
月

月

月

しもつけしてんぴょうまらそんたいかい

下野市天平マラソン大会

成人の日

旧国分寺町の大会から数え、2016年に通算
42回目を迎えた歴史あるマラソン大会。6コー
スに2000組を超えるランナーがエントリー。
かんぴょう汁のおもてなしも。開催時間：9時～
（コースにより異なる）   開催場所：天平の丘公
園   問合せ： t0285-32-8920（下野市教育
委員会スポーツ振興課）

P19B3
しもこやまほしのみやじんじゃだいだいかぐら

下古山星宮神社太々神楽

4月10日前後の日曜

星宮神社では春祭と元旦の2回、太々神楽が奉
納され、古くから春祭には太々神楽厄除け祈
願祭が行われてきた。吉田流の神楽で舞は１３
座からなる。開催時間：12時～15時30分  開
催場所： 星宮神社　問合せ： t0285-53-
1706

やよいほうかんさい

弥生宝神祭

3月第2日曜

豪華絢爛な宝神神輿が、全国から集う担ぎ手
たちによって担がれ、JR石橋駅西口から愛宕神
社までを練り歩く。沿道には多くの人が訪れ熱
気に包まれる。開催時間：9時45分～12時  渡
御開始場所：石橋コミュニティセンター　問合
せ： t0285-53-3700（高山春吉商店内）

P19B2

しもつけやくしじあとしせきまつり

下野薬師寺跡史跡まつり

3月上旬（要問合せ）

発掘調査についての
説明会や、雅楽の演
奏など下野薬師寺跡
の歴史にふれる催し
のほか、ふくべ細工
の絵付け体験、クイ
ズラリーなどイベントも開催。模擬店も出店。
開催時間：9時30分～13時   開催場所：下野
薬師寺歴史館ほか  問合せ： t0285-47-3121
（下野薬師寺歴史館）

P18D7

てんぴょうのはなまつり

天平の花まつり

3月20日～5月連休の最終日

園内は3月下旬の淡墨桜に始まり、470本もの
八重桜、5月上旬のツツジと花の見頃が続く。
期間中は市内商店が出店し、ヒーローショーや
歌謡ショーなどを開催。開催時間：10時～20
時30分  開催場所： 天平の丘公園　問合せ： 
t0285-39-6900（下野市観光協会）

P18A6

月

しもつけかんぴょうまつり

しもつけかんぴょうまつり

7月下旬の土曜

生産量、栽培面積日本一の下野市のかんぴょう
をPRするイベントが満載。むき実の実演や体験、
かんぴょうの料理教室（要事前申込み）、かんぴ
ょうを使った料理の試食も行われる。開催時間：
10 ～14時   開催場所： 道の駅しもつけ  問合
せ： t0285-32-8906（下野市農政課）

P18D7

ぐりーんたうんちく えこらいふまつり
グリーンタウン地区 エコライフまつり

7月最終土曜

エコをテーマにした夏のイベント。オリジナル神
輿が披露され、演奏やダンス、お囃子などのステ
ージ発表が行われる。地域の自治会・事業所が出
店する模擬店も賑わう。開催時間：14時～20時
30分   開催場所： 祇園原公園   問合せ： t0285-
44-6301（グリーンタウンコミュニティセンター）

P18C8

いしばしあたごじんじゃ「やさかさい」

石橋愛宕神社「八坂祭」

7月第3土・日曜  

土曜は各町内の神輿や山車が、石橋中央通り
のおみこし広場を練り歩く。日曜は石橋の6町
内を大神輿が渡御し、夕方から石橋愛宕神社
への宮入が行われる。開催時間：土曜18～20
時、日曜14時30分～20時   開催場所： 石橋
愛宕神社、石橋中央通り   問合せ： t0285-
53-0704（石橋愛宕神社宮司宅）

P19B2

下野イベント
カレンダー

P18A6

月

ぼんおどり・はなびたいかい

盆踊り・花火大会

8月上旬（要問合せ）

多くの地域住民が参加する夏の恒例イベント。
盆踊りや花火で夏の夜を楽しみ、交流を深める。
旧国分寺町地区と旧石橋町地区で開催される。
［国分寺地区コミュニティ盆踊り花火大会］
開催時間：18時30分～   開催場所： 国分寺運
動公園   問合せ： t0285-32-8887（国分寺
地区コミュニティ盆踊り花火大会実行委員会）
［いしばし納涼踊り・花火大会］
開催日時：8月8日19時～（予定）   開催場所： 保
健福祉センターきらら館前特設会場   問合せ： 
t0285-53-0463（石橋商工会）

