
平成25年度ともなりくん活動

日　　付 内　　　容

4月19日 とちキャラーズ大百科完成記者発表 宇都宮市 県庁

4月27日 道の駅やいた開所 道の駅やいた

4月28日 栃木ＳＣ　パブリックビューイング 宇都宮市 オリオンスクエア

4月29日 道の駅やいた開所記念イベント 道の駅やいた

5月5日 道の駅やいた開所記念イベント 道の駅やいた

5月9日 とちまるくんと一緒 長峰公園・矢板武記念館

5月12日 軽トラ市 前新通り

5月26日 那須野ヶ原うんまいもんフェスタ 那須塩原市 千本松牧場

6月8日 泉公民館イベント 泉公民館

6月15日 県民の日イベント 宇都宮市 県庁前広場

6月15日 国４　６車線化祝賀会 下野市 道の駅しもつけ

7月7日 参院選ＰＲ活動 矢板駅前

7月20日 郷土資料館夏休み企画展 郷土資料館

7月27日 まるごとＦＩＴフェア 東京都 有楽町駅前

7月28日 宇都宮サイクルピクニック 宇都宮市 ろまんちっく村

8月3日 野木ひまわりフェスティバル 野木町 野木第二中学校单

8月13日 レディオベリー矢板時間 宇都宮市 レディオベリースタジオ

8月24日 あんどんまつり 川崎城址公園

8月25日 とちキャラーズ夏祭り 宇都宮市 東武宇都宮百貨店

8月26日 とちキャラーズ壮行会 宇都宮市 県庁

8月29日 とちキャラーズ壮行会 大田原市 東武大田原百貨店

9月14日 矢板小学校運動会 矢板小学校

9月14日 ろまんちっく村花火イベント 宇都宮市 ろまんちっく村

9月19日 ゆるキャラＧＰ選挙活動 矢板駅前

9月20日 ゆるキャラＧＰ選挙活動 片岡駅前

9月23日 ＦＫＤ１９周年イベント 宇都宮市 ＦＫＤ宇都宮店

9月24日 交通安全運動実施周知啓発広報活動　協力 矢板駅前

9月28日 ともなりグッズＰＲ・販促活動 東京都 とちまるショップ

9月29日 ともなりグッズＰＲ・販促活動 東京都 とちまるショップ

10月1日 ねんりんピックＰＲ活動 片岡保育所

10月2日 Maemuki駅伝市民ランナー応援 国道４号沿線

10月3日 ゆるキャラＧＰ選挙活動 矢板駅前

10月5日 ねんりんピック１年前イベント 宇都宮市 県庁

10月6日 カロフェスタ 那須塩原市 トヨタカローラ西那須野店

10月7日 ねんりんピックプレ大会 矢板運動公園

10月11日 地域安全運動実施周知啓発広報活動　協力 矢板駅前

10月12日 天狗王国まつり 大田原市 なかがわ水遊園

10月12日 ＴＢＣ学園祭 宇都宮市 ＴＢＣ学園

10月13日 市民体育祭 矢板運動公園

10月13日 千本松牧場大ハロウィーンパーティー 那須塩原市 千本松牧場

10月14日 千本松牧場大ハロウィーンパーティー 那須塩原市 千本松牧場

10月14日 県グルメフェスタ 那須塩原市 那須野が原公園

10月16日 とちぎの元気な森づくりの日広報 市内各駅、道の駅やいた

10月17日 特殊詐欺撲滅県下一斉キャンペーン協力 矢板駅前

10月19日 高根沢たんたん祭り 高根沢町 元気アップ村单側田んぼ

10月19日 つつじの郷　やいた花火大会 市役所周辺

10月19日 とちぎ食と農ふれあいフェア 宇都宮市 県庁前広場

10月20日 とちぎ食と農ふれあいフェア 宇都宮市 県庁前広場

10月20日 防犯啓発広報活動 道の駅やいた周辺

10月26日 イオンタウンご当地キャラ企画 さくら市 イオンタウンさくら

