
１　目的

２　事業概要 （令和４年８月25日現在）

期　日

会　場

通年

宇都宮城址公園

令和３年11月18日(木)～令和４年１月16日(日)

釜川、オリオンスクエア、中心商店街ほか

１月７日(金)～11日(火)

栃木県総合文化センター第4ギャラリーA･B･C

１月23日(日)

 栃木県総合文化センターサブホール

１月下旬～４月下旬

栃木県立図書館（１階ロビー）

１月29日(土)～３月21日(月)

栃木県立美術館

２月６日(日)

宇都宮市文化会館

２月18日(火)

栃木県議会議事堂

２月23日(水)～27日(日)

栃木県総合文化センター

３月25日(金)～４月10日(日)

釜川牧水亭～出雲橋間

４月16日(土)～６月26日(日)

栃木県立美術館

４月23日(土)～６月15日(水)

栃木県立博物館

４月30日(土)

 栃木県総合文化センターメインホール

５月～令和５年３月

栃木県内

５月～７月

宇都宮市文化会館ほか

５月上旬～12月上旬

栃木県総合文化センターほか

５月15日(日)

 栃木県総合文化センターメインホール

文化プログラム事業

　多くの県民が文化・芸術活動を通じて、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会に参加することで、開催機運を盛り上げ、県民総参
加の大会をめざすとともに、「とちぎ版文化プログラム」のレガシーを継承し、とちぎの魅力ある文化を県内外に発信するため、
いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会文化プログラム事業を実施する。

会
場
地

事業名 事業内容

4
とちぎ舞台芸術アカデミー《音楽部門》
フレッシュアーティスト・ガラ・コンサー
ト

とちぎが誇る全国音楽コンクール「コン
セール・マロニエ２１」入賞者によるコン
サート

5 栃木県立図書館 竣工50周年記念関連展示
竣工50周年を記念して、長年保存してきた
貴重な資料を展示します。

1

宇
都
宮
市

宇都宮城映像コンテンツ
宇都宮城の御成御門や門、櫓などがＶＲ・
ＡＲでよみがえります。

2 うつのみやイルミネーション2021
釜川及び中心市街地等のイルミネーション
など

3 文化協会会員展
宇都宮市文化協会会員の作品を発表する展
覧会

8 栃木県議会議事堂ホールコンサート
県民の誰もが利用しやすい議会をＰＲする
とともに、文化振興の一環として開催する
コンサート

9 第７回栃木県障害者芸術展 障害者芸術の参加型展示会

6 企画展
日本画のゆくえ
ー継承と断絶・模倣と創造

7 第110回定期演奏会 オーケストラによるクラシックの演奏会

12 企画展
異界
～あなたとふいにつながるせかい～

13
古典芸能三人会～栃木県文化功労者の舞台
～

栃木県文化功労者三名による古典芸能（吟
詠剣詩舞・邦楽・謡曲）の競演。

10 かまがわ川床桜まつり 釜川沿いの枝垂桜を楽しむイベント

11 開館50周年記念企画展
題名のない展覧会
－栃木県立美術館 50年のキセキ－

16 第76回栃木県芸術祭
文芸賞や美術展、ホール部門の公演など、
文化芸術活動を通じてとちぎの魅力を県内
外に発信する事業

17 第２回栃木県新人音楽家演奏会 県内出身音楽大学卒業生によるコンサート

14 とちぎスポーツフェスタ2022
スポーツレクリエーション活動及びスポー
ツを通じた健康づくりの普及・啓発・振興

15 宇都宮市民芸術祭
市民や活動拠点が市内にある方を対象とし
た芸術祭
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期　日

会　場

会
場
地

事業名 事業内容

５月28日(土)～６月５日(日)

道の駅ろまんちっく村

６月～12月の第１水曜日（全７回）

栃木県庁　県民ロビー

６月～９月の毎月第４土曜日

オリオンスクエア

６月１日(水)～５日(日)

とちぎ健康の森ほか

６月15日(水)

 栃木県総合文化センターサブホール

７月９日(土)

とちぎ男女共同参画センター パルティホール

７月16日(土)～８月21日(日)

栃木県立博物館

７月～10月の日曜日（各月1回開催）

ＪＲ宇都宮駅２階改札前

７月16日(土)～９月４日(日)

栃木県立美術館

７月29日(金)～11月23日(水)

栃木県立図書館（１階ロビー）

７月23日(土)～８月28日(日)

栃木県子ども総合科学館

７月下旬～９月上旬

うつのみや妖精ミュージアム

①７月31日(日)②８月７日(日)③８月11日(木)

①真岡市民会館②黒磯文化会館③栃木県総
合文化センター

８月21日(日)

栃木県総合運動公園内第２陸上競技場

８月６日(土)～７日(日)

市内大通り

８月８日(月)、９日(火)、11日(木)

栃木県シルバー大学校中央校ほか

８月13日(土)

道場宿緑地

８月中旬

釜川ジャブジャブ池周辺

８月下旬、11月上旬

宇都宮ジャズ協会加盟店約15店舗

18

宇
都
宮
市

宇都宮さつき＆花フェア さつき展示会・即売会

19 あしぎんマロニエ県庁コンサート 県庁県民ロビーを活用した音楽コンサート

20 ミヤ・サンセットジャズ ジャズライブイベント

23
男女共同参画セミナー
男女共同参画社会を考える“とちぎ県民の
つどい”

スポーツから考えるジェンダー平等～女性
リーダーの役割～

24 企画展
アンモナイトの秘密
～太古の海の不思議な生き物～

21 ねんりんピックとちぎ２０２２
高齢者を対象としたスポーツ・文化交流大
会（囲碁、将棋、かるた等19種目）、シル
バー作品展の開催

22
平日の贈り物♪ランチタイムコンサート
Vol.41
下司愉宇起コンサート

平日昼間に開催する、休憩なし60分のコン
サート。

27 本で知ろう！栃木県のスポーツ
栃木県のスポーツに関する資料を展示しま
す。

28
第81回企画展
「科学でスポーツいちご一会　～スポーツ
と道具のヒミツにせまれ！～」

トップアスリートの記録を支える道具たち
や、本物の器具、そしてその性能や技術を
紹介します。

25 宮ふれあいステーションジャズ ジャズライブ

26 開館50周年記念企画展
没後40年
山中信夫☆回顧展(リマスター)

31 スポGOMI大会inとちぎ
制限時間内に、定められたエリア内で拾っ
たゴミの量と種類でポイントを競い合うス
ポーツです。

32 ふるさと宮まつり 宇都宮市民参加型のおまつり

29 妖精ミュージアム 未定

30

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会文化プ
ログラム県主催特別企画事業
みんなで育む“とちぎのたから”ミュージ
カル「しもつけ王国物語」

