
 

かぬマニア通信 
 

平成 27 年冬号 

栃木県 鹿沼市 
  

 

 

 

 

 

みなさん今年はどんな１年でしたか？ 来年も鹿沼市をよろしくお願いします。 

栃木県鹿沼市から、冬の観光情報をお知らせします。 
 

  

一粒一菜の許しはないぞ！ 

「発光路の強飯式」 
日光山輪王寺の日光責めの流れをくむ強飯行事。国の重要無形民俗文化財に指定されています。 

ユーモラスな口上も楽しみのひとつです。 

 

強飯（ごうはん）行事とは、時をきめて人間界を訪れ

る神仏に、人々が心をこめたご馳走を出してもてなす儀

礼で、飯や芋、酒などを大量に「受け人」に強いるとこ

ろから、強飯と呼ばれています。 

発光路（ほっこうじ）の強力（ごうりき）は、日光山

輪王寺のものと軌を一つにする日光修験の名残を残すも

ので、地域の平和を祈念するものです。 

正月３日、発光路地区の鎮守 妙見神社の神事と祭り当

番引き継ぎの後、発光路公民館にて行われるこの強力行

事では、山伏と強力が登場して、祭りの代表者や来賓客

に高盛飯を強います。日光責めの流れをくむ古典的な強

飯行事で、地元に残る口碑伝承では、室町時代の延文年

間(1356 年～1361 年)から行われているといわれていま

す。 

 

― 高盛り飯を強いる口上(こうじょう) ― 

「酒なら三十三杯、湯が五杯、強飯七十五膳がお定まり。

一粒一菜の許しはないぞ。」 

 

 

 

【開催概要】 

開催日時：2016 年 1 月 3 日（日） 

9:00～11:30 ころ（強飯式は 10:00 ころからです） 

開催会場：発光路公民館（郷土文化保存伝習館） 

鹿沼市上粕尾発光路 740 

交通機関：東北道栃木インターから 45 分 

東北道鹿沼インターから 50 分 

【主なスケジュール】 

午前 9 時～午前 10 時ころ：妙見神社での神事 

午前１０時～午前 11 時 30 分ころ：強飯式 

 

お問合せ：市教委 文化課 0289-62-1172 

まちの駅 新・鹿沼宿 0289-60-2507 

ＵＲＬ：http://www.kanuma-kanko.jp/ 
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鹿沼の無形民俗文化財 

国指定の重要無形民俗文化財が二つも！ 
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習や民俗芸能、民

俗技術など、人々が生活の中で生み出し継承してきた無形の民俗文化

財のうち、特に重要なものとして国が指定したものが、重要無形民俗

文化財です。現在、全国で２９０件が指定されていますが、そのうち

栃木県には４件しかありません。そしてそのうちの２件が、なんと鹿

沼市にあるのです！ 

ひとつは、秋号で紹介した「鹿沼今宮神社祭の屋台行事」。鹿沼の

彫刻屋台が繰り出す秋祭りとして、毎年多くのお客様にお出でいただ

いています。この行事は、２０１６年の晩秋のころには、ユネスコ無

形文化遺産に全国の山･鉾･屋台行事とともに登録される見込みです。 

そしてもうひとつが、今号で紹介している「発光路（ほっこうじ）

の強飯式」です。まださほど知られていないこの行事、ゆっくり鑑賞

するなら今のうちですよ！ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鹿沼今宮神社祭の屋台行事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奈佐原文楽 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生子神社の泣き相撲 

まだまだあります文化財 
ほかにも鹿沼市には、「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文

化財」として国から選択されているものが３つあります。 

文化年間から継承される人形浄瑠璃「奈佐原文楽」、風雨順調・五

穀豊穣を祈願する農民信仰行事「栃窪の天念仏」、そして幼児を力士

に扮した氏子が抱き上げ、先に泣いた方を勝ちとする奇習行事の「生

子（いきこ）神社の泣き相撲」の３件です。 

また、県や市から指定されている文化財は、下記で紹介する「板荷

のアンバ様」を始め、神楽や囃子、獅子舞、巡行仏信仰などさまざま。

このかぬマニア通信でも、順次紹介していきますね！ 

 