P18B6

P19B3

こやまのかかしまつり（ほしのみやじんじゃ）

古山のかかし祭り（星宮神社）

 8月中旬～9月中旬（要問合せ）

星宮神社旧参道沿いにユニークなかかしが並び、投
票による各賞の発表もある。「とちぎのふるさと田園
風景百選」にも選定さ
れている。期間中は境
内でイベントも。開催
時間：期間中随時   開
催場所：星宮神社旧参
道 沿 い   問 合 せ： 
t0285-53-1706（古山かかし祭り実行委員会）

P19B3

月

ぐりむのもりふぇすてぃばる

グリムの森フェスティバル

9月下旬

森の音楽会や大道芸ショー、ドイツビールが味
わえるビールまつりなど、大人も子供も楽しめ
るイベント。2014･2015年は長さ20mのジャ
ンボかんぴょう巻き作りに挑戦。開催時間：要
問合せ   開催場所：グリムの森   問合せ： 
t0285-52-1180（グリムの館）

P19A1

くすしさい（じちいかだいがくがくえんさい）

薬師祭（自治医科大学学園祭）

10月上旬の金・土・日曜

芸能人トークライブや講演会などのステージ企
画や、学生主催の出店や医療展示などイベント
が盛りだくさん。夜には打ち上げ花火も！　市
内外から多くの人が訪れる。開催時間：9 ～
21時   開催場所：自治医科大学キャンパス   
問合せ： kusushi-info@jichi.ac.jp

P18C7

月

月

月

しもつけしさんぎょうさい

下野市産業祭

10月下旬の日曜

市内の企業、小売り店の商品紹介や、地元の農産物・
特産品の販売などが行われ、下野市の産業をPRする。
ステージの催しも行われている。開催時間：10
～14時（要問合せ）   開催場所： 下野市田中
681-1  問合せ： t0285-32-8907（下野市商工
観光課）

P18D8

しもつけしきっかてん

下野市菊花展

10月下旬～11月上旬

市内で活動する、国分寺菊花会と石橋菊友会
の菊愛好家の手により育てられた菊が多数展
示され、会場を華やかに彩る。期間中に天平
の芋煮会も開催される。開催時間：要問合せ  
開催場所： 天平の丘公園花広場　問合せ： 
t0285-39-6900（下野市観光協会）

P18A6

やくしじはちまんぐうあきまつり

薬師寺八幡宮秋祭り

11月2・3日

薬師寺八幡宮の例大祭では、日頃のご加護を感
謝し神楽殿で御神楽が奉納される。八幡神が四
方へ矢を射て悪魔祓いする、八幡舞が見事。開
催時間：2日10時30分～（式典のみ）、3日13
～16時（御神楽・ガラまき）  開催場所： 薬師
寺八幡宮   問合せ： t0285-48-0139 

P18D7

てんぴょうのいもにかい

天平の芋煮会

11月第1日曜

北関東最大級といわれる直径2.5mの大鍋で作
られる芋煮会は、地元でも好評の名物行事。地
元特産のかんぴょう入り芋煮汁3000食が調理
される様子は圧巻。開催時間：11時～（要問合
せ）   開催場所：天平の丘公園花広場  問合せ： 
t0285-39-6900（下野市観光協会）

P18A6

しもつけししみんのうえんまつり

下野市市民農園祭り

11月上旬

生産者と消費者が交流し、収穫の喜びを感じ
るイベント。芋汁やふかし芋などが無料でふる
まわれるほか、地元野菜や農産物の加工品、ガ
ーデニング用植物の販売も。開催時間：10 ～
13時   開催場所： 下野市市民農園  問合せ： 
t0285-32-8951（下野市農業公社）

P18D7

さいとうおおごまくほうよう･ひわたりしき

柴燈大護摩供法要・火渡り式

11月第3土曜

現在の地に中興され、2001年で500年を迎え
た記念として実施されている。法要のあと、檀
信徒や、祈願成就を願う人々の火渡り式が行わ
れる。開催時間：10時～   開催場所： 開雲寺
問合せ： t0285-53-0408

P19B2

ぐりむのもり いるみねーしょん

グリムの森 イルミネーション

11月下旬（要問合せ）

約30万個のLED電球を使った幻想的なイルミ
ネーションでグリム童話の世界を表現。散策し
ながら楽しむことができる。期間中はコンサー
トなども開催。開催時間：17～21時   開催場
所：グリムの森   問合せ： 
t0285-53-1829（下野市
ウィンター活性化推進協議会）

月
〜

P19A1

1年を通して
楽しいイベントや
祭りが目白押し
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o下野市のシンボル的存在の自治医科大学附属病院周辺