国体機運を盛り上げ、とちぎの文化芸術の
魅力を国内外に発信するオリジナルミュー
ジカル作品の公演

35 釜川夏の宴 小学生による鮎のつかみ取り，模擬店など

36 宇都宮ジャズクルージング ジャズライブイベント

33 栃木県シルバー大学校中央校学校祭
栃木県シルバー大学校中央校学生のクラブ
活動作品展示、演芸会等の開催

34 うつのみや花火大会 花火大会
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期　日

会　場

会
場
地

事業名 事業内容

未定

未定

９月～11月(予定)

 宇都宮城址公園清明館歴史展示室

９月11日(日)

 栃木県総合文化センターメインホール

９月15日(木)

 栃木県総合文化センターサブホール

９月17日(土)～10月30日(日)

栃木県立博物館

９月21日(水)～11月下旬(予定)

宇都宮市文化会館

９月24日(土)

オリオンスクエア

秋頃

未定

秋頃

地産地消推進店のうち参加店舗

秋頃

地産地消推進店のうち参加店舗

10月１日(土)～７日(金)

栃木県庁15階展望ロビー

10月～（予定）

宇都宮美術館

10月～11月(予定)

ブレックスアリーナ宇都宮

10月～12月(予定)

上河内民俗資料館

10月中旬

宇都宮共和大学ほか

10月15日(土)～16日(日)

日環アリーナ栃木

10月22日(土)～12月25日(日)

栃木県立美術館

10月23日(日)(予定）

宇都宮城址公園

10月29日(土)～30日(日)

オリオンスクエアほか

37

宇
都
宮
市

栃木県精神衛生協会スポーツ大会 卓球大会

38 宇都宮城址公園清明館企画展 未定

39
とちぎ舞台芸術アカデミー2022《音楽部
門》
栃木県交響楽団特別演奏会

コンセール・マロニエ21優勝者等をコン
チェルトソリストに迎えた、県民オーケス
トラによる演奏会

42 うつのみやジュニア芸術祭 次代を担う青少年を対象とした芸術祭

43 文化協会まつり
宇都宮市文化協会会員による芸術文化の発
表会

40
平日の贈り物♪ランチタイムコンサート
Vol.42
阿久澤政行ピアノリサイタル

平日昼間に開催する、休憩なし60分のコン
サート。

41 開館40周年記念特別企画展
鑑真和上と下野薬師寺
～天下三戒壇でつながる信仰の場～

46 地産地消飲食店フェア
地産地消推進店の飲食店・宿泊施設で対象
メニューを注文してスタンプを集めるとプ
レゼントがもらえるフェア

47 全国スポーツ写真展・全国スポーツ俳句展
全国スポーツ写真展・スポーツ俳句展の優
秀作品を展示。

44 地産地消マルシェ
本市農産物の即売や地産地消推進店の紹
介、プレゼントクイズなどの実施

45
採れたてうつのみやまるかじりキャンペー
ン

地産地消推進店の直売所・小売店におい
て、本市農産物を購入しシールを集めると
プレゼントがもらえるキャンペーン

50 上河内民俗資料館企画展 未定

51 WELCOME クリテリウム
大通り沿いの大学やビル等からジャパン
カップクリテリウムを観戦するイベント

48 宇都宮美術館 宇都宮美術館コレクション展（仮称）

49 うつのみや百人一首市民大会
本市にゆかりのある百人一首の普及啓発と
しての市民大会

54 宇都宮伝統文化フェスティバル
伝統芸能のステージ披露や伝統工芸などの
体験を通して、宇都宮市の伝統文化に親し
むイベント

55 ミヤ・ジャズ・イン 北関東最大のジャズフェスティバル

52
全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権
2022TOCHIGI

ｅスポーツ全国大会を複数タイトル実施す
る。

53 開館50周年記念展
印象派との出会い
－フランス絵画の100年
　ひろしま美術館コレクション－

3/16



期　日

会　場

会
場
地

事業名 事業内容

10月下旬

大谷資料館ほか

10月下旬

オリオンスクエア

11月(予定)

未定

11月５日(土)～６日(日)

宇都宮城址公園

11月13日(日)

シノザキ・コアミ計測機前

11月20日(日)

東弁天沼～田川放流口

２月16日(水)、17日(木)

栃木県総合文化センター２階第４ギャラリー

12月９日(金)

 栃木県総合文化センターサブホール

12月18日(日)

 栃木県総合文化センターメインホール

11月11日(金)

とちぎ福祉プラザ・わかくさアリーナ

通年

史跡足利学校

７月30日(土)～10月10日(月)

足利市立美術館

８月(予定)

名草ふるさと交流館

９月９日(金)～11月13日(日)

各農産物直売所

９月(予定)

名草ふるさと交流館

９月11日(日)

あしかがフラワーパークプラザ
（足利市民プラザ）文化ホール

10月２日(日)

昌平町学校様通りほか

10月23日(日)

あしかがフラワーパークプラザ
（足利市民プラザ）文化ホール

11月(予定)

足利市内

59 宇都宮餃子祭り 年に一度の宇都宮餃子ファンへの感謝祭

60 大谷石フォーラム
大谷石に関するトークセッション、パネル
展示など

56

宇
都
宮
市

フェスタin大谷 大谷地域ライトアップイベント

57 カクテルハロウィン カクテルイベント（ハロウィン）

58 宇都宮市農林業祭

本市の農林業の振興、農産物のＰＲなどを
通し、生産者と市民の農林業に対する理解
と関心を深める食と農に関する総合的なイ
ベント

63
平日の贈り物♪ランチタイムコンサート
Vol.43
櫻井亜木子 琵琶コンサート

平日昼間に開催する、休憩なし60分のコン
サート。

64
とちぎ舞台芸術アカデミー2022《音楽部
門》栃木県楽友協会ベートーヴェン「第
九」演奏会

栃木県楽友協会合唱団と栃木県楽友協会管
弦楽団、栃木県ゆかりのソリストによる
オールとちぎの「第九」演奏会。

61 釜川源流ウォーキング 釜川の歴史・文化等を再発見するイベント

62 栃木こころの絵画・書道展 精神障害者の文化芸術活動の発表の場

70 名草ふるさと自然塾フェスタ
昔ながらの遊び体験やステージ、農作物等
の販売

72 門前マルシェ
昌平町学校様通りを歩行者天国とし、マル
シェを実施

第17回民俗芸能大会
市指定無形文化財保持団体が3年に1回一堂
に会し出演する

65 栃木県障害者文化祭 障害者の文化芸術活動の発表の場

66

足
利
市

史跡足利学校 日本遺産に認定された日本最古の学校

68 力士ふれあいフェスタin名草 陸奥部屋力士と市民の交流イベント

74 景観講演会 景観、まちづくりについての講演会

67
企画展「あしかがの歴史と文化　再発
見！」

あしかがゆかりの文化財を展示

あしかが農畜産物直売所スタンプラリー
地産地消推進のため、市内の農産物直売所
を回るスタンプラリーの実施69

71

73
ふるさとまちおこし寄席三遊亭歌橘落語道
場研鑽会

あしかが輝き大使の三遊亭歌橘さんプロ
デュースの寄席
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期　日