10月27日 道の駅はが記念イベント 芳賀町 道の駅はが

10月29日 県旅行商品販売促進説明会 東京都 千代田区

11月3日 ともなりまつり 市役所周辺

11月4日 とちキャラーズ秋祭り 宇都宮市 東武宇都宮百貨店

11月10日 矢板たかはらマラソン大会 矢板運動公園

11月10日 のぎのん誕生日会 野木町 野木町文化会館

11月17日 片岡コミュニティ祭り 片岡コミュニティセンター

11月17日 やいた軽トラ市 前新通り

場　　　所



平成25年度ともなりくん活動

日　　付 内　　　容 場　　　所

11月27日 ゆるキャラＧＰ選挙応援御礼 矢板駅前

11月27日 シルバー祭 文化会館

11月29日 矢板駅前イルミネーション点灯式 矢板駅前

11月30日 塩谷看護学校祭 塩谷看護学校

11月30日 ゆるキャラＧＰ選挙応援御礼 ヨークベニマル

11月30日 ゆるキャラＧＰ選挙応援御礼 ベイシア

12月1日 片岡駅前イルミネーション点灯式 片岡駅前

12月7日 日光アイスバックス応援 日光市 日光霧降アリーナ

12月12日 健康ウォーキング 市内

12月14日 片岡保育所生活発表会 片岡保育所

12月16日 市長講話 かしわ幼稚園

12月17日 レディオベリー矢板時間収録 片岡保育所

12月18日 クリスマス・ともなりサンタ ヨークベニマル

12月23日 クリスマスコンサート さくら市 氏家公民館

12月24日 クリスマス・ともなりサンタ 矢板駅前

12月31日 矢板中央高校サッカー応援 神奈川県 横浜市

1月10日 １１０番の日「交通安全・地域安全」広報活動 道の駅やいた

1月11日 芳賀町農産物フェア 芳賀町 道の駅はが

1月12日 矢板市成人式 文化会館

1月13日 芳賀町農産物フェア 芳賀町 道の駅はが

1月19日 片岡コミュニティ新春マラソン大会 矢板单産業団地

1月25日 かるた大会 矢板武記念館

1月26日 県郡市町対抗駅伝大会 宇都宮市 栃木市総合運動公園

2月1日 矢板小学校コンサート 文化会館

2月1日 笠間初午いなり寿司まつり 茨城県 笠間市

2月8日 リンク栃木ブレックス試合応援 大田原市 県北体育館

2月9日 リンク栃木ブレックス試合応援 大田原市 県北体育館

2月11日 芳賀町農産物フェア 芳賀町 道の駅はが

2月23日 ともなり文芸祭り 文化会館大ホール

3月1日 全国学びとまちづくりフォーラムin佐野 佐野市 佐野市文化会館ほか

3月2日 とちキャラーズのひな祭り 宇都宮市 ＦＫＤ宇都宮店

3月2日 「本物の出会い栃木」春の観光キャンペーン 那須町 那須高原ＳＡ

3月9日 栃木ＳＣ地元開幕戦　復興応援イベント 宇都宮市 県グリーンスタジアム

3月9日 １２時間ラージボール卓球リーレー 市体育館

3月12日 ねんりんピックＰＲ ＰＶ撮影 東小学校

3月15日 日光市観光協会合併記念イベント 日光市 日光だいや川公園

3月16日 「本物の出会い栃木」春の観光キャンペーン 茨城県 笠間市友部ＳＡ

3月21日 矢板北パーキングオープン１周年 矢板北パーキング

3月22日 北関東三県観光物産展 埼玉県 イオンモール春日部

3月23日 北関東三県観光物産展 埼玉県 イオンモール春日部

3月23日 宇都宮クリテリウム（ブリッツェン応援） 宇都宮市 宇都宮清原工業団地内


