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さわやかな秋風がそよぐ中、彼岸花が咲き始めました。 

稲穂が黄金色に輝き、実りの秋もすぐそこです。 

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！ 

鹿沼秋まつり（鹿沼今宮神社祭の屋台行事） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年、ユネスコ無形文化遺産に登録された「山・鉾・屋台行事」のひとつ「鹿沼秋まつり（鹿沼今宮神社祭の屋

台行事）」。江戸時代から脈々と受け継いできた鹿沼の「技術」や「心」を伝える鹿沼を代表する祭りで、国指定の

重要無形民俗文化財でもあります。 

祭りの主役のひとつである彫刻屋台は、精巧緻密な彫刻で彩られ、「動く陽明門」と形容されるほどの素晴らし

さ。今年は 26 台もの屋台が揃い踏みし、その迫力は圧巻です。 

この屋台に入った囃子方がお囃子を激しく演奏し合い、調子を狂わせずに演奏することを競う中、周囲の若衆た

ちは提灯や歓声などで囃し立てます。最高潮に盛り上がるこの「ぶっつけ」こそが、この祭りの最大の見せ場でも

あります。 

【開催概要】 

開催日時：2017 年 10 月 7 日（土）・8 日（日） 

9:30～22:00（市内交通規制） 
開催会場：今宮神社及（鹿沼市今宮町 1692）び市街地 

駐 車 場：無料駐車場 2,200 台 

      ※花木センター・公設地方卸売市場から無料シャ 
トルバス送迎があります。 

     有料駐車場  800 台（料金：500 円） 

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 

     市内リーバス全線無料（祭り期間） 
内  容：詳細は同封チラシをご覧ください。  

お問合せ：市 観光交流課 0289-63-2303 

ＵＲＬ：http://buttsuke.com/ 
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鹿沼秋まつり特集  