会　場

会
場
地

事業名 事業内容

通年

とちぎ山車会館

通年

横山郷土館

令和３年11月１日(火)～令和４年２月28日(月)

巴波川（幸来橋周辺）

２月12日(土)～４月３日(日)

みかも山公園東口

３月12日(土)～５月10日(火)

巴波川（幸来橋周辺）

３月25日(金)～４月３日(日)

太平山県立自然公園

６月17日(金)～７月３日(日)

太平山県立自然公園

７月１日(金)～８月31日(水)

巴波川（幸来橋周辺）

７月29日(金)、30日(土)

栃木県シルバー大学校南校ほか

６月26日(日)、７月３日(日)

栃木市内

８月

みかも山公園

10月

みかも山公園

11月11日(金)～13日(日)

蔵の街大通り周辺

11月中旬

蔵の街大通り周辺および嘉右衛門町伝建地区

12月(予定)

渡良瀬遊水地

通年

佐野市葛生化石館

１月22日(土)～３月６日(日)

佐野市立吉澤記念美術館

１月30日(日)

佐野市運動公園陸上競技場

３月13日(日)

佐野市運動公園陸上競技場　他

77 うずまの竹あかり
栃木市のシンボルである巴波川を竹あかり
が幻想的に彩ります

78 みかも山公園早春の花まつり
山野草開花の時期にイベントを行います。
カタクリの群生は日本有数の規模です。

75 とちぎ山車会館
『とちぎ秋まつり』で巡行する人形山車を
展示

76 横山郷土館
明治時代の豪商横山家の貴重な資料などを
展示した郷土館

栃木県シルバー大学校南校学生のクラブ活
動作品展示、演芸会等の開催

79 うずまの鯉のぼり
色とりどりの鯉のぼりが巴波川で風に泳ぐ
春の風物詩

80 太平山桜まつり
山全体で約4,000本の桜が咲く太平山は桜の
名所

81 とちぎあじさいまつり
太平山神社へ続く石段の両側に、2,500株の
あじさいが咲き誇ります

88 小江戸とちぎきものの日
江戸情緒漂うとちぎを着物で街歩き。各種
イベントも開催

89 栃木市渡良瀬バルーンレース 未定

86 みかも山公園山イベント
ハイキング等で山に親しんでいただくイベ
ントです。

87 とちぎ秋まつり
２年に１度開催の栃木市最大の祭り。豪華
絢爛な江戸型人形山車が蔵の街に集う。

栃
木
市

84 県南五市総合競技大会 県南五市対抗の競技大会

85 みかも山公園トレイルランニング
公園のハイキングコースを各自のペースで
走れるトレーニングレースです。

82 うずま川行灯まつり
川島雅舟作の蔵や山車の切り絵が貼られた
行灯を巴波川に設置し、夏の夜を彩りま
す。

83 栃木県シルバー大学校南校学校祭

93 市民レクリエーションフェスティバル
市レクりエーション協会加盟団体による体
験コーナー、各種大会、体力テストを行う
イベント

佐
野
市

90 佐野市葛生化石館（常設展）
市内で見つかる化石や鉱物などを中心に展
示。

91 アートリンクとちぎ「放庵と寛方」 栃木の画家・小杉放菴と荒井寛方の展覧会

92 大澤駅伝競走大会
本市の生んだ偉大な長距離ランナー大澤龍
雄氏の追悼行事として昭和26年から継続し
て開催

5/16



期　日

会　場

会
場
地

事業名 事業内容

３月19日(土)～５月８日(日)

佐野市立吉澤記念美術館

６月

みかも山公園西口ハーブ園

７月16日(土)～11月23日(水・祝)(予定)

佐野市葛生化石館(企画展示室）

10月

未定

11月13日(日)

佐野市役所

３月４日(金)～６月26日(日)

佐野市人間国宝田村耕一陶芸館

３月11日(金)～31日(木)

万葉自然公園かたくりの里

５月21日(土)～７月３日(日)

佐野市立吉澤記念美術館

７月16日(土)～８月28日(日)

佐野市立吉澤記念美術館

９月(予定)

佐野市文化会館

９月17日(土)～12月18日(日)

佐野市立吉澤記念美術館

随時

佐野市文化会館ほか

通年

鹿沼市立川上澄生美術館

通年

鹿沼市

２月12日(土)～13日(日)

TKCいちごアリーナ

３月12日(土)

TKCいちごアリーナ

４月～７月

ヤオハンいちごパーク

４月23日(土)～６月５日(日)

川上澄生美術館 ２階展示室

５月８日(日)

今宮町～板荷

94 特別企画展「王欽古」 明治の佐野で活躍した南画家の展覧会

小学生から壮年までの各年齢層で結成した
チームで競う９区間のレース

99 佐野市人間国宝田村耕一陶芸館企画展
芸術性の高い「鉄絵」の技法を評価され、
人間国宝の認定を受けた田村耕一の作品を
展示

95 みかも山公園ハーブフェスタ
約40種類のハーブの開花に合わせ、ハーブ
に関するイベントを行います。

96 佐野市葛生化石館（夏季企画展）
化石についてより深く知ってもらうために
企画展を開催。

104
開館20周年記念・特別企画展「コレクショ
ンは文化のタイムカプセル」

コレクションの成り立ちを「受容者」「地
方文人」の視点から考える展覧会

105 令和４年度佐野市民文化祭
佐野市文化協会加盟２３部門がそれぞれの
ジャンルの日頃の活動の成果を展示、ス
テージ、講座等により披露する

102
開館20周年記念・収蔵企画展「コレクショ
ン選展2 ヨルコレ―夜の美術―」

開館20周年を記念し、吉澤コレクションの
うち「夜」をテーマに紹介

103 佐野ルネッサンス鋳金展
天明鋳物のふるさと佐野において開かれ
る、一般公募による鋳金展

佐
野
市

100
佐野スプリングフラワーフェスティバル２
０２２

日本有数の規模でカタクリが群生する「万
葉自然公園かたくりの里」をはじめ、春の
花をテーマにしたイベント

101
開館20周年記念・収蔵企画展「コレクショ
ン選展1 タキコレ―滝の美術―」

開館20周年を記念し、吉澤コレクションの
うち「滝」をテーマに紹介

97 天明鋳物のふるさと佐野市民大茶会
茶釜に代表される天明鋳物の名品を使って
多くの人々に紹介する茶会

98 佐野市民駅伝

111 川上澄生《初夏の風》特別展示 川上澄生の代表作を特別展示

112 鹿沼さつきマラソン大会 鹿沼市の魅力を体感できるマラソン大会

109 ３×３バスケットボール大会 ３人制バスケットボール大会

110 栃木ゴールデンブレーブス公式戦 栃木ゴールデンブレーブスの公式戦

鹿
沼
市

106 鹿沼市立川上澄生美術館
木版画の詩人、川上澄生の世界を堪能でき
る空間

107 鹿沼三十低山 一年中、日帰り登山ができる山の宝庫

108 鹿沼市ドッジボール交流大会
市内在学・在住の小学生を対象にしたドッ
ジボール大会
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期　日