冬に行われる無形民俗文化財 その１ 

3 月 5 日 

6 日 

板荷（いたが）のアンバ様 
3 月の第 1 土曜日・日曜日に、アンバ様の鎮座した神輿が地域の

全戸を回り、悪病除け、家内安全を祈願する行事です。 

神殿形式の神輿は、大杉神社として板荷宮内の日枝神社境内に鎮

座しています。板荷のアンバ様は、常陸国河内郡桜川村阿波（あば）

に祀られる本社 大杉神社の祭神である大物主神（おおものぬしの

かみ）の分霊を、江戸時代に勧請したものです。 

「アンバ様」は阿波が変化した言葉であるともいわれ、神輿に安

置された由緒書や座布団などの墨書によると、安政年間（1854～

1859）から（それ以前かも？）今日まで、150 年以上も伝えられ

てきました。旧来の形態を損なうことなく、板荷全地域こぞって行

われる貴重な行事となっています。 

会 場 

板荷地区全域 

※出発は日枝神社となります。 

（鹿沼市板荷 3034） 

お問合せ 

まちの駅 新･鹿沼宿 

0289-60-2507 
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冬に行われる無形民俗文化財 その２ 

1 月 17 日 

（予定） 

生子（いきこ）神社「日の出祭り」 
９月の「泣き相撲」で知られる生子神社のもう一つの例祭が「日

の出祭り」です。かつては早朝、日の出を待って行われたことから

この名がついたといわれています。神事「献饌祭」は、我が子を亡

くした氏子が、４２種の供物を神前に供えて蘇生を願ったという「生

子大明神」の由来である故事に始まるものと伝えられます。古代の

太陽信仰にも起源があるといわれる「弓取り式」や神楽奉納も。 

会 場 

生子神社 

（鹿沼市樅山町 1167） 

お問合せ 

市 文化課／0289-63-1172 

まちの駅 新・鹿沼宿 

0289-60-2507 

 
冬のイベント情報 

1 月 17 日 

鹿沼屋台囃子「初打ち会」 
鹿沼の祭りの華、屋台囃子。市内には囃子連が３０団体以上あり

ますが、そのほぼすべてが一堂に会するイベントがこの「初打ち会」。

今宮神社とその参道を会場に、囃子連たちが腕を競います。 

最後には、囃子連が今宮神社境内に集結し、一斉に囃子を打ち鳴

らす「ぶっつけ」も行われます。この迫力は一度体感する価値あり！ 

会 場・お問合せ 

今宮神社 

（鹿沼市今宮町 1692） 

お問合せ 

市 文化課 

0289-63-1172 

1 月 23 日 

北関東最大級の初市「花市」 
新春恒例行事、鹿沼の初市は「さつきのまち」らしく『花市』と

いいます。ダルマやお飾りなどの縁起物、福寿草・洋ランなどの植

木、食べ物など関東一円から集まる露天商約５００店が約１．５㎞

にわたり軒を連ねる関東でも有数の花市です。例年、およそ１２万

人もの縁起物を買い求める家族連れなどで賑わいます。 

会 場・ 

末広通り（はなみずき通り） 

（鹿沼市中心部、福田屋百貨店か

ら鹿沼高校付近までの約 1.5km） 

お問合せ 

まちの駅 新・鹿沼宿／0289-60-2507 

2 月 7 日 

冬の「楽市」開催 
第１５回を迎える「かぬま楽市」。地元商店の有志たちが中心と

なって実行委員会を組織、毎年、夏と冬に開催しています。 

冬のテーマは「エンムスビ」。「まちの駅 新・鹿沼宿」と「まち

なか交流プラザ」の２会場を結び「まちなかマーケット」が開催さ

れます。ワークショップや飲食など様々な出店者が集まり、市内外

から多くの来場者でにぎわいます。同時開催イベントもいろいろ！ 

会場・お問合せ 

まちの駅 新･鹿沼宿 

（栃木県鹿沼市仲町 1604-1） 

0289-60-2507 
URL 

http://raku-kanu.blogspot.jp/ 

2 月 7 日 

～3 月 3 日 

かぬま おひな様めぐり 
「かぬま おひな様めぐり」も、おかげさまで７回目を迎えます。 

江戸期から伝わるお雛様をはじめ、各家庭・商店などで大切にさ

れているお雛様が、市内各所に飾られます。その数なんと７０か所

以上（前回実績）！ それぞれのおひな様が、今年もみなさんに再会

することを楽しみにしています。 

