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梅雨真っ只中ですが、晴れ間もしばしのぞく鹿沼。夏ももうすぐ！ 

自然豊かな山々やアユも踊る幾筋もの清流、そして楽しいイベントの数々。 

栃木県鹿沼市から、夏の観光情報をお知らせします。 

 

  

知る人ぞ知る避暑地 

前日光県立自然公園・前日光ハイランドロッジ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

鹿沼市西北部の山間地域は、「前日光県立自然公園」に指定されています。標高 1,300ｍに位置する「横根高原」

の一番のビューポイントは、自然がそのまま残る動植物の宝庫「井戸湿原」。夏には、可憐なツルアジサイ、鮮や

かな紫色の花を咲かすサワギキョウといった山野草が目を楽しませてくれます。 

また、高原内の「前日光ハイランドロッジ」では、宿泊はもちろん、休憩利用やお食事、日帰り入浴も可能。ハ

イカーだけではなく、高原の爽やかな風を満喫しにくる方でにぎわいます。実は、この前日光高原は、隠れ家的な

避暑地として東京や埼玉からも足を延ばされる方もいる、喧騒から離れてのんびり過ごすのには最適な場所なんで

すよ。毎年夏には牛も放牧され、牧歌的な風景が広がります。8 月 11 日は山の日、雄大な自然を満喫しみては？ 

会 場：前日光ハイランドロッジ（鹿沼市上粕尾 1936） 

お問い合わせ：市 観光交流課 0289-63-2303 

ＵＲＬ：http://www.kanuma-kanko.jp 

交通 

 東北自動車道鹿沼 I.C より 約 70 分 

 東北自動車道栃木 I.C より 約 70 分 
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夏のお出かけ情報  

7 月８日～ 

10 月 1 日 

川上澄生の北米体験～忘れがたい夏の物語～ 
木版画の詩人 川上澄生は、1917 年に青山学院高等科を卒業後、

カナダやアメリカ、アラスカなどを放浪しました。そのときの経験

をもとにした版画作品や、大正期の活動がうかがえる資料により青

年時代の川上澄生に迫ります。多感な時期に慣れない環境で過ごし

た澄生の葛藤や心のゆらぎが感じられる企画展です。 

 ７月 23 日の夜は、地元出身ギタリスト小川倫生さんのソロライブ

が楽しめます。このギャラリーコンサートのお申込みは、７月８日

から電話で受け付けます。お申込みをお待ちしております。 

URL  http://kawakamisumio-bijutsukan.jp 

アクセス JR 鹿沼駅から徒歩 20 分 東武新鹿沼駅から徒歩 30 分 

 

会場・お問い合わせ 

 鹿沼市立川上澄生美術館 

 （鹿沼市睦町 287-14） 

 0289-62-8272 

http://kawakamisumio-bijutsukan.jp 

8 月 21 日 

 

9 時 30 分 

～15 時 

ごるふぁみフェスタ 
鹿沼市にはたくさんのゴルフ場があり、市内外を問わず多くのゴ

ルファーに愛されています。 

『ごるふぁみフェスタ』は、「広大な緑の広場」を開放し、ゴルフ

ァーのみならず、多くの方にゴルフ場に親しんでいただくイベント

です。グリーンを自由に駆け回ったり、寝そべったりと芝生の上で

思い切り羽を伸ばせるチャンス。ご家族連れで楽しめる企画が盛り

だくさん！ 屋台グルメ村や水着で入れる「じゃぶじゃぶ池」、「水

鉄砲合戦」や「熱気球搭乗」、「カートでコース周遊」などの体験メ

ニューも充実。もちろん、パターゴルフやスナックゴルフ、ゴルフ

レッスンなどゴルフの魅力に触れることができます。参加費無料。

東武新鹿沼駅からは送迎バスもあるので、電車でもお気軽にお越し

いただけますよ。 

対象者 

小中学生とそのご家族など 

 先着 200 名（500 名） 

会 場 
鹿沼 72（セブンツー）カントリークラブ  

（鹿沼沼市楡木町 1475） 

お問い合わせ 

鹿沼地区ゴルフ場協議会事務局 

0289-71-1039 

https://www.facebook.com/shikagoru 

9 月 

１日～６日 

撮影会 

2・3 日 

12 時、14 時、16 時 

スカイツリーで会いましょう 
友好都市墨田区にある東京スカイツリーで、9 月 1 日～6 日まで友

好都市交流展が開催されます。鹿沼自慢のソバやこんにゃく、ハト

ムギ製品などをご購入いただけるチャンス！特に 2 日と 3 日は、鹿
沼のシンボルキャラクター「ベリーちゃん」も参加します。各日 3

回の写真撮影会を開催するので、一緒に記念撮影はいかがですか。 

会 場 

産業観光プラザ すみだ まち処 

東京スカイツリータウン・ソラマチ５F 

お問い合わせ 

 市 鹿沼営業戦略課 

 0289-63-2251 

9 月 24 日 

 