人口1人当たり医師数　全国第1位 全国809市区サステナブル都市調査
／平成23年（日本経済新聞社）

15～49歳女性人口１万人当たり産婦人科医師数　全国第4位 『全国813市区生活ガイド.com』／平成26年『SBIライフリビング』

小児人口１万人当たり小児科医師数　全国第4位  『全国813市区生活ガイド.com』
／平成26年『SBIライフリビング』

人口１万人当たり一般病床数　全国第12位 『全国813市区生活ガイド.com』／平成26年『SBIライフリビング』

住宅地標準価格 　40,000円／㎡ 　県内第2位 平成26年地価公示／用途別平均価格（栃木県）

市民の平均年齢　43.7歳　県内第2位 統計指標ふるさとウォッチング／平成26年度版（栃木県）

下野あれこれランキング！

日本女子ソフトボールリーグ1部･Hondaチーム監督の濱中武直さんは、
真岡市を本拠地とするチームのコーチに就任した2004年に下野市に引っ
越してきた。川越で暮らしていた濱中さんが、下野で驚いたことは人々の
温かさだった。「向こう三軒両隣っていうんですかね、近所の方たちが家
族のように温かくしてくれることにはビックリでした」。ときには遠征に
出かけることもある濱中さんだが、奥様や小学校2年生の娘さんも、近所
の方たちがいるから安心だという。濱中さんのお気に入りスポットは道の
駅しもつけ（→P6）。「野菜や食料品が安いですからね、食事もうまいです
よ。自治医大駅から歩いて15分くらいの島ちゃんという居酒屋も居心地
がよくて癒されます。ぜひ探してみてください。妻や娘はGrindel Berg
（→P12）のケーキが大好きです」。女子ソフトボール競技がオリンピック
に復活することを目指して、濱中さんは今日も下野市でがんばっている。

栃木市に生まれ育った小松大起さんが、下野市にやって来たのは27歳
のとき。「実家が農業をしていたわけじゃないけど、仕事としての農業
にひかれたんですよね」という。第三者事業継承制度を利用して、下
野市内の高齢の農家の方に出会い、1000㎡の畑でナスを作った。農
業の一から十を教えていただきながら……。当初は栃木市から畑に通い、
やがて下野にアパートを借りて、さまざまな人々に教えを請うた。農
業を始めて2年目のときに結婚し、今では2人の子どもの父親である。
下野市内に家も構えた。小松さんに下野の魅力を尋ねると「野菜を作
りやすい気候や土壌、それから医療はすごいよね」とか。2015年3月
に盲腸を患った。かなり重症だったが自治医科大学附属病院でその日
に手術を受けて回復したという。休みの日には蔓巻公園（→P15）や天

平の丘公園（→P5）に家族で出かける。食
事処ではレストラン倉井（→P9）などがお
気に入りだ。今では地元の人々の信頼を得
て、当初の100倍を超える農地で米やナス、
ホウレンソウを育て、従業員を雇うまでに
なった。下野市の大地、そして下野市の人々
に感謝しながら、汗する日々を送っている。

oHondaチームは1部リーグの強豪 o小松さんが栽培する広大なナス畑

隣近所の人たちの温かさにびっくり！
だから遠征中でも安心できますね

野菜を作るのに魅力的な大地と
医療施設の充実度は助かりますよ

日本女子ソフトボールリーグ１部
Honda 監督

はまなか たけなお　　　　　

濱中武直さん

認定農業者
こまつ　 たいき　　　　

小松大起さん

o収穫されたばかりの
みずみずしいナス

JR上野東京ラインのおかげで、東京駅～小金井駅の所要
時間は約1時間30分、石橋駅は約1時間37分。都心に通
勤している人々にはうれしいニュース。観光客にとっては、
下野市が訪ねやすいスポットになったということだ。

JR上野東京ライン開業で、東京駅や
横浜方面まで快適に通勤できそう！

下野市では東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、
千葉県）から転居し、市内に住宅を取得した人に
向けて、住宅敷地内に野菜や果物、花が栽培でき
る家庭菜園を市が整備してくれる制度が2015年
春にスタートした。1件当たり20万円（別途消費
税）というからお得なニュース。マイホームを探
している人は、ぜひ下野市へ。

「あなたの住宅に家庭菜園を
プレゼント制度」
を知っていますか？

美しい自然があって、首都圏へのアクセスも抜群

だから大好きです！下野市古い歴史や豊かな自然、温かな人々……、下野市は魅力いっぱい
の街だ。そんな下野に魅了されて、引っ越してきた人も多いのだ
とか。彼らの話を聞いていると下野市に住みたくなる？

※制度の詳細は下野市都市計画課へ。
t0285-32-8909

もっと知りたい方は『しもサタどっとこむ』をご覧ください！
下野市の住みやすさや魅力を全国のみなさ
んにお届けします。YouTube「しもサタチ
ャンネル」も併せてご覧ください。

だから、あなたも下野市に住んでみませんか？
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