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鹿沼市は、いちご市宣言から 1 周年！ 

いちごの季節を迎え、直売所には美味しい“いちご”も並び始めました。 

さて、今季も栃木県鹿沼市から、冬の観光情報をお知らせします。 

 

  

いちごの季節は、いちご王国いちご市へ！ 

いちご摘み取り園へようこそ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産量全国一の栃木県の中でも、その品質は格別！と名高い「いちご市」鹿沼では、いちご農家が丹精込めた「い

ちご」が出荷され、店頭に並び始めました。そしていよいよ、いちご摘み取り園が続々とオープンします。 

いちご摘み取り園では、代表品種「とちおとめ」はもちろん、栃木県内の摘み取り園や直売所でしか手に入らな

い「とちひめ」にも出会えます。この「とちひめ」は、大粒で酸味が少なく、甘味が強いので、根強いファンも多

い「幻」ともいわれるいちご。果肉が柔らかく、あまりにジューシーなので、市場に出回らないのだとか。 

より大粒で高級ブランドとして販売されている「スカイベリー」は、美味しさだけではなく、その赤さと美しい

形がまるで赤い宝石のよう。摘み取りでフレッシュなうちに頬張れば、甘味と芳しい香りに包まれます。 
 
 ベリーちゃんハウス（要予約） 1 月 6 日～5 月下旬 

 とちおとめ・とちひめが 30 分食べ放題。お土産用もご購入いただけます。バリアフリー対応。 

 お問合せ 鹿沼市茂呂 2086-1（鹿沼市花木センター内） 0289-76-2310 URL: http://www.kaboku.or.jp 

 出会いの森いちご園（要予約） 1 月 3 日～5 月中旬（5 月中旬以降はお問合せください。） 

 とちおとめが３０分食べ放題！ とちひめ、スカイベリーの販売や宅配便もあります。バリアフリー対応。 
お問合せ 鹿沼市酒野谷 929-1 0289-60-0175 URL:http//www.kanuma.or.jp/ichigo 

 ベリーズファン（要予約） 12 月 30 日～5 月  

 とちおとめ、スカイベリー、とちひめ、女峰といった栃木県発の４種類が食べ比べることができるのはココだ

け？！べにほっぺややよいひめ、おおきみ、おい C ベリー、新品種よつぼしといった珍しい品種にも出会えます。
30 分食べ放題。年末年始も営業。(予約メール：info@berryzfan.jp) 

お問合せ 鹿沼市亀和田町 1109-1 050-3702-6421  URL: http://berryzfun.jp 
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いちご市ニュース  

2 月 18 日 

10 時～15 時 

いちごづくしイベント「いちごのもり」初開催！ 
会 場 
 鹿沼市花木センター 
 （鹿沼市茂呂 2086-1） 

 「いちご市」を宣言してから１年を

迎えた鹿沼市では、いちご商品を集め

たイベント「いちごのもり」を初開催

します。   

米国大統領補佐官が来日した際に、

一口食べて絶賛したという鹿沼自慢の

「とちおとめ」や栃木県内の摘み取り 

 

お問合せ 
 市 鹿沼営業戦略課 
 0289-63-0154 

園でしか食べられない「とちひめ」、新品種「よつぼし」なども数量限定

で販売されるかも？！ いちご商品を提供する店舗が約３０店舗も出店し

ます。また、いちご新メニューも盛りだくさん！ 食べて遊んで、いちご

三昧の１日をお楽しみください。 

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

「飲まっせ！いちご市のおいしい水」発売開始  

鹿沼市は、豊かな山々を源流とした河川が幾筋も流れる「清流のまち」。そのためか、日

常的に使用されている水道水が、実はすごくおいしいのです！ 

そこで、この水道水をボトリング！ ペットボトル「いちご市のおいしい水」として、

12 月 1 日から販売しています。まちの駅 新・鹿沼宿や花木センターなどの観光施設で販

売するほか、友好交流都市をはじめとした他市区イベントでも可能な限り販売します。さ

らに、ふるさと納税の返礼品としてもご用意しています。軟水でまろやかな味のこの水道

水、見つけたらぜひご賞味ください。 

お問合わせ 
 市 水道業務課 
 0289-65-3142 

  

