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まだまだ暑い日が続きますが、気がつけばさわやかな秋風が。 

栃木県鹿沼市から、秋の観光情報をお知らせします。 
 

  

ユネスコ無形文化遺産登録も間近です 

「鹿沼秋まつり」 
重要無形民俗文化財に指定される「鹿沼今宮神社祭の屋台行事」。 

秋空の下、動く芸術品「彫刻屋台」が鹿沼のまちを彩ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿沼市には、日本人の「心」を現代に伝える「まつり」がたくさん残されています。古からの暮らしを伝える文

化財として、国の指定などを受けた「まつり」の数は、全国でも有数です。その中でも、鹿沼宿の氏神「今宮神社」

のおまつりは圧巻。毎年、１０月の第２土・日曜日に行われ、３０万人を超える人々で賑わいます。 

まつりには、「動く陽明門」とも形容される、全面を彫刻で飾られた屋台が登場。「風流」という日本の美意識の

中から生まれた彫刻屋台。その数は２７台もあり、全国でも有数の規模を誇ります。この屋台には囃子方が入り、

氏子たちは屋台ごとに、彫刻の出来栄えと囃子を競いあいます。【今年の繰出し屋台は２４台です。】 

【開催概要】 

開催日時：2016 年 10 月 8 日（土）・9 日（日） 

9:30～22:00（市内交通規制） 

開催会場：今宮神社及び市街地（鹿沼市今宮町 1692） 

交通機関：ＪＲ日光線鹿沼駅下車～徒歩 20 分 

東武日光線新鹿沼駅下車～徒歩 10 分 

     東北自動車道鹿沼 I.C.から約 15 分（無料駐車場あり） 

【初日（土曜日）】 

今宮神社繰り込み／繰り出し／ぶっつけ／ほか 

【二日目（日曜日）】 

市民パレード／屋台揃い曳き／ぶっつけ／ほか 

 

お問合せ：市 観光交流課 0289-63-2303 

ＵＲＬ：http://buttsuke.com/ 
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鹿沼秋まつり豆知識 

「ユネスコ無形文化遺産」とは？ 
文化遺産とは、遺跡や建造物のようないわゆる有形の文化遺産のみ

を指すものではありません。伝統的な音楽や舞踊、演劇、工芸技術と

いった無形の文化も、有形の文化遺産と同様にその国の歴史、文化、

生活風習と密接に結びついた重要な文化遺産なのです。 

こういった無形の文化遺産を消滅の危機から保護するため、ユネス

コでは、「無形文化遺産の保護に関する条約」が採択されました。こ

の条約により、無形の文化遺産も、国際的水準で保護していくことが

できるようになったのです。 

日本からも、「無形文化遺産代表一覧表」に、能楽や人形浄瑠璃文

楽、歌舞伎、雅楽などをはじめ、和食や和紙など 22 件が記載されて

います。そして今年、新たに「山・鉾・屋台行事」が、無形文化遺産

に登録されようとしているのです。 

 

「山・鉾・屋台行事」 
祭礼の際に引いたり担いだりする出し物は、その地方によって、山

車（だし）や曳山（ひきやま）、笠鉾（かさぼこ）、屋台（やたい）

などと呼称や形式が異なります。 

日本全国で行われている祭礼のうち、これらの山車等が出る祭りで

国の重要無形民俗文化財に指定されているものは 34 件ありますが、

文化庁は、このうち 33 件を一括し、「山・鉾・屋台」行事としてユ

ネスコ無形文化遺産に登録申請しています。登録審査は 2016 年の秋

頃になる見込みです。 

栃木県からは、「鹿沼今宮神社祭の屋台行事」と「烏山の山あげ行

事」の２件が登録を待っています。 

 

 