9 時～ 

16 時 

（受付は 

8 時～） 

 

泣く子は育つ 生子神社の泣き相撲 

鹿沼市樅山町にある小さな神社「生子神社（いきこじんじゃ）」。

この神社境内の土俵で、毎年 9 月、子どもの健やかな成長と無病息

災を祈願し開催される行事が「生子神社の泣き相撲」です。 

着衣のままの幼児 2 人を、力士に扮した氏子が「ヨイショ、ヨイ

ショ」の掛け声とともに抱き上げ、元気な泣き声を競います。かつ

ては先に泣いた方を勝ちとしていたようですが、現在は勝敗をつけ

ていません。この行事は、「泣く子は育つ」という縁起をかついだ習

俗が奉納相撲に取り入れられたもので、全国的にもわずかにその例

が見られる貴重な行事です。 

会 場 

生子神社 

（鹿沼市樅山町 1167） 

参加費 

 4,000 円 

対象年齢 

 首の据わった 6 ヶ月くらい～ 

3 歳くらいまで 

お問い合わせ 
 鹿沼市観光物産協会 

http://www.kanuma-kanko.jp 
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エントリー

締切 

9 月 30 日 

（定員になり

次第締切） 

開 催 日 

10 月 28 日 

9 時 30 分 

スタート 

古峯ヶ原トレイルラン エントリー募集中 
日本古来の山岳信仰と仏教が結びついた「修験道」の霊場として

有名な古峰ヶ原高原。奈良時代に日光を開山した勝道上人が修行を

行った場としても知られています。 

そんな歴史の深さと静寂に包まれた高原を舞台に開催する古峯ヶ

原高原トレイルランは、まさに修験者の足跡をたどるかのようなコ

ース。アップダウンの激しさだけではなく、素晴らしい紅葉が広が

る林道を駆け抜けたり、沢を渡ったり、季節と自然を肌で感じるこ

とができて魅力満載です。トレイルラン専門誌「RUN＋TRAIL」で

も好評のレースにぜひチャレンジしてみてください。 

会 場 

古峯神社駐車場  

（鹿沼市草久 3027） 

参 加 料 

4,000 円 

（記念品・保険代等） 

お問い合わせ 

古峯ヶ原高原トレイルラン大会事務局 

（西大芦コミュニティセンター内） 

0289-63-8316 担当 高橋 

https://kobugaharatrail2017.jimdo.com/ 
  

鹿沼のグルメ情報  

  夏ですもの、「鹿沼サラダそば」はじめました。 
我が鹿沼市は、その豊かな清流や適した土壌により、美味しい玄そばがとれる「そば」

の名産地。鹿沼といえば、“ニラそば”ですが、「鹿沼サラダそば」も乙なもの！ さっぱ

りとした野菜と各店が研究したドレッシングをかけた「鹿沼サラダそば」は、色鮮やか 

でヘルシー。市内 13 店が彩りや付け合せ、器に趣

向を凝らした、鹿沼の新名物です。各店を紹介する

「鹿沼サラダそば図鑑」でスタンプラリーを楽しむ

こともできますよ。各店の自慢の味を楽しんでみて

はいかがですか。 

お問い合わせ 

鹿沼サラダそば実行委員会 

（鹿沼商工会議所）  

0289-65-1111 

https://facebook.com/kanumasoba/ 

いちご三昧のカフェで一休み「BERRY’S CAFE」 
色とりどりの花であふれる「花木センター」に、いちごを使ったメニュー

を提供する「BERRY’S CAFE（ベリーズカフェ）」がオープンしました。見

晴らしの良い高台のフラワーガーデンの中にあるカフェでは、いちごジェラ

ートやいちごコーヒーといったいちごのメニューを楽しむことができます。

特にジェラートは、ストロベリーミルクのほかにストロベリーミルフィーユ

などの６種類をご用意しています。「花木センター」で花を吟味した後は、こ

の花に囲まれたカフェで一休みするのも素敵ですよ。フラワーガーデンは、

この季節ポーラチュカが見頃です。さり気なくワイルドストロベリーも咲い

ているので、見つけてみてくださいね。 

 