冬のおでかけ情報  

その種類、日本一！蝋梅の里へようこそ 

会 場 
上永野 蝋梅の里 
（鹿沼市上永野 273 
永野小学校裏） 

時 間 
10 時～16 時頃 

入園料 
300 円 

 冬に彩りを与えてくれるロウバイは、ロウ細工のよ

うな透明感と光沢をもち、梅のような花を咲かせま

す。このロウバイの一大名所「上永野 蝋梅の里」は、

３月中旬までお楽しみいただけます。 

４千坪の広大な園内を埋め尽くす 4 千本のロウバ

イは 4 種類。「満月」「素心」「基本種」「原種」の順に

咲き始めるので、いつ来ても「旬」のロウバイをご鑑

賞いただけます。 

園内では、ロウバイの切り花や苗木のほか、オリジナルの「蝋梅の香水」も販売。また

今年は、開園 10 周年を記念して、来場者全員にプレゼントが！ 

地元の野菜をふんだんに使った豚汁や、あたたか～い甘酒、コーヒーなども販売してい

ますので、冷えた体を温めながら、広い園内をごゆっくりお楽しみください。 

お問い合わせ 
上永野 蝋梅の里（大貫） 

090-1124-2281 

今年は、凍るかな？ 
鹿沼市の秘境とも言われている「寄栗の大滝」が、寒冷期にな

ると氷瀑に姿を変えます。その幻想的な姿は、大自然が作り出す

芸術品。以前は険しい道をかき分けて行くしかない経路でした

が、現在は遊歩道により気軽にその姿を見ることができます。凍

っているかはお問合せのうえ、お気をつけてお出でください。 

 

お問い合わせ 
市 観光交流課 
0289-63-2188 
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冬のイベント情報  

1 月 3 日 

９時～ 

11 時30 分頃 

発光路（ほっこうじ）の強飯（ごうはん）式 

お問合せ 

 市教育委員会 文化課 

 0289-62-1172 

 まちの駅 新・鹿沼宿 

 0289-60-2507 

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るこの行事は、国の重要

無形民俗文化財に指定されています。 

山伏が、式鬼「強力」を使って、参加者に高盛

飯を強いるところから、強飯式といわれていま

す。日光修験の流れを汲むこの行事では、地域の

人が山伏と強力に扮し、アドリブを交えながらユ

ーモラスに里のしきたりなどを言い聞かせる口

上が人気です。 

 

1 月 27 日 

北関東最大級の初市「花市」 会 場 

末広通り 
（福田屋百貨店から鹿
沼高校付近までの約
1.5Km） 

 鹿沼では「花市」という名で

古くから親しまれる新春恒例の

初市。 

 ダルマやお飾りなどの縁起物

のほか、福寿草・洋ランなどの

植木、食べ物の露店が約 1.5km、

その数およそ 500 店が軒を連ね

ます。 

お問合せ 

 まちの駅 新・鹿沼宿 
 0289-60-2507 

URL 
http://www.kanuma-kanko.jp 例年、商売繁盛や家内安全などを祈願するために、縁起物を買い求める

家族連れで賑わいます。 

2 月 10 日 

～3 月 4 日 

かぬま おひな様めぐり 

会場 

 屋台のまち中央公園 

（鹿沼市銀座 1 丁目 1870-1） 
ほか市内各所 

「かぬま おひな様めぐり」も、おかげさまで、

今年で 9 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、57 か所。3 月 3 日、4 日には

江戸後期や明治、大正期のお雛様の解説をしてく

れるお宅があるなど、地元の人から貴重なお話も

聞ける機会もあります。 

 