会　場

会
場
地

事業名 事業内容

５月28日(土)～６月６日(月)

鹿沼市花木センターほか

６月18日(土)

TKCいちごアリーナ

７月３日(日)

TKCいちごアリーナ

７月

市民文化センター

７月１日(金)～８月31日(水)(予定)

振興会加盟店

７月24日(日)～８月14日(日)

文化活動交流館ギャラリー

８月

鹿沼カントリー倶楽部

令和４年９月10日(土)～令和５年３月26日(日)

川上澄生美術館 ２階展示室

９月16日(金)～10月15日(土)（予定）

鹿沼市立図書館本館

９月24日(土)～12月４日(日)（予定）

市民文化センターほか

10月８日(土)～９日(日)

鹿沼市街地

11月

TKCいちごアリーナ

12月３日(土)～21日(水)

鹿沼市民文化センター

未定

旧粟野中学校

１月２日(日)～１月31日(月)

日光田母沢御用邸記念公園

１月22日(土)～24日(月)

杉並木公園ギャラリー

４月９日(土)～５月８日(日)

日光田母沢御用邸記念公園

10月

足尾市民センター

10月～11月(予定)

日光公民館

115 レクリエーションバレーボール大会
レクリエーションバレーボールを使用した
バレーボール大会

116 第51回鹿沼市民美術展 市民の美術作品展

113 鹿沼さつき祭り
多様性と融和の象徴「さつき盆栽」の大規
模祭典

114 平野早矢香杯卓球大会
ロンドン五輪銀メダリスト・平野早矢香さ
んを記念した大会

５つのテーマで約 100 点を紹介

121 国体を盛り上げよう! 国体に関する本の企画展示(スポーツ関連)

117 かぬま和牛まつりスタンプラリー
地産地消応援セール・かぬま牛を食べて国
体選手を目指せ！

118 第27回自然はともだち展 鹿沼の生きものを昆虫標本や写真で紹介

119 鹿沼市ジュニアゴルフ大会
風の大地のふるさと、鹿沼市で開催される
ジュニアゴルフ大会

126 第4回meet with KANUMA
meet with KANUMA(市民文化芸術交流の日）
記念イベントを開催

127 冬の特別公開 三階御展望室特別公開

128 今市文化祭高校生合同作品展 高校生の作品展示

鹿
沼
市

124 ソフトバレーボール大会
ソフトバレーボールを使用したバレーボー
ル大会

125 鹿沼まるごと博物館第８回企画展 鹿沼まるごと博物館の企画展

122 第44回鹿沼市民文化祭 市民の文化芸術の祭典

123 鹿沼秋まつり
豪華絢爛な彫刻屋台が魅せる煌びやかな時
代絵巻

120
開館30周年・川上澄生没後50年記念
川上澄生の全貌展

131 文化を楽しむ集い 作品展示

日
光
市

129 春の特別公開 皇后御学問所特別公開

130 足尾芸術祭 作品展示
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期　日

会　場

会
場
地

事業名 事業内容

10月～11月(予定)

藤原公民館

令和４年10月～令和５年２月(予定)

中央公民館、杉並木公園ギャラリー

11月

栗山公民館

10月14日(金)～11月13日(日)

日光田母沢御用邸記念公園

４月10日(日)

小山総合公園　森のはらっぱ

４月23日(土)、29日(金)、30日(土)

小山運動公園

５月１日(日)～５日(木)

学校法人TBC学院小山校

５月３日(火)、４日(水)

小山市立体育館

６月25日(土)

小山市立文化センター小ホール

８月20日(日)

観晃橋下流思川河畔

８月中旬

未定

９月11日(日)

特設オンラインライブステージ（小山市内）

10月中旬

競技種目によって異なる

10月16日(日)

小山市立文化センター

10月下旬～11月中旬

道の駅思川

11月中旬（予定）

市内

11月下旬

未定

12月24日(土)

小山市立文化センター大ホール(予定)

５月19日(木)～７月18日(月)

久保記念観光文化交流館美術品展示室

133 今市文化祭 作品展示

134 栗山ふる里文化祭 作品展示

132 藤原文化のつどい 作品展示

日
光
市

135 秋の特別公開 御日拝所室内特別公開

136

小
山
市

おやま思川ざくらマラソン大会 小山市を流れる思川をコースにした大会

137 小山市スポーツ少年団軟式野球交流大会 スポーツ少年団を対象にした軟式野球大会

140 小山市男女共同参画フェア 男女共同参画の意識啓発のためのイベント

141 おやまサマーフェスティバル
打上場所にほど近い、2万発を超える花火大
会

138 とちぎeスポーツ未来塾
プロゲーマーとエンターテインメント業界
のプロフェショナルによるeスポーツ塾と
ワークショップ開催。

139
小山市スポーツ少年団ミニバスケットボー
ル交流大会

スポーツ少年団を対象にしたミニバスケッ
トボール大会

144 県民スポーツ大会 県民のためのスポーツ大会

145 ハンドベルフェスタinOYAMA
ハンドベルの音色の響くまちづくりを推進
する演奏会

142 小山市スポーツ少年団トライキャンプ スポーツ少年団を対象にしたキャンプ

143 BAND×ONLINE AUTUMN FES 2022
とちぎのエンターテインメント文化・芸術
をオンラインライブにて世界に発信。

148 小山市スポーツ少年団ドッジボール大会
スポーツ少年団を対象にしたドッジボール
大会

149 とちぎ紅白エンタメ合戦
県内の独創的且つ創造的なエンターテイン
メントスポーツ文化活動及び地元故郷の愛
着を育み、その活動を支援するイベント

146 第71回小山市菊花大会
小山晃思会会員による丹精を込めて育てら
れた菊の展示会

147 小山市農業祭
市内農畜産物販売、農業、地産地消、食育
のＰＲ等

150
久保記念観光文化交流館美術品展示室
第31回企画展「引用のアート」

～写実、ポップ・アート、名画オマージュ
から贋作まで～

真
岡
市
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期　日

会　場

会
場
地

事業名 事業内容

１月２日(日)～５月上旬

井頭フレッシュ直売所 あぐりっ娘

１月６日(木)～２月28日(月)

未定

２月２日(水)～３月３日(木)