登録記念イベントあれこれ 

9 月 22 日 

動く陽明門、江戸へ見参！ 
「鹿沼秋まつり」を、東京でご覧いただけるチャンスです！ 

世界最大級の旅の祭典「ツーリズム EXPO ジャパン 2016」に「鹿

沼秋まつり」が招待され、参加することになりました。 

鹿沼市が参加するのは、22 日に行われる「JAPAN NIGHT」。そ

の舞台となるのは、日本五街道の起点であり、日本伝統芸能や文化

の中心であった「日本橋」です。 

鹿沼市からは、「下田町屋台」と囃子方が出演し、自慢の彫刻屋

台を曳き回すとともに、テコ廻しによる方向転換や囃子の競演「ぶ

っつけ」を披露します。さらに屋台の組立工程もご覧いただけます。 

屋台組立：13:30 から 

東京日本橋タワー公開空地 

（ベルサール東京日本橋） 

屋台運行：19:00 から 

中央通り 

（日本橋交差点～北詰交差点） 

ＵＲＬ 

http://www.t-expo.jp/guide/j

apan_night.html 

10月19日 

11 月 9 日 

とちぎ二大祭りを巡るツアー 
鹿沼市の「秋まつり」と那須烏山市の「山あげ祭」。芸術性も高

いこの二つの祭りと、文星芸術大学とがコラボレーション！ 二つ

の祭りを学ぶほか、体験メニューや「ちばてつや」教授の特別講義

なども満載のスペシャルツアーです。発着は東京駅となります。 

お問い合わせ 

ＪＴＢ関東法人営業宇都宮支店 

028-614-2171 

料 金 

7,000 円 
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秋のイベント情報 

10 月 1 日 

～ 

11 月 27 日 

モダニズム版画の実験室 
川上澄生美術館の特別企画展「前田藤四郎と川上澄生」が開催さ

れます。 

「新しいものは美しい」と、モダン都市・大阪の風俗を描いた版

画家、前田藤四郎。初期の代表作と愛蔵資料、そして当時の商業美

術資料を、影響の深い川上作品とともに紹介します。 

会場・お問合せ 

川上澄生美術館 

（栃木県鹿沼市睦町 287-14） 

0289-62-8272 

http://kawakamisumio-bijutsuk

an.jp/ 

9 月 22 日 

・ 

10 月 2 日 

・ 

10 月 16 日 

獅子舞三昧 
各神社で行われる例大祭で、いろいろな獅子舞をご覧いただくこ

とができます。 

入粟野にある「賀蘇山神社」では 9 月 22 日に、上永野の「尾出

山神社」では 10 月 2 日に、そして久野にある「小松神社」では 10

月 16 日に、それぞれ例大祭が行われます。 

これらの獅子舞は、関白流を名乗る一人立三匹の風流系獅子舞で

あり、それぞれ市の無形民俗文化財に指定されているものです。 

賀蘇山(がそやま)神社 

栃木県鹿沼市入粟野 713 

尾出山神社 

鹿沼市上永野山口地内 

小松神社 

鹿沼市久野 1076 

お問合せ 

まちの駅 新･鹿沼宿 

0289-60-2507 

10 月 7 日 

～11 日 

秋の木のまち鹿沼 木工まつり 
木のまち鹿沼が誇る、伝統ある優れた銘木工芸品・木製品・家具

などを展示即売。銘木・木製品・家具・桐たんす等の高級品が所狭

しと並ぶ会場で、よりお得にお買い求めいただけるチャンスです。 

古い桐たんすの再生過程の展示や、再生のご予約も受け付けてい

ます。 

会 場 

鹿沼市花木センター 

（鹿沼市茂呂 2086-1） 

お問合せ 

まちの駅 新･鹿沼宿 

0289-60-2507 

10 月 29 日 

申込みは 

9 月 23 日 

まで 

古峰ヶ原高原トレイルラン 
鹿沼市北西部に広がる標高 1300ｍの高原台地「古峰ヶ原高原」。

日光開山の祖「勝道上人」の修行の地としても知られるこの地で、

秋の紅葉のなか高原を走ってみませんか。 

お問合せ 

市 西大芦コミュニティセンター 

0289-63-8316 

http://www.kanuma-kanko.jp 

10 月 29 日 

～ 

11 月 13 日 

鹿沼園芸フェア 
期間の前半はさつきの銘品を展示する「秋季さつき銘品展」、後

半は「秋の小路展＜ミニ盆栽＆水石・草物盆栽展＞」を開催します。 

その他、「菊花展示会」や「おもと展」、「秋のガーデニング展」