  お問い合わせ 

鹿沼花木センター 

0289-76-2310 

  

いちご市ニュース！  

「いちご市」役所になっちゃいました？！ 

いちごの生産で全国一の「いちご王国」栃木県。その中でも鹿沼は、生産の歴

史が古く、その品質は「日本一」と市場で評価されるなど、高い信頼を得ていま

す。そんな中、昨年「市の果実」を「いちご」と制定し、「いちご市」を宣言し

ました。これまで、「いちご市ネクタイ」を作成したり、ゴミ袋を「かぬまベリ

ーレッド」色に変えたり、「いちご市」としての様々な取組をしています。 

 先月から、市役所に懸垂幕を掲げ、「いちご市」役所になっちゃいました！（改

名してはおりませんのでご安心を。）しかも、「いちご市」役所正面ロビーには、

いちご柄をバックに市のシンボルキャラクター「ベリーちゃん」と一緒に記念撮

影ができる「いちご市記念撮影コーナー」もあります。 

 

お問い合わせ 

 市 鹿沼営業戦略課 

0289-63-2251 
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 いちご市ネクタイはいかがですか？ 

 

 

「いちご市」鹿沼では、「いちご市」ネクタイを販売しています。「い

ちご」と「いちご市かぬま」の小さな文字、「ベリーちゃん」が小さく

描かれたこのネクタイは実は大好評！ 鹿沼が好きな人、話のタネにした

い方は、このネクタイでさり気なく「いちご市かぬま」をアピールして

みてくださいね。色は、紺に赤い模様とワインレッドにオレンジの模様

の２種類。金額は、税込 3,800 円です。お買い求めは、鹿沼市花木セン 

ター、まちの駅新・鹿沼宿、屋台

のまち中央公園で。花木センター

では郵送対応もしています。 

お問い合わせ 

鹿沼市花木センター  

0289-76-2310 
  

そうだ、鹿沼に住んでみよう  

「鹿沼でちょうどいい暮らし」 
 鹿沼の仕事と暮らしワンストップサイト開設！ 

 

 

 

 

 

日々の暮らしに疲れていませんか？ 鹿沼市ではゆと

りある暮らしをご提案いたします。このサイトを見れば、

住居・仕事・子育てなど鹿沼で暮らすメリットが一目瞭

然。特に家賃や食費などがお得で、東京に住むより年間

30 万円もお得になるシミュレーションも。興味をお持ち

の方はぜひアクセスしてみてくださいね。 

お問い合わせ 

 市 営業戦略課 
 0289-63-2251 

 http://www.livingkanuma.com 

8 月 5 日 

 

16 時 30 分 

～18 時30 分 

鹿沼で仕事をはじめよう 
 とちぎ暮らしセミナーが開催されます 

東京から片道 1,000 円程度で来られる場所、鹿沼（東武日光
線利用）。昔懐かしい風景だけではなく、美味しい農産物があ

り、自然に囲まれた環境は、子育てやのんびりセカンドライフ

を送るのに最適です。もちろん、スーパーや医療機関も充実し、
電車や高速バス、高速道路など東京へのアクセスも便利！ ぜひ

鹿沼で仕事を始めてみませんか？ 

会 場 

NPO 法人ふるさと回帰支援センター 

 東京都千代田区有楽町 2-10-1 

東京交通会館 8 階 

お問合せ 

 市 鹿沼営業戦略課 
 0289-63-2251 

 http://www.livingkanuma.com 

住めば都 実は、直売所天国なんです 【市内直売所（一部抜粋）】 

○まちの駅 新・鹿沼宿 

 仲町 1604-1  

○農産物直売所（花木センター内） 

茂呂 2086-1                

 

鹿沼は、清流と美味しい空気や気候に恵

まれ、お米などの穀物はもちろん、生鮮野

菜や果物、お茶も採れる豊かな市。そのた

め、２０店舗以上もの直売所があちらこち 

       

らにあり、地元鹿沼のフレッシュな野菜を

身近に買うことができるのです。今の季節

はどの直売所にも色とりどりの夏野菜が

並んでいますよ。 

お問合せ 

 市 農政課 
0289-63-2191 

 http://www.city.kanuma.tochigi.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 
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