岡部記念館「金鈴荘」

２月10日(木)～５月15日(日)

久保記念観光文化交流館美術品展示室

７月９日(土)～10日(日)（予定）

真岡市中村地区

７月中旬(予定)

久下田駅前通り

７月22日(金)～24日(日)（予定）

真岡市内

７月23日(土)（予定）

真岡市役所東 五行川沿い

８月上旬（予定）

真岡市二宮運動場前特設会場

８月６日(土)（予定）

中郷大日堂

８月15日(月)（予定）

行屋川水辺公園

８月27日(土)（予定）

荒町本通り

８月下旬（予定）

鬼怒川河川敷緑地公園

９月上旬（予定）

井頭公園運動広場

９月18日(日)（予定）

中村八幡宮

10月～11月

久保講堂、真岡市公民館ほか

10月２日(日)（予定）

井頭公園及び周辺道路

10月９日(日)（予定）

荒町本通り

11月23日(水)（予定）

市民公園ほか

153 真岡・浪漫ひな飾り
つり雛・段飾りを展示。約１ヶ月間開催さ
れる。

154
久保記念観光文化交流館美術品展示室第32
回企画展「油絵の魅力」

真岡市収蔵の油絵より、作家たちが生み出
した、魅力あふれる作品の数々を紹介

151 井頭観光いちご園
時間無制限で、栃木を代表するいちごのブ
ランド「とちおとめ」が食べ放題。

152
真岡市まちかど美術館常設企画展「栃木の
魅力を再発見！郷土ゆかりの作家たち」
（後期）

未定

155 中村夏祭り
２日間にわたって行われる活気溢れる夏祭
り。

156 久下田祇園祭
たくさんの神輿が威勢よく練り歩き、大迫
力のお神輿に感動です。

157 真岡の夏まつり
３日間にわたって行われる市内最大のイベ
ント。『日本の夏祭り百選』にも選ばれて
いる。

160 中郷大日堂獅子舞
女獅子、中獅子、大獅子が笛に合わせて踊
る。栃木県の無形文化財にも選ばれてい
る。

161 灯ろう流し 灯ろうを川に流し、死者の魂を弔う。

158 真岡の夏まつり花火大会
打ち上げ場所と観覧席が近く、大迫力の花
火を楽しむことができる。約２万発の花火
が夜空を彩る

159 どろんこバレーボール大会
どろんこになりながらバレーボールを楽し
む。

164 ベリテンライブ
井頭公園運動広場で開催されるエフエム栃
木（RADIO BERRY）主催のライブイベント。

165 中村八幡宮例大祭（流鏑馬）
参道を駆け抜ける馬上から矢を放つ古式豊
かな流鏑馬が実施される。

162 真岡木綿踊りフェスティバル
荒町本通りを交通規制し、流し踊りがにぎ
やかに実施される

163 尊徳夏祭り
尊徳太鼓の勇壮な響きとともに、約10,000
発の花火が夜空を彩る。

168 真岡木綿ふれあい祭り
サンバステージ・ファッションショーなど
たくさんの催しを実施。

169 大産業祭
JAまつり、産業祭、消費者まつり、子ども
まつり、バザーなどが開催される。

166 第６９回真岡市文化祭
文芸、ギャラリー、ホール部門等市民の文
化活動発表

167 井頭マラソン 豊かな自然に囲まれた特設コースを満喫。

真
岡
市
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期　日

会　場

会
場
地

事業名 事業内容

12月中旬（予定）

井頭公園ほか

通年

大田原市那須与一伝承館

通年

大田原市なす風土記の丘湯津上資料館

通年

大田原市歴史民俗資料館

通年

大田原市黒羽芭蕉の館

３月26日(土)～４月17日(日)

龍城公園・龍頭公園

３月26日(土)～４月17日(日)

黒羽城址公園、桜の馬場公園、芭蕉の広場

４月１日(金)～15日(金)

 野崎第二工業団地、上石上公園

４月16日(土)～17日(日)

金燈籠交差点

４月23日(土)～５月８日(日)

黒羽芭蕉の館

４月29日(金)～６月19日(日)

大田原市那須与一伝承館

６月18日(土)～30日(木)

大田原市芸術文化研究所

６月25日(土)～７月３日(日)

黒羽城址公園

６月26日(日)

ホテル花月

７月３日(日)

那珂川河川公園

７月９日(土)～８月28日(日)

大田原市なす風土記の丘湯津上資料館

８月

大田原市芸術文化研究所

８月15日(月)

那珂川河川公園

８月16日(火)

箒川河川敷（岩井橋付近）

170 はが路ふれあいマラソン
一市四町をめぐる比較的平坦なコースで、
初心者におすすめ。

171 大田原市那須与一伝承館常設展
与一を生んだ那須氏に伝わる「那須家資
料」をはじめ、与一や那須氏に関する資料
を展示

172
大田原市なす風土記の丘湯津上資料館常設
展

国宝に指定されている那須国造碑の建立と
発見をテーマに展示を行う資料館

173 大田原市歴史民俗資料館常設展 民俗資料を中心に、地域の生活文化を紹介

174 黒羽芭蕉の館常設展
芭蕉に関わる資料と、黒羽（くろばね）藩
主大関家の資料を常時展示

175 大田原市さくら祭
450本のソメイヨシノが見頃を迎え、ライト
アップも行われ、夜桜も楽しめます。

178 大田原屋台まつり
江戸時代から続く伝統行事であり、絢爛豪
華な屋台が集まり行う「ぶっつけ」（お囃
子の競演）は迫力満点です。

179 黒羽芭蕉の館テーマ展
黒羽藩11代藩主大関増業が創設した御用窯
で焼成された焼き物を紹介

176 芭蕉の里くろばね桜まつり
黒羽城址公園や芭蕉の広場、大宿街道など
桜の花が咲き誇り、桜馬場公園では開花中
ライトアップが行われます。

177 のざき桜まつり
４月上旬から中旬にかけてソメイヨシノが
見頃を迎え、ライトアップも行われ夜桜見
物が楽しめます。

182 芭蕉の里 くろばね紫陽花まつり
約6,000株の紫陽花の開花に合わせて開催さ
れ、公園内の橋上から堀跡沿いに紫陽花を
展望できます。

183 黒羽芭蕉の里全国俳句大会 松尾芭蕉ゆかりの地での俳句大会

180
大田原市那須与一伝承館特集展
「福原－那須氏ゆかりの里」

那須氏と関わりの深い福原地区について特
集

181 第８回ゲタ箱展 廃校になった学校のゲタ箱を使った作品展

186 那須野が原芸術シンポジウムin大田原 国内外からの招聘作家による公開制作

187 芭蕉の里くろばね夏まつり
各種イベントが行われ、花火大会では約
2,000発の花火が打ち上げられます。

184
芭蕉の里くろばね那珂川レディース鮎釣り
大会（鮎レディ）

鮎釣りの全国大会も開催される清流・那珂
川で開催される女性限定の鮎釣り大会。初
心者でも気軽に参加できます。

185
大田原市なす風土記の丘湯津上資料館
巡回展「栃木の遺跡」

近年、県内で行なわれた発掘調査の成果に
ついて紹介

188 佐久山納涼花火大会
約5,000発の打ち上げ花火が次々に夜空を彩
り、スターマインの花が咲き乱れ、河原で
は燈籠流しが行われます。

真
岡
市

大
田
原
市
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期　日

会　場

会
場
地

事業名 事業内容

９月17日(土)～11月13日(日)

