
（5）広報もおか 令和 2年 1月号（4）

日　に　ち と　こ　ろ イ　ベ　ン　ト

 1 月 6日（月）～
1月 26日（日）

エキュート大宮、
エキュート上野、
エキュート東京、東京駅

JR東日本が実施する「真岡いちご Festa」
において、真岡市および日本一のいちごの
まちをPR

 1 月 12日（日） エキュート上野 真岡産いちごサンプリングおよびPR

 1 月 15日（水） 東京駅動輪広場 いちごサミットキックオフセレモニー

 1 月 19日（日） エキュート大宮 真岡産いちごサンプリングおよびPR

 1 月 23日（木） Yahoo 本社食堂「BASE」 「全国いちごサミット in もおか 2020」PR

 1 月 25日（土） JR有楽町駅前広場（中央口） もおか“いちご”フェスタ in 有楽町

　本会場以外にも、各サテライトでのイベントも行い、市内各所でサミットを盛り上げます。

まちあるき駐車場（木綿会館西側） 金鈴荘

木綿会館 もめん茶屋

荒町本通り 久保記念観光文化交流館

道の駅にのみや

本会場とサテライト会場をつなぐナビゲーター

井
いのうえ

上 咲
さ く ら

楽さん
がサテライト会場を

歩行者
天国に！

開始時間 実施内容

9:30 SCチアーズのチアパフォーマンス

9:45 昨年度ダンスコンテンスト優勝旗返還など

10:00 サトウヒロコさんによる歌のステージなど

10:45 SNSブロガー紹介　いちご狩り出発！

11:00 ヤングアグリラボ参加校紹介

11:30 栃木県ゆるキャラのお友達 など

12:00 ご当地ゆるキャラとフレンドシップステージ

13:00 いちごスイーツガーデン出展者紹介ステージ

14:00 ダンスコンテスト特別審査員
DAICHI《DA PAMP》登場

14:40 ダンスコンテスト決勝5組　決勝ステージ

15:20 ダンスコンテスト表彰式

15:30 エンディング

3 月 14 日（土）

ステージイベント　

開始時間 実施内容

9:30 いちごチアリーダーと真岡ミュージカルの
オープニングパフォーマンス

9:50 真岡市長あいさつ

10:00 ナビゲーター井上咲楽さん紹介ステージ

10:20 SNSブロガー紹介　いちご狩り出発！

10:40 真岡ミュージカルによるステージ

11:30 お笑い芸人　お笑いステージ 1回目

12:15 サンリオキャラクター　ミニステージ

13:15 バルーンパフォーマンス＆大道芸人ショウ

13:50 SNSブロガー活動紹介

14:00 お笑い芸人　お笑いステージ 2回目

14:40 コスプレ最終コンテスト表彰式

15:15 エンディング
※現時点での内容であり、内容等は変更になる場合があります。

　音楽、お笑い、キャラクターショー、ダンスなどのステージイベントです。大人から子どもまで、
来場者みんなが楽しめるような内容が盛りだくさんです。

　食べて・見て・発見してもらう日本最大級のいちごのイベントを開催します。

【問い合わせ】いちごサミット推進室　☎ 83 ・ 8141　FAX83 ・ 6208

3 月 15 日（日）

●天の織姫市
●サミットロゴマークの
　フォトスポットパネル
●ステージイベント

●木綿の着物でファッ
　ションショー
●いちごを
　使った染色体験

●痛車（まろに☆え～る）展示
●フェイスペイント
●大道芸　ほか

●いちご風船無料配布
●ステージイベント

●リニューアルオープン
　した物産館で、いちご
　およびいちご関連商品
　の販売

イメージ

●いちごのスイーツ
　パーティー

会場のイベント内容
●いちご特別協力エリア
●いちご及びいちご加工品関連エリア
●栃木県いちご王国＆タイアップエリア
●県外フレンドシップエリア
●観光協会エリア
●地元栃木ご当地グルメ＆真岡元気エリア
● JA農機具展示アグリパークエリア
●栃木パワフルエリア
●フードカー＆多目的エリア
●ステージエリア、サブステージエリア
●お子様遊具エリア
※上記の他にも、『フードコート（メイン
　エリア /サブエリア）』や『食育エリア /
　農業学校参加エリア』などもあります。

●「第2回真岡いちごウォーク」休憩スペース

ぜひ遊びに
来てね♪まろに☆え～る

春崎野乃花です

※現時点での内容であり、内容等は変更になる場合があります。

●お得な価格で提供！
◆『恋するいちご』
　先着200人プレゼント
◆『あんみつ』　終日半額！
　500円（税抜）→250円（税抜）

応援に行きます！！
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