠間市笠間稲荷門前通り周辺11月30日 ご当地グルメサミットin笠間 茨城県 笠間市笠間稲荷門前通り周辺11月30日 さくら市営温泉まつり さくら市 道の駅きつれがわ12月6日 片岡保育所お楽しみ会 片岡保育所12月7日 選挙啓発活動 ベイシア矢板店12月13日 泉保育所お楽しみ会 泉保育所12月16日 とちまるくんとお試しの家 片岡地内12月18日 矢板時間収録 すみれ幼稚園12月20日 クリスマスパーティーinココマチ ココマチ12月23日 えりのあ＆ともなりくんクリスマスライブ 市文化会館12月31日 矢板中央高校サッカー応援 千葉県 フクダ電子アリーナ1月2日 矢板中央高校サッカー応援 千葉県 フクダ電子アリーナ1月10日 110番の日 道の駅やいた1月11日 成人式 文化会館1月12日 道の駅はが 新春大感謝祭 芳賀町 道の駅はが1月18日 片岡コミュニティ新春マラソン大会 矢板南産業団地1月24日 とちキャラーズ感謝祭 宇都宮市 県総合文化センターサブホール1月25日 第35回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1月25日 第34回筑波大学オリエンテーリング大会 川崎小学校1月31日 ふれあいコンサート 市文化会館2月11日 いい芳賀いちご夢街道いちご祭 芳賀町 道の駅はが2月28日 生涯学習フォーラム 佐野市 佐野市文化会館2月28日 うんまい祭 高根沢町 高根沢町元気あっぷむら3月1日 うんまい祭 高根沢町 高根沢町元気あっぷむら3月3日 矢板時間出演 宇都宮市 FM栃木スタジオ3月7日 本物の出会い栃木春のキャンペーンイベントInSAPA 佐野市 佐野SA3月8日 フェスタin矢板 矢板公民館付近3月8日 ご当地マスコットキャラクターふれあいイベント 足利市 アピタ足利店3月14日 ｴｺﾓﾃﾞﾙﾊｳｽﾐﾆｺﾝｻｰﾄ＆住宅無料相談会 道の駅やいた3月19日 片岡駅舎落成式典 JR片岡駅3月21日 矢板北パーキングイベント 矢板北PA3 / 4 



平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度ともなりくんともなりくんともなりくんともなりくん活動活動活動活動日　　付 内　　　容 場　　　所3月22日 矢板北パーキングイベント 矢板北PA3月22日 本物の出会い栃木春のキャンペーンイベントInSAPA 那須町 那須高原SA3月28日 リンク栃木ブレックス試合応援 宇都宮市 ブレックスアリーナ宇都宮3月29日 リンク栃木ブレックス試合応援 宇都宮市 ブレックスアリーナ宇都宮
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