大田原市歴史民俗資料館

10月１日(土)～11月20日(日)

大田原市なす風土記の丘湯津上資料館

10月下旬(予定)

那珂川河川公園、くらしの館、黒羽体育館

10月下旬(予定)

 栃木県なかがわ水遊園特設会場

10月下旬～12月上旬

黒羽芭蕉の館

10月29日(土)～12月18日(日)

大田原市那須与一伝承館

11月上旬

大田原市芸術文化研究所

11月４日(金)～６日(日)

大田原市那須与一伝承館

11月５日(土)～６日(日)

栃木県立県北体育館、美原公園

11月10日(水)～11月25日(木)

御殿山公園

２月27日(日)

栃木県県民の森

６月25日(土)～10月末

矢板市デジタルミュージアム（ウェブサイト）

６月25日(土)～７月18日(月)

矢板武記念館

８月４日(木)、６日(土)

栃木県シルバー大学校北校ほか

８月７日(日)

オンライン配信

10月３日(月)～６日(木)

矢板運動公園内

通年

塩原温泉天皇の間記念公園

通年

塩原もの語り館

４月９日(土)～５月８日(日)

旧青木家那須別邸

「日本考古学発祥の地　徳川光圀侍塚発掘
330年を記念して」

191 芭蕉の里くろばね秋まつり
商工会をはじめとする各種団体による作品
等の販売や製品展示がメインとして行われ
ます。

189 大田原市歴史民俗資料館企画展
当館に寄贈された信仰に関わる資料から、
私たちのくらしの中の祈りの形を紹介

197 大田原市産業文化祭
企業・団体等の紹介を行うコーナーや市内
児童・生徒の作品が展示されたり、演奏会
や伝統芸能の披露等を行います。

198 佐久山紅葉まつり
推定樹齢約200年のイロハモミジなどのライ
トアップを行い、紅葉が織りなす幻想的な
雰囲気を楽しむことができます。

大
田
原
市

195 大田原市芸術文化研究所研究員展 研究員による展示会

196 第２５回全国竹芸展 全国から応募された竹工芸作品の展示

192 湯津上地区天狗王国まつり
まるごとマルシェ大田原では、パン・コー
ヒー・農畜産物・名店街など、大田原の味
覚をまるごと体験できます。

193 黒羽芭蕉の館企画展 未定

194
大田原市那須与一伝承館企画展
「奥州道中－大田原と街道と宿場－」

奥州道中をテーマとした展示会

190 第30回　秋季特別展

200 デジタルミュージアム「栃の葉国体展」
栃の葉国体の特設ページを作成し、当時の
写真や使用したものを掲載する

201 矢板武記念館特別企画展
矢板武記念館にて、栃の葉国体で実際に使
用した旗や炬火トーチ、写真を展示する

199

矢
板
市

シイタケ駒打ち体験
原木にシイタケの植菌を行い、ご自宅で栽
培収穫を体験していただきます。

栃木県シルバー大学校北校学生のクラブ活
動作品展示、演芸会等の開催

国体開催記念講演会
スポーツ界における女性参画をテーマとし
た講演会

207
日独修好160周年記念 Ein preußischer 
Japaner

｢プロイセン気質の日本人－明治の外交官・
青木周蔵の横顔｣(仮称)

那
須
塩
原
市

204 第24回ともなり文芸祭り
「スポーツ」を題材とした作品を国体参加
者も含めて募集する

205 塩原温泉天皇の間記念公園　常設展 塩原御用邸を移築・保存し、公開

206 塩原もの語り館　常設展 地域文化や塩原温泉ゆかりの文豪を紹介

202

203

栃木県シルバー大学校北校学校祭
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期　日

会　場

会
場
地

事業名 事業内容

４月15日(金)

烏ヶ森公園

４月23日(土)～６月26日(日)

那須野が原博物館企画展示室

７月９日(土)～９月25日(日)

那須野が原博物館企画展示室

11月３日(木)

那須野が原博物館

11月12日(土)～13日(日)(予定)

宇都宮共和大学那須キャンパス

令和４年12月24日(土)～令和５年４月９日(日)

那須野が原博物館企画展示室

通年

さくら市ミュージアム－荒井寛方記念館－

３月19日(土)～４月17日(日)

氏家ゆうゆうパーク

７月23日(土)、24日(日)

氏家大通り

７月

喜連川神社

８月

ジョイフルブルーパーク（道の駅きつれが
わ脇特設会場）

８月

ＪＲ氏家駅東口広場周辺

10月(予定)

氏家体育館ほか

10月下旬

喜連川公民館広場、喜連川商店街

12月

氏家大通り

７月～９月

烏山公民館ほか

10月22日(土)

南那須公民館

10月22日(土)、23日(日)

烏山公民館ほか

12月４日(日)

大桶運動公園

208 開こん記念祭
那須野が原の開拓について多くの方に関心
を持ってもらうことを目的として毎年開催

博物館フェスタ
モノづくりや古書市などイベント盛りだく
さんのお祭り

212 なすしおばら　まなび博覧会 児童生徒作品展など学びの祭典

213 企画展「みんなの学校物語」 教育をテーマとする展示

209
企画展
「FREEDOM－現代アートの可能性－」

当館所蔵の三木コレクションを中心に現代
美術作品をテーマとする展示

210 特別展「トンボ」 トンボをテーマとする展示那
須
塩
原
市

豪華尺玉を含めた約5000発の花火が打ち上
げられる。

214

さ
く
ら
市

さくら市ミュージアム－荒井寛方記念館－
常設・企画展

さくら市出身の日本画家荒井寛方の作品
や、郷土ゆかりの歴史資料等を展示。

215
氏家ゆうゆうパーク桜祭り・桜づつみライ
トアップ

期間中の17：30～21：00には桜がライト
アップされ夜空に幻想的な夜桜が浮かびあ
がる。

216 氏家商工まつり 氏家みこしや阿波おどり等が行われる。

223 山あげ俳句全国大会
「山あげ」を夏季の季語に認定してもらう
ことと山あげ祭のＰＲを図る

221 きつねの嫁入り
キツネの化粧をした新郎新婦が結婚式を挙
げ着物姿の参列者とともに商店街を歩く。

222 暮市
県内の露天商が集まり、縁起物や正月用品
を商う。福引等も行われる。

219 うじいえ納涼彩
市内保育園児などが手作りした燈籠3000本
が広場を彩る。

220 ゆめ！さくら博2022
子どもから大人までが自由に参加できる
「まちの学園祭」

217
450年以上続く祭り。喜連川神社の神輿が勢
いよく町中を練り歩く。

226 第18回那須烏山マラソン大会
運動不足の解消を図ると共に運動を始める
機会を提供する

那
須
烏
山
市

224 男女共同参画推進フォーラム
組織分野を超え連携・協働し男女共同参画
を推進する

225
市民が芸術文化を身近に感じ学び触れあう
機会を提供する

那須烏山市文化祭

喜連川天王祭

211

218 サマーフェスティバル＆花火大会
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期　日

会　場

会
場
地

事業名 事業内容

令和３年10月31日(日)～令和４年１月30日(日)

