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宇都宮市　国体・障害者スポーツ大会局
総務広報課

https://www.utsunomiya-tochigikokutai.jp/

足利市 国体推進課 事業推進担当

https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/site/77kokutai-22zensupo-
ashikaga/

栃木市　総合政策部 国体推進課

https://www.city.tochigi.lg.jp/site/kokutai/

佐野市　国体推進課

https://kokutai-sano.net/

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会鹿沼市実行委
員会
事務局（鹿沼市教育委員会事務局国体推進室）

https://kanuma-kokutai.jp/

日光市　国体推進課

https://www.city.nikko.lg.jp/kokutaisuishin/

採火
令和４年６月５日（日）

【終了しました】
小山市立博物館

マイギリ式による火おこし。事前募集した市内小学
生対象

https://www.city.oyama.tochigi.jp/site/oyama
-kokutai/

真岡市公民館西分館(6/4)

真岡市公民館山前分館(6/4)

真岡市公民館大内分館（6/18)

真岡市公民館中村分館(6/11)

真岡市公民館二宮分館(6/11)

https://moka-tochigikokutai.jp/

令和４年５月～７月 市内小中学校
「炬火」について理解を深め、記念となるよう集合
写真を撮影する。（一般参加不可）

採火
令和４年６月26日(日)

【終了しました】
栃木県立県北体育館

公開競技「綱引」の会場にブースを設置し、市民が
マイギリを使用した採火を行う。（一般参加可）

採火
令和４年７月24日(日)

【終了しました】
栃木県立県北体育館

デモンストレーションスポーツ「スポーツチャンバ
ラ」の会場にブースを設置し、市民がマイギリを使
用した採火を行う。（一般参加可）

採火 令和４年８月７日(日) 栃木県立県北体育館
デモンストレーションスポーツ「ダンススポーツ」
の会場にブースを設置し、市民がマイギリを使用し
た採火を行う。（一般参加可）

https://ohtawara-tochigikokutai.jp/

矢板市　国体・スポーツ局

https://www.city.yaita.tochigi.jp/site/tochi
gikokutai2022yaita/

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実
行委員会事務局

https://nasushiobara-kokutai2022.jp/

採火 さくら市ミュージアム
市内小学校の代表児童によりマイギリを使用した採
火を行う。

https://www.sakura2022.jp/

那須塩原市 採火・集火
令和４年７月18日（月・

祝）
【終了しました】

三和住宅にしなすのスポーツプラザ芝広場

・事前申込みにて100名程度の参加者募集（6/17ま
で）
・マイギリ式による採火の実施
・会長、炬火名入賞者によるキリモミ式タイムトラ
イアルの実施
・炬火名発表除幕式の実施
・採火した火をミニ炬火台へ移す集火式の実施
・炬火名表彰式と弁当容器デザイン表彰式の実施
・参加者と一緒にいちご一会ダンス

さくら市
さくら市　スポーツ振興課　国体推進室

集火
氏家地区中心商店街
（石町市営駐車場）

毎年開催している「氏家商工まつり」内において、
採火した炬火トーチを灯し、大通りをパレードラン
する。石町市営駐車場に集結し「さくら市の炬火
（仮称）」となる。

大田原市
大田原市　国体推進課総務係

集火 令和４年９月11日(日) DI STADIUM（美原公園陸上競技場）

デモンストレーションスポーツ「リレーマラソン」
のプログラム内で、「綱引」「スポーツチャンバ
ラ」「ダンススポーツ」で採火した火を一つに集
め、その火を点火した炬火トーチを持って、炬火リ
レーを実施。最後に、ミニ炬火台に点火することで
「大田原市の火」を完成させる。（一般参加不可）

矢板市 採火・集火 令和４年８月７日(日) 矢板市体育館駐車場

地域集落支援センター「TAKIBI」スタッフと公募市
民が凹面鏡やマイギリを用いて採火及び集火する。
集火後、開催競技にちなんだレクリエーションを行
うほか、火を利用して矢板市産の肉や野菜でバーベ
キューを行う。

小山市　国体推進課

集火
令和４年7月9日（土）

【終了しました】
おやまゆうえんハーベストウォーク

・炬火名（小山市の火）の書道パフォーマンス発表
・炬火名入賞者の表彰
・集火
・ダンスパフォーマンス

真岡市

採火
令和４年６月

【終了しました】
地区公民館や子ども会育成会の方にマイギリ式で火
起こしをしてもらい採火を行う。（一般募集なし）

真岡市　国体・障害者スポーツ大会推進室

集火 令和４年８月６日（土） 真岡市総合運動公園運動広場１
市内５地区で採火した火を一つに集火し、ミニ炬火
台に点火することで「真岡の火」を完成させる。
（一般募集なし）

