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春ももうすぐ。鹿沼市の桜の開花は予想では３月 29 日ころだそうです。 

でもこの陽気だと早まってくれるかもしれませんね。 

栃木県鹿沼市から、春の観光情報をお知らせします。 

 

  

“さつきのふるさと”のさつきの祭典 

「鹿沼さつき祭り」開催 
さつきに魅せられた愛好家のみならず、ガーデニングファンも楽しめる、鹿沼が誇るさつきの祭典。 

「第 45 回鹿沼さつき祭り」が鹿沼市花木センターを主会場に開催されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“鹿沼”といえば「鹿沼土」。もちろんガーデニングの知識と技術は指折りです。中でもさつきの栽培は全国トッ

プクラス。日本最大のさつきの祭典がこのさつき祭りです。丁寧に育て上げられた約一千種類、一万本以上のさつ

きの花が楽しめるほか、期間中は様々なイベントも催されます。 

【開催概要】 

開催日時：2016 年 5 月 28 日（土）～6 月 6 日（月） 

     9:00～17:00 

開催会場：第 1 会場 鹿沼市花木センター（鹿沼市茂呂 2086-1） 

     第 2 会場 ＪＡかみつが鹿沼花木センター 

交通機関：ＪＲ日光線鹿沼駅下車・東武日光線新鹿沼駅下車 

      （両駅から無料送迎バス運行） 

     東北自動車道鹿沼 I.C.から３㎞ 無料駐車場 1000 台 

ＵＲＬ：http://www.kaboku.or.jp/ 

http://www.kanuma-kanko.jp/ 

【催しのご案内】 

◆総理大臣賞をはじめとした受賞樹の展示 

◆さつきの展示販売 

◆観光物産展 

◆原色押花展 

◆さつき講習会 

◆奈佐原文楽（人形浄瑠璃）上演   などなど 

 

お問い合わせ：鹿沼さつき祭り実行委員会事務局 

0289-76-2310 
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サツキあれこれ 

なんと 3000 種以上！ 
サツキは日本固有の植物で、ツツジの仲間です。 

その愛らしい花は、古来から私たち日本人の心を捉えてやまず、主に庭

木として親しまれてきました。 

サツキが今も昔も多くの人たちに愛され続ける最大の理由は、花の色彩

や花柄、花形の変化の豊富さです。 

サツキの花色を大別すると、白色系、紅色系、紫色系、それにトキ色系

がありますが、それらの中間色もあって大変複雑です。これらの基本色に、

さまざまな模様が現れます。これを花柄、または花芸と呼んでいます。花

柄の基本は無地、底白、覆輪、絞り、の４つですが、これらが多彩に組み

合わさって、たくさんの花模様を作り上げるのです。 

またサツキは、一本の樹から多種多彩な花色、花柄を見せます。「枝を

接いでいる（別の品種を接ぎ足している）」と思われる方も多いようです

が、これは園芸的にも非常に珍しい、サツキの持つ特性なのです。 

そんなサツキの種類は、現在 3,000 種以上もあるといわれており、現

在も育種が盛んに行われ、毎年新品種が発表されています。 
 

 

