


























2021年度ニシグチオヤマ公開記事一覧（2022/3/24現在）
行 記事タイトル URL カテゴリー
1 [イベント終了]【2021年4月11日】FUJINUMARKET(フジヌマーケット)開催!｜祗園城通り沿い・イベント情報 https://nishiguchioyama.com/fujinumarket/ 遊ぶ・体験する, 買う・食べる
2 【10月17日 御殿広場ピクニックマルシェ】思川リバーサイドマルシェへ行こう!｜毎月第3日曜日開催! https://nishiguchioyama.com/riversidemarche/ 遊ぶ・体験する, 買う・食べる
3 【ご協力ありがとうございました!】城山公園や小山駅西口エリアに関するアンケートを実施中です https://nishiguchioyama.com/questionnaire/ 知る・学ぶ
4 ニシグチオヤマPRカード完成!設置店・施設を募集中です! https://nishiguchioyama.com/pr-card/ 知る・学ぶ
5 【期間延⾧!】『TERRACE OYAMA(テラスオヤマ) 2021』実施中!誰でも利用できるテラス席・カード提示で特典もあり https://nishiguchioyama.com/terraceoyama/ 買う・食べる
6 【7月18日・オモヨガ!】思川でSUPヨガをしよう!6月～9月まで月1開催・駅から徒歩10分でSUPができる! https://nishiguchioyama.com/omoyoga/ 遊ぶ・体験する
7 【ニシグチオヤマ】ロゴに込めた想いやテーマを紹介!「アクティブ×丁寧×フレンドリー」 https://nishiguchioyama.com/logo/ 知る・学ぶ
8 とちぎフォーラム2021  【みらい創造キャンプ】小山市の3つの公園でキャンプ×まちづくり https://nishiguchioyama.com/miraisouzoucamp2021/ 遊ぶ・体験する
9 【おやまのこや主催】おやま町中歴史さんぽ×スポチャン(スポーツチャンバラ)体験に参加! https://nishiguchioyama.com/oyamanokoya-sannpo/ 遊ぶ・体験する

10 【808ブルワリー】小山初のクラフトビールがまちの駅思季彩館で販売! https://nishiguchioyama.com/808brewery/ 買う・食べる
11 【開催終了・7月4日】まちのプロムナードで七夕飾りに願いごとをしよう!人気のジェラート屋さん(Gelateria Auguri)も出店! https://nishiguchioyama.com/promenade-tanabata/ 遊ぶ・体験する
12 【思川の河川敷をきれいに!】ごみ拾いや観晃橋の橋台のペンキ塗り!家族でも安心して楽しめる場所づくりに https://nishiguchioyama.com/gomi-pickup/ 知る・学ぶ
13 【7月11日まちの駅 思季彩館にて】おとっぺ×BBQチャンクス 燻したソーセージを食べよう!城山公園の伐採した桜を再利用 https://nishiguchioyama.com/otoppe-sakura/ 買う・食べる
14 【受付終了】Omoigawa Water Park Day(思川ウォーターパークデイ) 2021 開催!小学３～６年生の家族限定・SUPなど思川を楽しもう! https://nishiguchioyama.com/water-parkday2021/ 遊ぶ・体験する
15 【清水とみ子さん】住みよいまちを目指して。積極的に関わり続ける「根っこの会」 https://nishiguchioyama.com/nekkonokai/ 知る・学ぶ, 西口人物図鑑
16 【8/1開催】プールで暑さを乗り切ろう!「まちのプロムナード」でミニプール開催します https://nishiguchioyama.com/pool-promenade/ 遊ぶ・体験する
17 ニシグチ(小山駅西口～思川エリア)の思い出の写真やエピソード大募集! https://nishiguchioyama.com/photo-episode/ 知る・学ぶ
18 【祇園城通り】時代による変化を振り返る!由来や歴史について https://nishiguchioyama.com/gionzyo-dori/ 知る・学ぶ
19 【イベントレポ】思川ウォーターパークデイ!夏の思い出に親子でSUPを体験・思川がより身近に! https://nishiguchioyama.com/repo-omoigawa-water/ 遊ぶ・体験する
20 【受付終了】ニシグチカメラvol.1 まちあるき撮影会「あなたの好きな風景はどこですか?」 https://nishiguchioyama.com/nishiguchicamera/ 知る・学ぶ, 遊ぶ・体験する
21 学生インターン募集のお知らせ https://nishiguchioyama.com/intern1/ 知る・学ぶ