会 場 

屋台のまち中央公園ほか市内各所 

（鹿沼市銀座 1 丁目 1870-1） 

お問合せ 

屋台のまち中央公園 

0289-60-60701 

2 月 11 日 

雷様も治した名医 
下粕尾にある常楽寺では、「粕尾郷には中野智玄という医者がい

て、娘の病気の原因を調べるため、日本で初めて生体解剖を行った。

その後、後鳥羽上皇の病気を治癒させた功により、“録事法眼”の名

を賜り、名医の噂を聞いて訪れた雷神の病でさえ灸をすえて治療し

た。」と伝承されてきました。 

録事様と呼ばれ、雷除けのお寺としても知られるこの寺では、毎

年２月１１日は録事尊の縁日として、多くの来訪者で賑わいます。 

会 場 

常楽寺 

（栃木県鹿沼市下粕尾 949） 

お問合せ 

まちの駅 新･鹿沼宿 

0289-60-2507 

常楽寺 

0289-83-0971 
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冬のイベント情報 

2 月 27 日 

28 日 

29 日 

とちぎ花フェスタ 
栃木県産の花々を一堂に集めた花の総合イベント。会場はカーネ

ーションやユリ、バラなど約３万本の色鮮やかな花で埋め尽くされ、

一足早い満開の春の花を満喫できます！ 

趣向を凝らしたフラワーディスプレイやフラワーアレンジメン

ト、生け花などの作品が展示されるほか、花を使った各種体験教室

やステージイベント、地域の特産物、ご当地グルメなどの販売など

も行われ、楽しい企画が盛りだくさんです。 

最終日の１５時３０分ころには、会場内に飾ってある花々の即売

会も行われるそうですよ！ 

ぜひお越しいただき、春の訪れを感じてください！ 

会 場 

鹿沼市花木センター 

（鹿沼市茂呂 2086-1） 

お問合せ 

とちぎ花フェスタ 2016 実行委員会 

028-623-2329 

市 農政課／0289-63-2192 

入場料 

前売５００円〔当日７００円〕 

※全国のコンビニエンスストア等

でご購入いただけます。 

  

冬のお出かけ情報  

12 月 19 日 

～３月中旬 

上永野「蝋梅の里」 
透明感のある黄色の蝋細工のような可愛らしい花、ロウバイ。「蝋

梅の里」では、４千坪の園内に５千本ものロウバイが咲き乱れます。 

観賞できるロウバイは、「満月」「素心」「基本種」「原種」と

日本最多の４種。それぞれ開花の時期が異なるため、３月中旬ころ

まで楽しむことができます。なかでも「基本種」が観賞できるのは、

国内でもココだけだとか。 

おみやげ品充実の売店も。開園時間は１０時から１６時まで。 

会 場 

上永野 蝋梅の里 

（栃木県鹿沼市上永野 273） 

※永野小学校のすぐそばです。 

お問合せ 

蝋梅の里 090-1124-2281（大貫） 
入園料 

300 円 

1 月 2 日～ 

いちご狩りはいかが？ 
栃木県といえばいちご王国。なかでも鹿沼市はいちごの生産が盛

んなところです。その品質は随一！との評判も高い自慢のいちごの

摘み取りはいかが？ 市内のいちご園が１月初頭から続々と開園し

ます。代表品種「とちおとめ」のほか、話題の「スカイベリー」や

幻のいちご「とちひめ」などをぜひ味わってみてください。 

（※園よって取り扱い品種は異なります。また販売のみの品種もあります。） 

出会いの森いちご園 

（鹿沼市酒野谷 929-1） 

0289-60-0175 

 

わたなべいちご園 

（鹿沼市見野 1102） 

0289-63-4809 

1 月中旬～ 

氷瀑って見たことありますか？ 
市西北部に位置する「石裂山（おざくさん）」は、首都圏からの日

帰り登山で人気のスポットです。 

この石裂山登山と同時に楽しむことのできる「大滝」が、寒冷期

になると氷瀑に姿を変えます。これまで険しい道をかき分けて行く

しかない幻の滝でしたが、この春に遊歩道が整備されたことにより、

気軽にその姿を見ることができるようになりました。 市 観光交流課／0289-63-2188 
  

【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 