サツキといえば鹿沼土 
鹿沼土は、園芸やガーデニングには欠かせない、鹿沼市産出の軽石です。

土と呼ばれていますが、実際には軽石なのです。 

通気性や保水性が高く、強い酸性土であるため、主にサツキなどのツツ

ジ科の植物や東洋ランなどの栽培に用いられます。また、雑菌をほとんど

含まないため、挿し芽などにも適しています。 

鹿沼土は、水分を含むと黄色くなり、乾燥すると白くなります。この特

徴により土壌の乾燥が判断しやすく、また土自体に肥料成分を含んでいな

いことなどから、園芸に優れた基本用土として広く利用されています。 
 

春の花のイベントなど 

4 月 23 日

～ 

5 月 8 日 

花と緑のフェスタ 
さつき祭りの会場となるガーデニングの拠点施設、花木センター

でＧＷに開催されるお花の総合イベントが「花と緑のフェスタ」。 

春の花・鉢物・観葉植物・園芸用品などの販売のほか、魅惑のバ

ラ展、北関東最大の春の山野草展、珍しい斑入り植物展、オモト展、

ローズセミナーなど、期間中は様々な展示や講座が満載です。 

会場・お問い合わせ 

鹿沼市花木センター 

（栃木県鹿沼市茂呂 2086-1） 

0289-76-2310 

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

http://www.kanuma-kanko.jp/ 

4 月 24 日 

～ 

5 月 4 日 

城山つつじまつり 
鹿沼市南西部に広がる粟野地域。粟野城址に造られた「城山公園」

はツツジの名所として人気の公園です。園内 2 万株のヤマツツジが

見ごろを迎えるころ、「つつじまつり」は開催されます。 

また、園内に整備された全長 115ｍの「城山スカイローラー（滑り

台です）」子ども達に大人気。つつじまつりでも、お子さま向けの

イベントがたくさん用意されていますのでぜひご家族で！ 

会 場 

城山公園 

（栃木県鹿沼市口粟野 1631-2） 

お問い合わせ 

粟野商工会 

0289-85-2281 

ＵＲＬ 

http://www.kanuma-kanko.jp/ 
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春の花のイベントなど 

さくら 

4 月初旬 

～中旬 

 

つつじ 

4 月下旬 

～5 月上旬 

千手山公園さくらまつり･つつじまつり 
千手山公園“おせんじゅさん”は鹿沼市民に愛される憩いの公園。

四季折々の花々に彩られるこの公園は、「おとぎ電車」や「観覧車」

などの遊具が、１回なんと！５０円で楽しめる穴場の隠れた可愛い

遊園地なのです。また、映画やテレビドラマのロケ地としても知ら

れています。 

春の千手山公園はなんといっても「さくら」！ 本市ナンバーワ

ンの花見スポットで、昼夜を問わず花見客でにぎわいます。 

さくらが散るころに見ごろを迎えるのが「つつじ」。園内１千本

を超えるつつじの赤いじゅうたんの中、小さな観覧車で空中散歩な

んていかがでしょうか？ 

会 場 

千手山公園 

（栃木県鹿沼市千手町 2610） 

0289-65-0778 

お問い合わせ 

まちの駅 新・鹿沼宿 

0289-60-2507 

データ 

駐車場：無料 

遊具運転：10 時～16 時 

開花情報 

http://www.kanuma-kanko.jp/ 

開 花 

4 月中旬～ 

 