なども開催され、園芸盛りだくさんのイベントです。また、「秋の

植木市」や「観光物産展」などの展示・即売も充実しています。 

会 場・お問合せ 

鹿沼市花木センター 

（鹿沼市茂呂 2086-1） 

0289-76-2310 

ＵＲＬ 

http://www.kaboku.or.jp/ 

11 月 26 日 

27 日 

ふる里あわの秋まつり 
ふる里あわの秋まつりは、粟野地域の特色を市内外に広くアピー

ルし、地域全体の活性化と観光の振興を図ることを目的に開催され

ています。 

粟野地域の特産品等の展示即売及び文化芸能発表や、新そばまつ

りなど様々なイベントが行なわれます。 

会 場 

市粟野コミュ二ティセンター周辺 

（鹿沼市口粟野 1780） 

お問合せ 

粟野商工会（ふる里あわのづくり協議会） 

0289-85-2281 

11 月 26 日 

【予定】 

あのロケ地の校舎を見学 
特別企画をご紹介！ 有形登録文化財となった木造校舎「旧粟野

中学校」を特別公開します。さまざまな映画やドラマ、ＣＭなどの

撮影地となった粟中。ノスタルジックな気分に浸ってください。 

お問合せ 

市 観光交流課 

0289-63-2188 
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秋のイベント情報 

11 月 26 日 

27 日 

 

10:00～ 

15:00 

そば天国 ～鹿沼そば味比べ！～ 
「関東一のそばの郷」鹿沼市が贈る“うまい”そばの食べ比べイベ

ントがこの『そば天国』です。 

鹿沼産の地粉を使っているお店が花木センターに集結し、自慢の

腕を振るいます。食べ比べできるように量が少なめ（もちろんお値

段もお安め）なので、全店制覇も夢じゃない?! 

メニューは、統一メニューの「もりそば」のほか、各店趣向を凝

らしたメニューも登場しますよ。もちろん鹿沼が誇るあの話題のそ

ば「にらそば」も食べられます。 

お気に入りの一店を見つけたら、次はぜひお店に足を運んで、じ

っくりと味わってみてください。 
 
【鹿沼そば】 

鹿沼のそばは昔ながらの小粒なそばです。小粒なため、粉に挽くと

そばの香りの素といわれる甘皮の割合が多くなり、香りが立つので

す。また、霜が降りるまで完熟させることで、深い味わいが出ます。 
 

【にらそば？】 

鹿沼では家庭でそばを打って食べる習慣があり、かつて嵩増しとし

てニラを混ぜて食べたのが「にらそば」の始まりといわれています。

この味と食感は、きっと市外のみなさんには新鮮なのでは？ 

ニラの風味にそばの香りが負けないのは、上質な鹿沼そばだからこ

そ。ぜひこの機会にご賞味ください。 

会 場 

鹿沼市花木センター 

（鹿沼市茂呂 2086-1） 

お問合せ 

市 産業振興課 

（鹿沼そば振興会） 

0289-63-2196 

 

 

 

 

 

 

 

 

このほかにも、秋の鹿沼市はイベントや行事がもりだくさんで、とても全部は紹介しきれません！！ 
ぜひホームページもチェックしてみてください。 

鹿沼観光だより「四季彩のまち かぬま」 http://www.kanuma-kanko.jp 
  

紅葉情報  

例年の鹿沼の紅葉見ごろの時期を紹介します。 

リアルタイム情報は、ホームページをチェックするか、鹿沼の観光情 

報の拠点「まちの駅 新･鹿沼宿」へご確認ください。 
 見どころスポット 見ごろ時期  

 

 

 

 横根高原 10 月中旬～下旬 

 古峰ヶ原高原 10 月中旬～下旬 

 古峯神社「古峯園（こほうえん）」 10 月下旬～11 月上旬 

 大芦渓谷 10 月下旬～11 月上旬 
   
  

【かぬマニア通信に関してのお問い合わせ先】 

鹿沼市総務部鹿沼営業戦略課シティプロモーション係 

TEL：0289-63-2251 ／ FAX：0289-63-2292 

MAIL：kanumaeigyou@city.kanuma.lg.jp 

URL：http://www.city.kanuma.tochigi.jp ／ http://www.kanuma-kanko.jp 
Facebook：https://www.facebook.com/kanuma.city.promotion 

鹿沼市シンボルキャラクター 

ベリーちゃん 


