
栃木県県民の日実行委員会会長　宛て
E-mail　kyodo@pref.tochigi.lg.jp

団体名
所在地
部署名
担当者職・氏名
TEL
E-mail

No. 入力項目 内容 備考

1 イベント名

2 市町イベント 主催者が市町の場合「○」を選択

3 開催エリア

4 開催市町

5 開催場所

市町名から記載（県外の場合都道府県名から
記載）
複数の場所で開催する場合は、「複数開催」
シートに入力いただくか、開催場所・店舗等
の一覧を添付してください。

6 ジャンル１

7 ジャンル２

8 ジャンル３

9 内容（200字以内）

10 メイン写真ファイル名

11 メイン写真キャプション

12 サブ写真1ファイル名

13 サブ写真1キャプション

14 サブ写真2ファイル名

15 サブ写真2キャプション

16 主催者

17 開催開始日1

18 開催開始日1̲曜日

19 開催終了日1

20 開催終了日1̲曜日

21 開催時間1

22 開催開始日2

23 開催開始日2̲曜日

24 開催終了日2

25 開催終了日2̲曜日

26 開催時間2

27 開催開始日3

28 開催開始日3̲曜日

29 開催終了日3

30 開催終了日3̲曜日

31 開催時間3

32 開催日時備考

33 休業日・休館日

34 問い合わせ 電話番号、E-mailを記載

35 関連リンク

36 緯度経度情報 &ll=○○,○○ GoogleMap等で検索・確認できます。

37
150年記念特設ウェブサイ
ト掲載希望

ウェブサイトへの掲載を希望する場合「○」
を選択してください。

栃木県誕生150年記念協賛行事報告様式

最大３つまで選択

添付は任意



No 開催市町 開催場所 緯度経度情報

1
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※複数の場所で開催する場合は、本シートに入力いただくか、開催場所等の一覧を添付してください。
※行が不足する場合は適宜追加してください。
※場所ごとに日時、内容等が異なる場合は、記載方法について実行委員会事務局
　（028-623-3422）まで御相談ください。

複数開催



栃木県県民の日実行委員会会長　宛て
E-mail　kyodo@pref.tochigi.lg.jp

団体名 栃木県
所在地 宇都宮市塙田1-1-20
部署名 県民生活部県民文化課
担当者職・氏名 主任　川上　貴義
TEL 028-623-3422
E-mail kyodo@pref.tochigi.lg.jp

No. 入力項目 内容 備考
1 イベント名 第８回栃木県フェア
2 市町イベント 主催者が市町の場合「○」を選択
3 開催エリア 県南
4 開催市町 佐野市

5 開催場所 佐野市高萩町1324-1

市町名から記載（県外の場合都道府県名から
記載）
複数の場所で開催する場合は、「複数開催」
シートに入力いただくか、開催場所・店舗等
の一覧を添付してください。

6 ジャンル１ イベント
7 ジャンル２ グッズ・販売
8 ジャンル３

9 内容（200字以内）

「魅力あふれる～とちぎ150年～」をテーマに、いちご、地酒、
餃子、ラーメンなど、県産品を揃えたフェアを開催します。
また、とちぎの魅力を紹介するパネル展示を行います。
※栃木市、小山市、日光市、壬生町でも開催。

10 メイン写真ファイル名 【完版】佐野新都市栃木県フェア（表）.jpg
11 メイン写真キャプション 栃木県フェアチラシ
12 サブ写真1ファイル名 20210112栃木県フェア写真.jpg
13 サブ写真1キャプション 昨年度の様子
14 サブ写真2ファイル名
15 サブ写真2キャプション
16 主催者 栃木県
17 開催開始日1 2023/1/11
18 開催開始日1̲曜日 （水曜日）
19 開催終了日1 2023/1/15
20 開催終了日1̲曜日 （日曜日）
21 開催時間1 10時～18時
22 開催開始日2 2023/6/7
23 開催開始日2̲曜日 （水曜日）
24 開催終了日2 2023/6/11
25 開催終了日2̲曜日 （日曜日）
26 開催時間2 10時～18時
27 開催開始日3
28 開催開始日3̲曜日
29 開催終了日3
30 開催終了日3̲曜日
31 開催時間3
32 開催日時備考 最終日（日曜日）は17時まで
33 休業日・休館日

34 問い合わせ
県民文化課県民協働推進室
TEL：028-623-3422
E-mail：kyodo@pref.tochigi.lg.jp

電話番号、E-mailを記載

35 関連リンク

https://www.aeon.com/store/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%8
3%B3/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%B9%E3
%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E4%BD%90%E9%87%8E%E
6%96%B0%E9%83%BD%E5%B8%82/

36 緯度経度情報 &ll=36.312468,139.6526175 GoogleMap等で検索・確認できます

37
150年記念特設ウェブサイ
ト掲載希望

○
ウェブサイトへの掲載を希望する場合「○」
を選択してください。

〔記載例〕　栃木県誕生150年記念協賛行事報告様式

最大３つまで選択

添付は任意



県央 ○ 宇都宮市 イベント （日曜日）
県東 足利市 施設利用 （月曜日）
県西 栃木市 グッズ・販売 （火曜日）
県南 佐野市 その他 （水曜日）
県北 鹿沼市 （木曜日）
県外 日光市 （金曜日）

小山市 （土曜日）
真岡市
大田原市
矢板市
那須塩原市
さくら市
那須烏山市
下野市
上三川町
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
壬生町
野木町
塩谷町
高根沢町
那須町
那珂川町
県外