お座敷列車にのって「鹿沼秋まつり」に行こう 

JR 東日本の協力を得て、「鹿沼秋まつり」に合わせた快速列車を運行します。そ

の名も「お座敷 鹿沼秋まつり」！ 全車グリーン車指定席のお座敷列車です。祭

りの 2 日間は、吉川美南駅を始発とし、南越谷駅や南浦和駅、大宮駅などを通り、

お昼過ぎに鹿沼に到着します。もちろん帰りのお座敷列車もあるので、夜までお

祭りを楽しんだ後は、その余韻に浸りながらお帰りいただくこともできますよ。

お祭りというハレの日をさらに楽しむために、普段とは違う列車に乗ってみるの

はいかがですか？ 

きっぷのお求めは… 
 JR東日本の主な駅指定席券売機 
 みどりの窓口、びゅうプラザ 

お問合せ 
 市 観光交流課 

0289-63-2188 

あなたも「まつりびと」になってみない？ 

 鹿沼秋まつりの真の主役は、この祭りに参加する「まつりびと」。各町が自信と

誇りをもって彫刻屋台を曳
ひ

き回す姿は勇壮です。この「まつりびと」になれる体

験プログラムが今年から始まりました。目印となる「手ぬぐい」を購入していた

だくと、8 日午後 2 時に予定している「屋台揃
そろ

い曳
び

き」に参加することができま

す。この手ぬぐいは、3 カ所にある「おもてなし広場」にて 1,000 円で販売。ぜ

ひ「まつりびと」になって、各町の意気を感じながら彫刻屋台を曳
ひ

いてみてくだ

さいね！ 

会 場 
 「おもてなし広場」 
  第 1 会場 まちの駅 新・鹿沼宿 
  第 2 会場 まちなか交流プラザ 
  第 3 会場 屋台のまち中央公園 

お問い合わせ 
市 観光交流課 

 0289-63-2303 

仲町屋台収蔵庫に、雲天の龍、現る！ 
「鹿沼今宮神社祭の屋台行事」に参加する彫刻屋台は全部で 27 台ありますが、

その中でも「仲町屋台」は、天保 7 年（1836 年）の制作と伝えられる、歴史的価

値のある白木造彫刻屋台です。屋根いっぱいに配される龍は、江戸の粋をつくし

た躍動感のある華麗なもので、200 年もの時空を超えた迫力を感じさせてくれま

す。その仲町屋台が保管されている仲町屋台公園の屋台展示収蔵庫に、この夏か

ら巨大な龍の天井画が掲げられています。若衆たちが作り上げたこの天井画は、

屋台の龍と相対する雲天の龍。またこの龍は、日光東照宮の「鳴き龍」に倣った

もの。龍の下で手を打つと反響して轟声のように聞こえるとか。屋台が繰り出す

秋まつりは、天井画を観賞する最大のチャンス。もちろん、手を打ち鳴らしてみ

るのをお忘れなく。必見の新名所、ぜひお立ち寄りください。 

 

場 所 
仲町屋台公園・屋台展示収蔵庫 

（鹿沼市仲町 1610-1） 

お問合せ 
市 教育委員会 文化課 
0289-62-1172 

ご利益あり、龍の籠
かご

彫
ぼ

りの玉をさわろう 

 
彫刻屋台には、「毬と戯れる獅子」や「玉をつかむ龍」など、「玉」にまつわる

構図が数多く見ることができます。この「玉」は「如意宝珠」、サンスクリット語

では「チンターマニ」と呼ばれ、「意のままに願いをかなえる宝」の意があります。

獅子や龍が玉を転がす彫刻には、「物事がうまく転がるように」という願いが込め

られているのです。 

この如意宝珠を、「籠彫り」という高度な技法を使って表現した龍の彫刻作品が、

屋台のまち中央公園屋台展示館に展示されています。「子宝の授かる玉」、「様々な 

願いがかなう玉」とうわさのこの彫刻は、玉に

直接触ることができます。ご利益を信じて通う

方もいるとか…。鹿沼にお越しの際には、みな

さんもぜひ見て、触れて、願ってみては？ 

会 場・お問い合わせ 
屋台のまち中央公園内 

 （銀座 1 丁目 1870-1） 
  0289-60-6070 

http://www.kanuma-kanko.jp 
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自然いっぱい、花いっぱい  

10 月 22 日 

10 時～14 時 

横根高原・井戸湿原 秋の自然観察会 

 澄み渡った空気の中、錦秋の横根高原を歩いてみませんか？ 

鹿沼自然観察会の指導員とともに秋の動植物を観察します。 

お申込みは 10 月 18 日までにお電話で。お待ちしています！ 

参加費 
 500 円（小学生以上・昼食付き） 

お申込み・お問合せ 
 市 観光交流課 
 0289-63-2303 

10 月 28 日～ 

11 月 12 日 

秋を彩る花と緑 鹿沼園芸フェア 10 月 28 日~11 月 5 日 
秋季さつき銘品展、おもと展 

11 月 8 日~11 月 12 日 
観光物産展、秋の小路展 

 秋の鹿沼園芸フェアは、「菊花展示会」

や「秋の植木市」などいろんな展示が盛

りだくさんです。11 日には手乗り盆栽教

室、12 日には陶芸体験やハンギングバス

ケット教室もありますよ。 

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 

    