小山市

佐野市 採火・集火
令和４年７月30日（土）

【終了しました】
佐野市アリーナたぬま

バレーボール教室終了後、参加者・見学者の市内小
中高生の代表に３ヶ所で採火をしてもらい、その
後、集火し佐野市の火とする。

鹿沼市 採火・集火 令和４年８月20日(土) ＴＫＣいちごアリーナ

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会とちぎ大会鹿沼
市開催記念事業内にて実施。
鹿沼市民がマイギリで採火し、１つの火に集火す
る。

栃木市 採火・集火
令和４年７月２日（土）

【終了しました】
とちぎ山車会館前広場

ヨシ灯りで装飾された会場において、保管していた
ヨシ焼きの火をミニ炬火台に点火する。

日光市 採火・集火
令和４年７月10日（日）

【終了しました】
日光霧降スケートセンター中央円形広場

デモンストレーションスポーツ「長ぐつアイスホッ
ケー」会場の野外ブースにて炬火名のお披露目後、
大会優勝チームと炬火名命名者等がマイギリで採火
を行い、ミニ炬火台で１つの火に集火する。

○各市町炬火イベント予定表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※イベントについては、新型コロナウイルス感染状況により、延期・中止になる場合があります。
また、事前に応募した方のみ参加できるイベントもありますので、各市町のホームページ等で確認してからお出かけください。

宇都宮市 採火・集火
令和４年７月３日（日）

【終了しました】
オリオンスクエア

・市内中学生、高校生を中心にマイギリを活用して
採火を行う。
・採火した火を一つに集火し、ミニ炬火台に点火す
ることで「宇都宮の火」を完成させる。

足利市 採火・集火
令和４年７月３日（日）

【終了しました】
足利ガスグラウンド
（足利市陸上競技場）

マイギリや太陽光を使用して採火を行う。
採火した火を一つに集火し、ミニ炬火台に点火する
ことで「足利の火」を完成させる。
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https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/site/77kokutai-22zensupo-ashikaga/
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https://www.city.tochigi.lg.jp/site/kokutai/
https://kokutai-sano.net/
https://kanuma-kokutai.jp/
https://www.city.nikko.lg.jp/kokutaisuishin/
https://www.city.oyama.tochigi.jp/site/oyama-kokutai/
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https://ohtawara-tochigikokutai.jp/
https://www.city.yaita.tochigi.jp/site/tochigikokutai2022yaita/
https://www.city.yaita.tochigi.jp/site/tochigikokutai2022yaita/
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採火
令和４年６月

【終了しました】

市内各小中学校
県立特別支援学校
県立高校

「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会開催100日前記
念事業」の一環として、各校においてマイギリを使
用して採火を行う。

https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/

下野市　教育委員会事務局　スポーツ振興課
国体推進室

https://shimotsuke-tochigikokutai2022.jp/

採火
令和４年７月27日（水）

【終了しました】
上三川町立本郷中学校

マイギリを活用した方法で火を起こし、採火を行
う。

採火
令和４年８月１日（月）

【終了しました】
上三川町立上三川中学校

マイギリを活用した方法で火を起こし、採火を行
う。

採火
令和４年８月２日（火）

【終了しました】
上三川町立明治中学校

マイギリを活用した方法で火を起こし、採火を行
う。

https://www.town.kaminokawa.lg.jp/kokutai/

益子町　生涯学習課　国体推進係
TEL：0285-81-3066

http://www.town.mashiko.tochigi.jp/

いちご一会とちぎ国体茂木町実行委員会
茂木町　生涯学習課　スポーツ推進係
（茂木町民体育館内）
TEL：0285-63-5333

https://www.town.motegi.tochigi.jp/

市貝町国体推進室（市貝町中央公民館内）
TEL：0285-81-8388

https://www.town.ichikai.tochigi.jp/

芳賀町生涯学習課スポーツ振興係
TEL：028-677-5155

https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/

壬生町教育委員会スポーツ振興課国体推進室

https://www.mibu-kokutai.jp/

採火
令和４年5月～7月

中旬予定
町内各所予定

マイギリを活用した方法で火を起こし、採火を行
う。

https://www.town.nogi.lg.jp/page/dir004093.h
tml

塩谷町生涯学習課国体準備担当
TEL：0287-48-7503

https://www.town.shioya.tochigi.jp/

高根沢町生涯学習課スポーツ係
TEL：028-675-3175

https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/

採火
令和４年５月29日（日）

【終了しました】
那須町殺生石

無病息災と豊作を祈り行われる「御神火祭」に併せ
実施する。御神火から分火し「湯本の火（仮称）」
とする。

採火
令和４年６月～７月
【終了しました】

町内各小学校
那須町版放課後子ども教室事業の講座で、マイギリ
等を使用した採火を行い、「那須の未来の火（仮
称）」とする。

採火
令和４年６月12日（日）

【終了しました】
芦野遊行庵

マイギリを使用した採火を行い、「芦野の火（仮
称）」とする。

採火
令和４年７月10日（日）

【終了しました】
道の駅東山道伊王野

「東山道伊王野野菜まつり」に併せ実施する。マイ
ギリを使用した採火を行い「伊王野の火（仮称）」
とする。

採火 令和４年８月15日（月） 那須町立黒田原小学校
黒田原地区伝統の納涼盆踊り「なすっこ祭り」に併
せ実施する。マイギリを使用した採火を行い「黒田
原の火（仮称）」とする。

