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今年、鹿沼市は市制施行７０周年のメモリアルイヤーを迎えています。 

例年よりもイベントや催しがたくさん。いつお出でいただいても楽しいはず！？ 

さて今回も、栃木県鹿沼市から夏の観光情報をお知らせします。 

 

  

遂に登場の夏そばイベント 

そば天国“初夏
は つ な つ

のそば” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「関東一の本格そばの郷」を目指す鹿沼市では、鹿沼そば振興会がついに「夏そば」イベントにチャレンジ！ 

暑い時期こそ食べたくなる「本格そば」を心ゆくまでお届けします。 

もちろんその「夏そば」は、鹿沼産の新そば。４店舗が花木センターに集結し自慢の腕を振るうほか、「流し

そば」や「にらそば」も登場しますよ。 

開催日時：2018 年 7 月 7 日（土）・8 日（日） 

9：30～14：30 

開催会場：鹿沼市花木センター（鹿沼市茂呂 2086-1） 

交  通：ＪＲ日光線鹿沼駅下車~バス 

東武日光線新鹿沼駅下車~バス 

     東北自動車道鹿沼 I.C.から約 10 分 

 

 

 

お問合せ：鹿沼市 産業振興課 

0289-63-2196 

ＵＲＬ：http://www.kanuma-kanko.jp/ 
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特集「西大芦がいま、アツい！」  

去る 5 月 21 日、テレビ朝日系 毎週月曜 19 時から放送の「帰れマンデー見っけ隊！」で放送された「秘境路線バ

スに乗って飲食店を見つける旅」の舞台に、鹿沼市の西大芦地区が選ばれました。 

飲食店を見つけるのも一苦労だったこの地域ですが、放送後、驚くほどの人々にお越しいただいております。 

今回は、このエリアを大特集！ この夏はみなさんもぜひ、こののんびりしたエリアに足を運んでみては？ 

古峯神社と古峯園 
西大芦の再奥地「古峰ヶ原」と呼ばれる地域は「日光修験」のパワースポット。江

戸時代、多くの修験者が修業を積んだ場所で、江戸では彼らを世話するものが「天狗

使い」として知られていました。天狗による災厄除けに霊験あらたかな古峯神社では、

彫刻を施した拝殿や大天狗が見もの。また最近は天狗の御朱印が大人気。テレビ放映

が人気に拍車をかけ、絵柄を指定すると１年待ちのものもあるとか…。 

神社内にある「古峯園」は、四季を通じて楽しめる回遊式の日本庭園。一周約 30

分の園内、歩き疲れたらお茶屋やお茶室でほっと一息！ 

古峯神社：鹿沼市草久 3027／0289-74-2111 古峯園入園料：大人 300 円／小人 200 円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天狗朱印の一例。ほかにもたくさ
んの種類があります。 

お食事どころもご案内 
テレビ放映では見つけるのに苦労していた飲食店。それもそのはず、とても数が少ないのです。 

カフェ ポム・ド・パン…鹿沼市下大久保 84-2／0289-78-4339 テレビでは残念ながらお休みだったカフェ。 

そば処 弘法蕎麦…鹿沼市草久 40／090-1882-6484 テレビでは「水そば」が紹介されていました。 

そば処 一庵（いおり）…鹿沼市草久 132-2／0289-74-2227 鹿沼そばの店。「にらそば」や「サラダそば」も。 

朝日屋・天狗屋・栄屋物産展・巴屋…古峯神社参道にあるお土産品店 4 店。もちろんそれぞれお食事も。 

古峯ヶ原トレイルラン 
修験の道を走るトレイルランニング。ミドルコースは 40km 累計標高差２千 m、

ショートコースは 17 ㎞１千ｍのアップダウンの激しい山岳コース。健脚自慢のみ

なさんのチャレンジをお待ちしています。 

お問い合わせは、市 西大芦コミュニティセンター0289-63-8316 まで。 

開催日：9 月 22 日（土） 

エントリー締め切り：7 月 31 日 

（定員になり次第締め切られます） 

参加料：ミドル８,000 円 

ショート 4,500 円 

廃校の再生アイディアを募集します 
今年３月に廃校となってしまった「西大芦小学校」。この自然に囲まれた小学校の

利活用アイデアやご意見などを、広く民間事業者や団体から個別対話方式により募集

します。事前説明会も開催しますので、ご興味ある事業者の方はぜひお問合せを！ 

詳しくは市ホームページ http://www.city.kanuma.tochigi.jp/からご確認くだ

さい。お問い合わせは、市 公共施設活用課 0289-63-2152 まで。 

↓
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西
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芦
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夏だ！ 祭りだ！  