秋の鹿沼を歩いてみよう 

11 月 18 日～ 

    19 日 

秋はのんびり「ふる里あわの秋まつり」 

 粟野地域最大級のイベント「ふる里あわの秋まつり」。この地域

の特色を活かした物産品等の展示即売やよさこいソーラン、新そ

ばまつり、お子さまも楽しめるイベントありと大充実。秋の 1 日

をのんびりと楽しめますよ！ 

会 場 
 市 粟野コミュニティセンター周辺 
 （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 

10 月 20 日 

21 日 

22 日 

駅からハイキング 彫刻屋台と和菓子名店めぐり 

 秋風薫る中、芸術や歴史、和菓子を楽しみながらウォーキング

が楽しめます。受付時間の 9 時から 11 時に集合後、ＪＲ鹿沼駅を

出発し、約 6.5km を歩くコース。のんびりとお楽しみください。 

参加方法 
 JR 鹿沼駅前の受付場所に直接集合 

お問合せ 
鹿沼市観光物産協会 

  0289-60-6070 

11 月 23 日 秋の鹿沼ウォーキング 木喰仏をたずねて 集合場所 
 9:10 屋台のまち中央公園 

または 
9:50 JR 鹿沼駅 

コース 
屋台のまち
中央公園 

JR 鹿沼駅 

栃窪の木喰仏 

鹿沼錦鯉公園 

ニューサンピア栃木 

渡辺りんご園 
 

秋の鹿沼は、紅葉を見て良し、実りの

秋を食べて良しの魅力いっぱい。爽やか

な風に吹かれながら、年に数回しか開か

ない木喰堂をたずねてみませんか？鹿沼

の食材を使った昼食、りんご園もお楽し

みいただけます。めいっぱい楽しんだ帰 

 

お申込み・お問合せ 
 締切：11 月 12 日まで 
 鹿沼市観光物産協会 

屋台のまち中央公園内 
  銀座 1 丁目 1870-1 
  0289-60-6070 

りは、バスで集合場所までお送りするサービス付き！参加費は無

料。昼食や温泉入浴を希望される方は、別途料金がかかります。 

のどかな加蘇地区でスタンプラリー 12 月 10 日まで！ 
イベントスケジュール 

10/7～15 加蘇芸術村 

11/5 そば・こんにゃく収穫体験＆

11/23 こんにゃくフェア 

12/3 干し芋作り体験 

12/10 おせちフェア 
 

 

市西部の里山 加蘇地区は、そばや農産物の生

産が盛んな懐かしい風景が広がる農村地帯。常設

アート作品も設置されるなど、芸術活動も盛んな

地域です。 

地区内の施設やさまざまな体験イベントを巡

る「かそじまんスタンプラリー」では、抽選で地 

元産のいちごやトマト、加工品などをプレゼント。 

そばとこんにゃくの収穫や干し芋作りなど、体験イベントだけでも楽しめます。

実りの秋、そばの白い花が広がる田園地帯を、ぜひ散策してみて！ 

お問い合わせ 
 市 加蘇コミュニティセンター 
 0289-62-3569 
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秋のお出かけ情報・グルメ情報  

“新そば”なら「そば天国」！   

 「関東一のそばの郷」を目指す鹿沼市から新そばの時期にお送り

する“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、共通メニューの「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ご当地グルメ

「にらそば」も食べられますよ。 

お気に入りの一店を見つけてみてくださいね！ 

【鹿沼そば？】 

 鹿沼のそばは昔ながらの小粒なそば。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。 

 そんな鹿沼そばを 100％使用しているお店を市では認証店として認証していま

す。そば天国ではそんな太鼓判のお店が勢揃い。ぜひ、生粋の“鹿沼そば”をご賞味

あれ！ 

【にらそば？】 

 ニラの生産量が全国有数の鹿沼市では、そばを家庭で手打ちした際に、カサ増し

として古くからニラを混ぜてたべる習慣がありました。つゆが絡んだニラのシャキ

シャキとした食感と香り立つそばの味は、一度食べるとクセになりますよ。 

開催日時 

11 月 25 日・26 日 

10 時～15 時 
（26 日は 9 時 30 分～） 

会 場 

鹿沼市花木センター 
（鹿沼市茂呂 2086-1） 
0289-76-2310 

お問い合わせ 
 市 産業振興課（鹿沼そば振興会） 

 0289-63-2196 

11 月 11 日 

      12 日 

やっぱり肉が好き！「肉三昧祭り」 

 肉好きにはたまらない肉の祭典「肉三昧祭り」。昨年大反響があっ

たこのお祭り、今年は規模をちょっぴり拡大して開催します。肉汁

溢れる「かぬま和牛メンチ」や濃い旨味が特徴の「栃木しゃも串焼

き」など、鹿沼の肉グルメが勢揃いします。お楽しみに！ 

会場・お問い合わせ 

鹿沼市花木センター 

（鹿沼市茂呂 2086-1） 

0289-76-2310 

  

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」（0289-60-2507）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 
 