https://www.kokutai.town.nasu.lg.jp

那珂川町教育委員会生涯学習課
TEL：0287-92-1135

http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/

上三川町　生涯学習課　国体推進係

野木町
野木町教育委員会事務局生涯学習課国体推進係

いちご一会とちぎ国体那須町実行委員会事務局
那須町生涯学習課国体推進室

※新型コロナウイルス感染状況により内容を変更
する場合あり

集火 令和４年８月15日（月） 那須町立黒田原小学校

「なすっこ祭り」と連携し、各所で採火された火を
一つに集め「那須町の火（仮称）」とする。また、
炬火名及び炬火走者の発表を行う。「那須町の火
（仮称）」で点火した花火を「いちご一会とちぎ国
体那須町開催記念花火」として打ち上げる。

集火 令和４年８月20日(土) 野木町公民館前
野木町ふれあい夏祭りにおいて、町内各所で採火し
た火を一つに集火し、ミニ炬火台に点火することで
「野木町の火」を完成させる。

塩谷町 採火・集火 令和４年８月
塩谷町船生地内
鬼怒川特設カヌー競技場

カヌー体験教室を開催し、炬火イベントを実施。参
加者がマイギリを使用して採火を行う。
採火した火を一つに集火し、塩谷町の火（火の名称
公募予定）を完成させる。

壬生町 採火・集火
令和４年６月１日（水）

【終了しました】
壬生町総合公園陸上競技場

壬生町小学生陸上記録会開催時に、巨大マイギリに
より火おこしを行い、その後３本のトーチに採火
し、その火をミニ炬火台に集火し、「みぶの火」と
する。

市貝町

那珂川町 採火・集火
令和４年６月26日(日)

【終了しました】
那珂川町小川総合福祉センター園地付近

町主催スポーツイベント「那珂川満喫歩け歩け大
会」開会式にて、参加者がマイギリを使用して火お
こしを行う。

高根沢町 採火・集火
令和４年５月28日（土）

【終了しました】
高根沢町町民広場

町で最初に開催される「ペタンク」開会前に、町開
催競技「ペタンク」「カローリング」「グラウン
ド・ゴルフ」の３競技代表者による採火を行い、国
体開催を祝います。

那須町

採火・集火
令和４年７月23日（土）

【終了しました】
道の駅サシバの里いちかい

町内各小中学校で採火した炬火を一つに集火する。
炬火名の発表も行う。

芳賀町 採火・集火
令和４年６月５日（日）

【終了しました】
芳賀町第二体育館

芳賀町第二体育館周辺でトーチを持ち、リレー形式
でつなぎ最後にミニ炬火台に点火させる。

益子町 採火・集火
令和４年８月11日（木・

祝）
道の駅ましこ芝生広場特設ステージ

マイギリを用いた炬火の採火・集火
益子町の炬火名の発表・表彰

茂木町 採火・集火
令和４年７月２日(土)

【終了しました】
茂木町民体育館

ふれあいトランポリン（デモンストレーションス
ポーツ）と同時開催。採火式を駐輪場前で、各小中
学校の代表者が火打石で採火し、「学校の火」を誕
生させる。採火式終了後、メインアリーナで炬火名
の発表・表彰式を行う。各小中学校の代表者がトー
チを持って入場し、「茂木の火」を誕生させる。

下野市 採火・集火 令和４年８月27日（土） 大松山運動公園

約1,300年前に薬師寺や国分寺で催されていた「万燈
会」という灯明会に因み、マイギリや火打石で採火
を行う。続けて集火セレモニーを行い、「下野の
火」を誕生させる。

集火 令和４年８月27日（土） 上三川町内
夕顔サマーフェスティバルで町内３中学校で採火し
た火を一つに集火する。

上三川町

那須烏山市

那須烏山市　生涯学習課　国体推進グループ
TEL：0287-88-6223

集火
令和４年７月16日(土)

【終了しました】
南那須公民館

那須烏山市の炬火名表彰式において採火した火を一
つに集火し、ミニ炬火台に点火し、「那須烏山市の
火」を完成させる。

https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/
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https://www.town.ichikai.tochigi.jp/
https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/
https://www.mibu-kokutai.jp/
https://www.town.nogi.lg.jp/page/dir004093.html
https://www.town.nogi.lg.jp/page/dir004093.html
https://www.town.shioya.tochigi.jp/
https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/
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http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/