22 【ふくし的夜活】くるまいすでまちあるき!コワーキングスペースSEKENからCafe FUJINUMAへ https://nishiguchioyama.com/yorukatukurumaisu/ 遊ぶ・体験する
23 栃木初!【初級バーベキューインストラクター検定】が開催!｜小山市まちの駅思季彩館にて https://nishiguchioyama.com/bbq-instructor/ 知る・学ぶ, 遊ぶ・体験する
24 【西口まつり】複数のイベントが同時開催!マルシェやお菓子ラリーなど子どもから大人まで楽しめる!｜10月17日(日)開催 https://nishiguchioyama.com/nishiguchi-matsuri/ 遊ぶ・体験する, 買う・食べる
25 ROYAL CURRY SHOP(ロイヤルカレーショップ)でネパール人シェフの本格カレーを味わう｜みつわ通り https://nishiguchioyama.com/royal-curry-shop/ 買う・食べる
26 【10月3日イベント開催】秋の読書会・子どもから大人まで楽しめる!｜まちのプロムナードにて https://nishiguchioyama.com/akinodokusyo/ 遊ぶ・体験する
27 城山公園で耳を澄ませる。鳥のさえずりを聞きながらのバードウォッチング! https://nishiguchioyama.com/birdwatting/ 遊ぶ・体験する
28 【星良則さんご家族】タオルとシャンプーと石鹸を持って。小山市内唯一の銭湯「幸の湯」へ https://nishiguchioyama.com/sachinoyu/ 知る・学ぶ, 遊ぶ・体験する, 西口人物図鑑
29 学生グルメ部始まります!! https://nishiguchioyama.com/gakuseigourmet/ 買う・食べる
30 「ニシグチカメラ vol.01」視点が変わると景色も変わる!まちの魅力を再発見した日 https://nishiguchioyama.com/nishicamera-repo01/ 遊ぶ・体験する
31 ヤスズカリー　本格カレーをテイクアウト!【学生グルメ部】 https://nishiguchioyama.com/gakuseigourmet-yasuzucurry/ 買う・食べる
32 「西口まつり」開催レポート!多くの子どもが参加したお菓子ラリーは大賑わい!マルシェやグルメもたくさん｜2021年 https://nishiguchioyama.com/nishiguchimatsuri-2021repo/ 遊ぶ・体験する
33 bistro poivre（ビストロポワブル）で心咲くオムライスをテイクアウト!!!【学生グルメ部】 https://nishiguchioyama.com/gakuseigourmet-bistropoivre/ 買う・食べる
34 Cafe FUJINUMA　コーヒーとホットサンドの最強コンビ【学生グルメ部】 https://nishiguchioyama.com/gakuseigourmet-cafefujinuma/ 買う・食べる
35 【イベント終了・11/6開催】「家族みんなで 散歩 DE ネイル」キッズネイルもあり https://nishiguchioyama.com/sanpodenail/ 遊ぶ・体験する
36 レストランガリエラ ハンバーグランチをテイクアウト!米密度・肉密度120％【学生グルメ部】 https://nishiguchioyama.com/gakuseigourmet-restaurant-galliera/ 買う・食べる
37 ハロウィン会が開催!【御殿町商店会・小山一小】仮装した児童が商店街を巡る! https://nishiguchioyama.com/gotencho-halloween/ 遊ぶ・体験する
38 【みつわ通り】小山駅西口から伸びるレトロで味わいのある道を歩く!かつての賑わいや現在の魅力を紹介! https://nishiguchioyama.com/mitsuwatori/ 知る・学ぶ
39 まちの駅思季彩館　ワンコインで大満足な黒唐揚げ弁当!【学生グルメ部】 https://nishiguchioyama.com/gakuseigourmet-sikisaikan/ 買う・食べる
40 まちのプロムナードがライトアップ中!レトロな電球の雰囲気がとてもいい https://nishiguchioyama.com/promenade-lightup/ 遊ぶ・体験する
41 城山公園の間伐材をベンチに!まちのプロムナードでベンチ作り体験! https://nishiguchioyama.com/siroyamabench/ 遊ぶ・体験する
42 【天翁院の紅葉】晩秋に色づくモミジやイチョウが美しい! https://nishiguchioyama.com/tenoin-koyo/ 遊ぶ・体験する