自然観察会 

5 月 29 日 

春の高原で自然鑑賞 
市の西北部「前日光県立自然公園」の横根高原、古峰ヶ原高原。 

春の高原は花づくしです。遅れてきた春が、次々に花を咲かせて

いきます。４月中旬から５月前半は「アカヤシオ」。横根高原の開

花は、このピンク色の花からスタートします。５月中旬ごろからは

「シロヤシオ」が咲き始め、その後「トウゴクミツバツツジ」「ヤ

マツツジ」「レンゲツツジ」と次々に花々が咲き誇ります。 

どの時期でも花が楽しめる春の高原ハイキング。足を延ばせば、

「岩海」や修験道由来のパワースポットめぐりなども。 

毎年恒例、自然観察会は 5 月 29 日に開催します。お楽しみに！ 

お問い合わせ 

市 観光交流課 

0289-63-2188 

まちの駅 新･鹿沼宿 

0289-60-2507 

自然観察会 

市 観光交流課 

0289-63-2303 

開花情報 

http://www.kanuma-kanko.jp/ 

6 月中旬～ 

古社に咲き誇る紫陽花 
老樹がうっそうと茂り、幽玄な雰囲気に包まれる磯山神社。この

古社では、毎年梅雨のころ、参道や社殿周囲に植えられた 28 種

2500 株の青・白・紫のアジサイが咲き誇ります。 

夕刻にはちょうちんに灯りが燈り、アジサイを淡い光が映し出し

ます。その風情をぜひ味わってみてください。 

会 場 

磯山神社 

（栃木県鹿沼市磯町 66） 

お問い合わせ 

まちの駅 新・鹿沼宿

0289-60-2507 

6 月下旬～ 

日本庭園に映える菖蒲 
「古峯園」は、春の梅から始まり、桜、新緑、山吹、藤、菖蒲、

紅葉、そして雪景色へと、季節の微妙な移ろいを楽しむことが出来

る回遊式の日本庭園です。 

その古峯園では、6 月下旬ころから菖蒲が見ごろを迎えます。 

天狗の社「古峯神社」参拝や古峰ヶ原高原散策もあわせておスス

メです。週末のお出かけにいかがですか？ 

会 場 

古峯神社 

栃木県鹿沼市草久 3027 

0289-74-2111 

開花情報 

http://www.kanuma-kanko.jp/ 

 
春のおでかけ情報 

４月 23 日 

ハイランドロッジオープン 
標高 1300m に位置する前日光自然公園「横根高原」。四季折々

の豊かな自然をめぐる散策の基地として、休憩利用や日帰り入浴も

可能な簡易宿泊施設です。 

会 場 

前日光ハイランドロッジ 

（栃木県鹿沼市上粕尾 1936） 

お問い合わせ 

市 観光交流課 0289-63-2303 
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春のお出かけ情報  

４月 25 日 

～ 

５月 31 日 

川上澄生美術館「初夏の風」特別展示 
「木版画の詩人」と呼ばれる川上澄生。その作品を様々な企画で

展示する「川上澄生美術館」は、澄生の作風を反映した明治の洋館

風のかわいらしい美術館です。 

美術館では、毎年初夏の季節に澄生の代表作《初夏の風》を特別

展示。本作は、かの棟方志功が版画の道を志すきっかけとなった作

品としても知られています。 

会場・お問い合わせ 

川上澄生美術館 

（栃木県鹿沼市睦町 287-14） 

0289-62-8272 

http://kawakamisumio-bijuts

ukan.jp/ 

５月 22 日 

（予定） 

芭蕉の笠替え行事 
俳聖 松尾芭蕉は、紀行文「おくのほそ道」の道中、鹿沼宿に一

泊し、笠と草鞋を替え日光へ向かったといわれています。 

この伝承にちなみ、チェーンソーカービング芭蕉像の笠を替え、

古い笠を笠塚のある光太寺に奉納します。 

お問い合わせ 

市 観光交流課 

0289-63-2188 

http://www.kanuma-kanko.jp/ 

5 月 29 日 

金剛山火渡り修行 
煩悩を焼き、厄除け・家内安全を願う「火渡り修行」は、法螺貝

を合図に始まります。山伏らによる剣とオノと弓の作法や湯加持の

後、読経が響く中、修験者や参拝者が激しく燃え上がった護摩の炎

を素足で歩き、厄除けを祈願します。 

会場・お問い合わせ 

金剛山瑞峯寺〈ずいほうじ〉 

（栃木県鹿沼市草久 2239） 

0289-63-2401 

6 月中旬～ 

アユ釣りがついに解禁！ 
鹿沼市を流れる清らかな幾筋もの流れ。それらの清流のすべてで

はアユ釣りを楽しむことができ、太公望たちを喜ばせています。 

6 月中旬以降、６つの河川が順次解禁していきます。 

お問い合わせ 

市 観光交流課 

0289-63-2188 

http://www.kanuma-kanko.jp/ 

6 月中旬～ 

ホタル観賞はいかが？ 
とちぎのふるさと田園風景百選にも認定される和田用水ホタル

の里では、６月半ばからホタルが見ごろを迎えます。 

例年６月下旬には、「ホタル観賞会」も開催されます。美しい自

然の中、幻想的な淡い光をお楽しみください。 

会 場 

和田用水ホタルの里 

中粕尾親水公園 

（栃木県鹿沼市中粕尾） 

お問い合わせ 

市 観光交流課 0289-63-2188 
      

花火大会中止のお知らせ    

例年は 

5 月の 

最終土曜日 

です 

残念ながら…、今年は中止です 

「鹿沼さつき祭り協賛花火大会」 
鹿沼に毎年、初夏の訪れと鹿沼さつき祭りの開幕を告げてくれて

いた「花火大会」。しかし、昨年の大雨被害の影響により、今年は

開催しないことになりました。 

お問い合わせ 

市 観光交流課 

0289-63-2188 

http://www.kanuma-kanko.jp/ 

  

【かぬマニア通信に関してのお問い合わせ先】 

鹿沼市総務部企画課内 鹿沼営業戦略室 

TEL：0289-63-2251 ／ FAX：0289-63-2247 

MAIL：kikaku@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 


