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今号から「かぬマニア通信」はリニューアル！ 

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を目指して 

「鹿沼ぶっつけ秋祭り」 
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 23 台です。】 

【開催概要】 

開催日時：2015 年 10 月 10 日（土）・11 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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鹿沼ぶっつけ秋祭り豆知識 

「ぶっつけ」ってなに？ 
彫刻屋台は江戸時代から引き継ぐ貴重な文化財。もちろん屋台をぶ

つけ合ってしまうわけではありません！ 

「ぶっつけ」には二つの意味があります。 

ひとつは、交差点などで二台以上の彫刻屋台が向かい合い、囃子の

競演を行うこと。囃子を激しく演奏し合い、調子を狂わせず演奏する

ことを競うもので、このとき周囲では、提灯や歓声などで囃し立てま

す。まつりの興奮が最高潮に達する瞬間です。 

もうひとつは、9 月上旬に行われる仮屋台の奉納行事のことです。

各町がリヤカーなどを利用して簡単につくった仮屋台で神社に繰込

み、例祭に屋台を出す意思を表します。拝殿では各町に宮司から番号

札が手渡され、例祭の繰込み順が正式に決定されます。 

 

 

キリン？ ウシ？ ウマ？ 
彫刻屋台は、今宮神社参道の道幅に合わせてつくられました。現在

では民家の軒下すれすれを運行しなければならなく、若衆たちの腕の

見せ所です。 

屋台を方向転換させることを「キリンをかける」といいます。キリ

ンとは方向転換させるときに使用する道具で、手回し式のジャッキの

こと。現在では油圧式のジャッキを使用する町内が多いようですが、

一部の町では、「ウシ（木製の屋台回転台）」と「ウマ（木製のテコ

台）」、角材を使って方向転換を行っています。これは「テコ回し」

と呼ばれ、祭りの見所の一つとなっています。 

 

 

屋台が繰り出すもうひとつの秋祭り 

10 月 3 日 

4 日 

口粟野神社秋季例大祭 
鹿沼市には、「鹿沼ぶっつけ秋祭り」に繰り出す 27 台の彫刻屋

台のほかにも、まつりに繰り出す屋台があります。 

２年に一度、７台の屋台が繰り出すのが『口粟野神社』の祭りで

す。初日土曜日の午後には、各町内の彫刻屋台が、囃子を演奏しな

がら口粟野のまちを練り歩きます。 

二日目の日曜日、午前 9 時までに口粟野神社に繰り込んだ彫刻屋

台は、神事を執り行った後、囃子を奉納します。その後、囃子を演

奏しながら、1 台ずつ繰り出し、子ども達による「ぶっつけ」を行

います。その後、彫刻屋台は口粟野市街を自由に練り歩き、午後６

時頃からは旧粟野町役場において本格的な「ぶっつけ」を行います。

このとき若衆の熱気は最高潮に高まるのです。 

口粟野の屋台は主に昭和 30 年頃に建造されたものが多いようで

すが、中には江戸時代の彫刻が取り付けられた屋台もあります。 

会 場 

口粟野神社周辺 

（鹿沼市口粟野 1737） 

お問合せ 

まちの駅 新･鹿沼宿 

0289-60-2507 

ＵＲＬ 

http://www.kanuma-kanko.jp

/ 

 

 



 

 
平成 27 年秋号 

栃木県 鹿沼市 
  

秋のイベント情報 

10 月 9 日 

～13 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 31 日 

申込みは 

10 月 9 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 31 日 

～ 

11 月 15 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 14 日 

 

9:00～ 

16:00 

清流ともみじツアー 
自然あふれる秋の奥鹿沼。関東平野と日光の山岳地帯が出会う鹿

沼市は、変化にとんだ地形と清流により、どの時期に訪れても季節

の美しさを楽しめるところです。高原から里へと駆け下りる秋。そ

の魅力をあますところなく堪能できるバスツアーはいかが？ 

参加費は 2,500 円（昼食付）、定員は先着４０名様となっていま

す。当日の集合は、JR 鹿沼駅、東武新鹿沼駅、鹿沼市民情報センタ

ー（無料駐車場有）のいずれかに９時までにご集合ください。 

お申込み 

メールまたはファクスでお申し

込みください。 

メール：kikaku@city.kanuma.lg.jp 

ファクス：0289-63-2247 
お問合せ 

市 企画課 

0289-63-2146 

11 月 21 日 

22 日 

 

10:00～ 

15:00 

ふる里あわの秋まつり 
旧粟野町が鹿沼市と合併して１０年。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 

また今年は、合併１０周年を記念した楽しいイベントも登場！秋の一日をのんびりとお過ごしください。 

開催される主なイベントは、①よさこいソーラン（21 日）、②木製巨大迷路（21 日・22 日）、③木

リンピック…木を使った６種の競技にチャレンジ！（21 日・22 日）、④苗木無料配布（21 日）、⑤お囃

子サミット（22 日）、⑥そば食い大会（22 日）、⑦お楽しみ抽選会（21 日・22 日）、⑧大鍋配布（21

日・22 日）、⑨芸能発表会（22 日）、⑩栃木放送 

カラオケのど自慢予選会（予定）などなど。 

また、市のキャラクター「ベリーちゃん」を 

かたどったお菓子も新登場します！ 

お楽しみに！ 
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秋のイベント情報 

11 月 28 日 

29 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 
 

鹿沼市シンボルキャラクター 

ベリーちゃん 