43 【城山公園】伝説が残る大いちょうの紅葉が見事! https://nishiguchioyama.com/shiroyama-icho/ 遊ぶ・体験する
44 喜作　ザクッ!ジュワッ!サラッ!おとん豚のソースカツ丼【学生グルメ部】 https://nishiguchioyama.com/gakuseigourmet-kisaku/ 買う・食べる



45 iipan（イイパン）　極上アップルパイと絶妙あんバターサンド　【学生グルメ部】 https://nishiguchioyama.com/gakuseigourmet-iipan/ 買う・食べる
46 【まちのプロムナード】小山をもっとおもしろく!おやま妄想会議をまちなかで開催! https://nishiguchioyama.com/oyamamousoukaigi/ 知る・学ぶ, 遊ぶ・体験する
47 【イベント終了・サンタ仲間募集!】12月24日にサンタウォーク開催!申込不要・サンタの衣装で西口エリアを歩こう! https://nishiguchioyama.com/santa-walk/ 遊ぶ・体験する
48 【パフェ缶の自動販売機が登場!】フルーツたっぷりのパフェ・インスタ映えスポットもあり!｜小山駅西口から徒歩3分みつわ通り https://nishiguchioyama.com/parfait-kan/ 買う・食べる
49 【TERMINAL BY Cafe FUJINUMA】 小山駅ビル(VAL小山)にオープン!ドラヤキワダヤのどら焼きもあり https://nishiguchioyama.com/terminal/ 買う・食べる
50 サンタウォーク開催!大勢のサンタが集合!「メリークリスマス」で西口エリアが賑わう https://nishiguchioyama.com/santa-walk-repo/ 遊ぶ・体験する
51 【神一笑（かみひとえ）マーケット】元日に「まちのプロムナード」にて開催! #ゴッスマ https://nishiguchioyama.com/kamihitoe/ 買う・食べる
52 【申込受付中1/29まで】小山駅西口エリアで自動運転バスが走る!お試し乗車のチャンスがやってきた! https://nishiguchioyama.com/oyamabusauto/ 遊ぶ・体験する
53 【小山の初市(だるま市)】2022年1月10日開催!餅つき大会や軽トラ市も同時開催!｜まちの駅思季彩館や祇園城通り・阿夫利通りにて https://nishiguchioyama.com/oyama-hatsuichi/ 遊ぶ・体験する
54 小山駅きそばが惜しまれつつ1月14日で閉店!感謝とともに食べ納め https://nishiguchioyama.com/kisoba-heiten/ 買う・食べる
55 【MELT-Vintage＆Old things-(メルト)】 ニシグチから若者へ”溶け込む”古着を届ける https://nishiguchioyama.com/melt-vintage-old-things/ 買う・食べる, 西口人物図鑑
56 【栃木県ABCプロジェクト】自動運転バスの旅!小山駅西口から白鷗大学までを乗車体験 https://nishiguchioyama.com/bustabi/ 知る・学ぶ, 遊ぶ・体験する
57 城山公園(祗園城）とは?中世小山氏の歴史を紹介! https://nishiguchioyama.com/shiroyama-park-history/ 知る・学ぶ
58 【Cafe Mikoto(ミコト)】 本場ベルギーチョコレートを堪能!贈り物にもおすすめ｜小山駅ビルロブレ3階 https://nishiguchioyama.com/cafe-mikoto-chocolate/ 買う・食べる
59 【小島屋】50年以上愛される看板メニューの「たい焼き」と「焼きそば」。変わりゆく小山駅西口エリアと共に歩んできた名店 https://nishiguchioyama.com/kojimaya/ 買う・食べる, 西口人物図鑑
60 【レポート】城山公園および小山駅西口エリアに対するみんなのイメージ（2021年小山市主催アンケート） https://nishiguchioyama.com/ankeresult/ 知る・学ぶ
61 【高級芋菓子しみず 小山店】芋菓子専門店が小山駅前にグランドオープン!テイクアウトもOK! https://nishiguchioyama.com/imoshimizuoyama/ 買う・食べる
62 祇園城通りでパークレット(Parklet)の社会実験中!自由に利用できる空間が登場｜まちのプロムナード前 https://nishiguchioyama.com/parklet/ 遊ぶ・体験する
63 【高級杏仁豆腐専門店 姫乃杏仁】小山駅ビルにオープン!ぷるっとした口溶けを味わう! https://nishiguchioyama.com/himenoannin/ 買う・食べる
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