埋蔵文化財センター

１月10日(月)～23日(日)

オンライン

５月29日(日)～８月21日(日)

埋蔵文化財センター

７月16日(土)～９月４日(日)　

下野薬師寺歴史館

８月下旬

天平の丘公園

11月６日(日)

下野薬師寺史跡と周辺史跡

11月６日(日)

天平の丘公園

12月上旬

南河内地区

10月14日(金)～16日(日)

上三川町中央公民館、上三川町体育セン
ター

通年

益子陶芸美術館（陶芸メッセ・益子）

４月16日(土)～６月19日(日)

益子陶芸美術館（陶芸メッセ・益子）

６月28日(火)～８月７日(日)

益子陶芸美術館（陶芸メッセ・益子）

10月２日(日)～12月11日(日)

益子陶芸美術館（陶芸メッセ・益子）

４月１日(金)～10日(日)

城山公園、道の駅もてぎ周辺

７月下旬

茂木町中心市街地

８月（予定）

益子町中央公民館

９月頃

茂木町民センター、ふみの森もてぎ

４月30日(日)～６月５日(日)

芳賀町総合情報館

６月18日(土)～９月25日(日)

芳賀町総合情報館

町民の文化活動の発表の場

232 史跡めぐりウォーキング
下野薬師寺跡周辺に残された数多くの史跡
をウォーキングでめぐります。

233 天平の芋煮会
北関東最大級の大鍋で約3000食の芋汁を調
理・販売するイベント

下野市内の発掘調査によって出土した土器
や石器などを展示し、古代の下野市の様子
を紹介します。

231 しもつけ燈桜会
園内に約4,000個の燈を灯す幻想的なイベン
ト

下
野
市

埋蔵文化財センター30周年展
埋蔵文化財センター30年の歴史と成果を紹
介します。

228 天平マラソン大会オンライン2022
オンラインマラソン大会は、開催期間中で
あれば、いつでも好きな時間に好きな場所
を走って参加できます。

229 発掘調査速報展
侍塚古墳を始め調査された遺跡の成果を紹
介します。

地元に密着した駅伝大会

県立博物館と連携した企画展を開催

243 茂木町文化祭
町民の豊かな文化生活の向上を図るととも
にともに、茂木の町づくりに寄与する。

239
益子陶芸美術館企画展
「－閃光－　池田 巌」

漆や蒔絵を施した竹のオブジェ作品、茶道
具など約40点の池田作品を紹介

240

茂
木
町

ふるさと茂木春まつり 城山公園と桜の回廊のライトアップ

241 祇園祭・ふるさと茂木夏まつり花火大会 夜空を彩る約5000発の迫力満点な花火

益
子
町

益子陶芸美術館常設展 益子陶芸美術館の所蔵品を常設展示

237
益子陶芸美術館企画展
「肥沼美智雄とその時代」

肥沼美智雄作品を中心に、同時代に益子で
作陶した作家による作品を紹介

238
益子陶芸美術館企画展
「2021年度新収蔵品」

2021年度に収蔵した作品の中から魅力的な
作品を紹介

244 テーマ展　青木繁生誕140年 福田たねの作品と青木繁

245 テーマ展　動物いっぱい 動物に関係する美術品・資料等を展示

242 地域移動博物館

236

234 南河内地区一周駅伝競走大会

230 下野薬師寺歴史館企画展

235

上
三
川
町

第57回上三川町文化祭

227

芳
賀
町
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期　日

会　場

会
場
地

事業名 事業内容

６月25日(土)～８月21日(日)

芳賀町総合情報館

９月３日(土)～10月23日(日)

芳賀町総合情報館

11月～12月

芳賀町総合情報館

通年

市貝町歴史民俗資料館

７月16日(土)～８月28日(日)

市貝町歴史民俗資料館

８月６日(土)、７日(日)

日枝・熊野神社

８月11日(木)

道の駅サシバの里いちかい

８月20日(土)、21日(日)

高龗神社

10月21日(金)～11月30日(水)

道の駅サシバの里いちかい

通年

おもちゃ博物館

３月６日(日)

みぶハイウェーパーク

３月26日(土)～４月３日(日)

しののめ公園

３月27日(日)～４月３日(日)

しののめ公園ほか

３月27日(日)～４月３日(日)

しののめ公園ほか

７月16日(土)～８月31日(水)

壬生町黒川の里ふれあいプール

８月20日(土)（予定）

壬生町総合公園

８月26日(金)（予定）

バンダイ・モールドセンター

９月

壬生町立図書館

10月

とちぎわんぱく公園

未定

246 栃木県立博物館　移動博物館
「いきものホネホネ展－ホネから見える動
物のくらし－」

258 壬生まちなかサクラ巡りツアー ガイドボランティア解説による桜巡り

259 壬生まちなかパズルラリー まちなかのスポットを周遊

255 おもちゃ博物館各種イベント
プラレールフェス、クリスマスコンサート
など

256 みぶの日
壬生町の魅力を町内外にPRを実施するイベ
ント開催事業

257 しののめ花まつり 壬生町の桜まつり

260 壬生町黒川の里ふれあいプール
流水プールやウォータースライダーなどが
ある公共レジャープール

261 ふるさとまつり 壬生町の夏祭り、花火大会

262 おもちゃ団地夏祭り 花火、売店、子どもたちステージ有

263 図書館まつり
毎年恒例のおまつり。おはなし会、古本ﾘｻｲ
ｸﾙ、ビンゴ大会などを開催。

264 とちぎグリーンフェスタ2022 都市緑化の普及啓発を目的としたイベント

ささら囃子に合わせ、色とりどりの万灯籠
や神輿、獅子がしらなどを連ね、五穀豊
穣、無病息災を祈願し練り歩くお祭り

252 いってみっぺ夏マルシェ＆夜まつり キッチンカー、コンサート等のイベント

253 田野辺の天祭 風雨順次五穀豊饒を祈願する農耕の祭り

250 楽しく学ぼう！昆虫の世界 市貝町の昆虫や世界中の昆虫の展示

251
日枝・熊野神社八朔祭
（夏の例大祭）

未定

248 秋季芸術展

254 さしばの里　かかし祭り

247 芳賀町の歴史展示

常設展示

芳
賀
町

壬
生
町

町の指定文化財を中心に、資料館の収蔵資
料を展示249

市
貝
町

創作かかしの品評会、作品展示
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期　日

会　場

会
場
地

事業名 事業内容

10月29日(土)（予定）

興光寺及び参道

11月

城址公園ホール

11月13日(日)（予定）

壬生町役場前通り

12月

城址公園ホール

12月４日(日)