お問合せ 

屋台のまち中央公園 

0289-60-6070 
http://www.kanuma-kanko.jp 

～2 月下旬 

まちの駅新・鹿沼宿イルミネーション 

会場・お問合せ 

 まちの駅 新・鹿沼宿 

 （鹿沼市仲町 1604-1） 

0289-60-2507 

 
 観光拠点「まちの駅 新・鹿沼宿」の

芝生広場では、2 月下旬までイルミネー

ションが楽しめます。LED 電球 8 万球も

の光に溢れ、それはまるで光の絨毯のよ

う。また、きらめく光のトンネルのほか

に、今年はナイアガラの滝も登場し、い

っそうの輝きを放っています。 
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冬の体験情報・グルメ情報  

「絞りこんにゃく」作り、体験してみませんか？ 
 鹿沼の特産のひとつ、「こんにゃく」。こんにゃく芋を３年かけて育てて作る鹿沼のこん

にゃくは、ほかのものとは一味違う美味しさを誇ります。 

 その美味しいこんにゃくを自分で作ってみませんか？ こんにゃく料理専門店の和風カ

フェ「おこんにゃく茶屋」では、「絞りこんにゃく」づくりを体験することができます。作

った絞りこんにゃくは、お持ち帰りいただくことも、その場でおそば風にして召し上がる

こともできます。普段さりげなく食べているこんにゃく、ぜひ手作りしてみませんか？ 

体験料金 

 2,200 円（大人・中学生） 

 1,700 円（小学生） 

会場・お問合せ 

おこんにゃく茶屋 

（鹿沼市銀座１-1870-1） 

屋台のまち中央公園内 

0289-60-6070 
  

ちょこっとお知らせ  

公衆無線 LAN 使ってみて！「KANUMA CITY FREE Wi-Fi」 

お問合せ 

市 観光交流課 

 0289-63-2303 
 

「屋台のまち中央公園」、「まちの駅 新･鹿沼宿」、「出会いの森オート

キャンプ場」で、公衆無線 LAN サービスがご利用いただけるようになり

ました。お手持ちのスマートフォンやタブレット端末などから、「Japan 

Connected-free Wi-Fi」アプリを介して、パスワード不要でご利用いた

だけます。 

鹿沼認証材が東京オリンピックに出場決定？！ 
鹿沼市は、市域のおよそ 7 割が森林に覆われています。その豊かな山々から産出される

鹿沼産スギ材は、高い品質を誇ることから森林認証も取得。その利用はさらに広がりを見

せています。 

その鹿沼自慢の認証材が、なんと東京オリンピックの「選手村ビレッジプラザ」に使用

されるってご存知でしたか？ ビレッジプラザは、オリンピック入村式の舞台となる選手村

を代表する施設。オリンピック終了後は、鹿沼に戻り、大会のレガシーとして公共施設に

活用されていく予定です。 

お問合せ 

市 林政課 

0289-63-2186 

  

そうだ、鹿沼に住もう 

1 月 21 日 

JOIN 移住・交流＆地域おこしフェア  

 日本最大級の移住・交流フェアに、鹿沼市が出展します。「自然の中でゆ

とりある暮らしがしたい」「ライフスタイルを変えて働きたい」という方、

ぜひ遊びに来てください。鹿沼市は、自然が豊かで物価もそこそこ安く、

実は働き口も多いのです。 

 会場には移住・仕事相談ブースなどのほか、地方の特産品やスイーツ販

売や試食、木のおもちゃに触れながら親子で遊べる「木育
も く い く

キッズスペース」

や無料の託児スペースもあるのでお子様連れも大歓迎です。 

 会場：東京ビッグサイト西１ホール（東京都江東区有明 3-11-1）入場無料 

 

お問合せ 

市 鹿沼営業戦略課 

 0289-63-0154 

  

【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：0289-63-0154
お！いちご市

 ／ 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 
 