壬生町総合公園陸上競技場

12月10日(土)～11日(日)（予定）

壬生町総合公園

未定

壬生町役場前通り

７月末頃

野木第二中学校周辺

８月下旬

野木町公民館

10月初旬

野木ホフマン館

11月初旬

野木町内施設

11月下旬

野木第二中学校周辺

１月29日(土)～30日(日)

星降る学校くまの木

４月３日(日)

大杉神社

４月16日(土)～17日(日)

玉生小学校

８月11日(木)

玉生小学校

10月29日(土)～30日(日)

塩谷中学校

11月14日(月)

塩谷町総合公園

通年

高根沢町歴史民俗資料館

265 壬生流ふくべたちのハロウィンナイト お化け屋敷や仮装コンテスト

266 バンドフェスタ
壬生町内の中学生、高校生による吹奏楽の
演奏会

269 壬生町ゆうがおマラソン大会 壬生町の壬力を体感できるマラソン大会

270 おもちゃ団地チャリティーバザール クリスマス前のおもちゃのバザー

267 みぶっ子まちなかストリート 子どもたちが考え、販売するお店

268 安全安心町民大会
犯罪や交通事故のない安全で安心なまちづ
くりを推進する大会

271 ライデンマルシェ さまざまな出店などが出店

272

野
木
町

ひまわりフェスティバル
4.3ヘクタールのひまわり畑に約30万本の花
が咲き誇ります。

273 ふれあい夏祭り
地域で守られている郷土芸能の伝承や町民
の交流を目的に開催されるお祭り

健康マラソン大会
親子・三世代交流を図ることのできるマラ
ソン大会

277 くまの木に泊まって星を観よう！
自然豊かな環境の中、満点の星空観察と木
造校舎を活かした宿泊施設「星ふる学校く
まの木」での一夜を楽しみます。

278 風見の太々神楽
県内の太々神楽の中でも最も古い歴史と伝
統を誇る祭り

274 煉瓦窯秋フェスタ
野木町煉瓦窯を活かした文化振興や観光交
流イベント

275 野木町産業祭
町の農業・工業・商業を中心としたイベン
ト

282 しおやウオーキング大会 町民誰もが参加しやすいウオーキング大会

283 高根沢町歴史民俗資料館常設展
町の文化財や、ゆかりある宇津救命丸に関
連した展示

壬
生
町

塩
谷
町

高
根
沢
町

279 しおや１００キロウォーク大会
塩谷町内全域を24時間以内に歩くウォーク
大会

280 しおや湧水の里ウォーク大会 たかはら山の麓を歩くウォーク大会

281 塩谷町生涯学習フェスティバル 町民の芸術作品を発表展示し鑑賞する

276
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期　日

会　場

会
場
地

事業名 事業内容

４月15日(金)～７月31日(日)、９月～１１月(予定)

とちまるゴルフクラブ

６月４日(土)～26日(日)

高根沢町歴史民俗資料館

通年

那須歴史探訪館

１月29日(土)、２月26日(土)

那須歴史探訪館

２月11日(金)～３月27日(日)

那須歴史探訪館

４月２日(土)～６月12日(日)

那須歴史探訪館

４月２日(土)～６月13日(日)

那須歴史探訪館

５月29日(日)

殺生石

６月12日(日)

那須歴史探訪館

６月17日(金)～８月21日(日)

那須歴史探訪館

８月23日(火)～10月23日(日)

那須歴史探訪館

９月25日(日)（予定）

余笹川ふれあい公園

10月30日(日)

那須歴史探訪館

冬頃

那須歴史探訪館

６月26日(日)

小川総合福祉センター園地（発着）

11月５日(土)～６日(日)

那珂川町総合体育館

11月20日(日)

小川総合福祉センター（発着）

11月下旬

小川総合福祉センターあじさいホール

286

那
須
町

那須歴史探訪館　常設展 那須町の歴史・道に関する常設展示

287 芦野城ウォーク 交代寄合旗本芦野氏の陣屋を散策

284 大ロングランコンペ
とちまるゴルフクラブ開場30周年を記念し
て、大ロングランコンペを開催

290
那須歴史探訪館　トピック展
「白井竹舟と暮らしの中の書」

没後20年にあたる那須町出身の書家、白井
竹舟氏の作品を展示

291 御神火祭
御神火と白面金毛九尾太鼓の響きが幻想的
な火祭り

288 パネル展　伊王野氏の城館 那須一族である伊王野氏の城館を紹介

289
那須歴史探訪館　テーマ展
「那須と芭蕉と文人たち」

『おくのほそ道』刊行320 年を記念して、
那須町における芭蕉の足跡を紹介

伊王野城ウォーキング
町指定文化財である伊王野城の構造を実地
で歩きながら散策します。

294
那須歴史探訪館　トピック展
「皇室からの贈り物」

昭和天皇の侍従などを務めた小林忍元侍従
の旧蔵品を展示

295 那須九尾まつり
九尾太鼓や九尾みこしなど九尾の狐伝説に
関わるイベントを開催

292 入館無料デー 那須歴史探訪館に無料で入館できます

293
那須歴史探訪館　トピック展
「鮎瀬淳一郎と伊王野」

没後120年にあたる伊王野出身の政治家、鮎
瀬淳一郎の足跡を紹介

301 町文化祭邦楽民謡舞踊祭
文化協会会員及び町民による民謡や日舞等
の発表会。

298

那
珂
川
町

那珂川満喫歩け歩け大会
那珂川町の自然を思う存分満喫しながら行
うウォーキング大会。

299 町文化祭総合展・児童生徒作品展
町民や児童生徒の絵画や書道・工芸などの
作品を多数展示。

300 なかがわ清流マラソン大会
令和３年度からハーフマラソンを新規に導
入したマラソン大会。

296 感謝祭
日頃の感謝を込めまして、ご来館のお客様
全員が入館無料となります。

297

高
根
沢
町

285 高根沢町歴史民俗資料館企画展
会橋久保経塚展～経塚の頂上に置かれた経
碑を中心に～
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