8 月 25 日 

26 日 

楡木大杉神社の夏祭り 
鹿沼が誇る「彫刻屋台」が繰り出すお祭りは、秋まつりだけでは

ありません！ 

楡木町は、日光例幣使街道と日光西街道（壬生通り）の合流点。

歴史ある宿場町で行われるこの祭りには、「日の出町」「寿町」「開運

町」からそれぞれ、彫刻屋台・山車が繰り出されます。 

土曜(宵祭)・日曜(本祭)とも夜には、３台での「ぶっつけ」も披露

されます。 

会 場 

栃木県鹿沼市楡木町地内各所 

（大杉神社《雷電神社》は… 

楡木町 787 付近です） 

お問い合わせ 

まちの駅 新・鹿沼宿 

0289-60-2507 

http://www.kanuma-kanko.jp 
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夏のイベント情報  

8 月 19 日 

かぬまどろんこフェスティバル 
童心に帰ってどろんこ遊びはいかがでしょうか。競技は「ソフト

バレーボール」「フラッグレース」「キッズ宝探しゲーム」の３種目。

小学生以下が対象の宝探しは当日参加ＯＫ！ それ以外の種目への

参加には、それぞれ事前のエントリーが必要です。 

エントリー受付は８月８日まで。詳しくは追って公開されるウェ

ブサイトをご覧ください。 

会 場 

市立北犬飼中学校南側特設田 

（鹿沼市上石川 1573（中学校）） 

お問い合わせ 

鹿沼総合体育館 

「ＴＫＣいちごアリーナ」 

0289-72-1300 

8 月 20 日 

ごるふぁみふぇすた 
鹿沼市にはたくさんのゴルフ場があり、そのコースは多くのゴル

ファーに愛されています。 

『ごるふぁみふぇすた』は、「一度は、フェアウェイで自由に駆け

回ったり、寝そべってみたい」、日頃そんな希望をお持ちの方たちの

願いを叶える体験ふれあいイベントです。 

ゴルファーでない方は、普段あまり入る機会のない広いゴルフ場

で自由に遊ぶことのできるチャンスです！ 

会 場 

鹿沼７２カントリークラブ 

（鹿沼市楡木町 1475） 

お問い合わせ 

鹿沼地区ゴルフ場協議会事務局 

0289-71-1039 

7 月 13 日 

~17 日 

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や木製品、家具

などを展示販売。古い桐たんすの再生過程の展示や再生予約も受け

付けます。 

会 場 

鹿沼市花木センター 

0289-76-2310 

（鹿沼市茂呂 2086-1） 

7 月 28 日 

29 日 

銀座通り 七夕まつり 
すっかり寂れてしまった商店街。かつてのにぎわいを取り戻すた

め、鹿沼青年会議所が立ち上がり復活させた「七夕まつり」が今年

も開催されます。 

ダンスや音楽ライブ、お化け屋敷にプロジェクションマッピング

などイベント盛りだくさんの 2 日間です。 

開催時間 

28 日は 16:00~20:00 

29 日は 9:30~16:00 

お問い合わせ 

鹿沼青年会議所 0289-63-2940 

http://tanabata.kanumajc.or.jp 
  

自然の中でリラックス！  

高原の風に吹かれてハイキングはいかが？ 

鹿沼市西北部の山間地域「前日光県立自然公園」。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や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。 
お問い合わせ 

市 観光交流課 

0289-63-2188 

0289-63-2303 

まちの駅 新･鹿沼宿 

0289-60-2507 

http://www.kanuma-kanko.jp 

清流ではアユ釣りや川遊びも 

豊かな山々から流れでる清らかな幾筋もの流れ。それらの清流すべてで、アユ

釣りを楽しむことができます。整備された公園などでは川遊びも夏の楽しみ。で

も、水がすごく冷たい！のでご注意を。 

晩夏に映えるヒガンバナ 

鹿沼では９月中旬ころから見ごろを迎えるヒガンバナ。観賞スポットは「遊の

郷直売所近くの群生地」と「常楽寺」が二大名所。可憐な花に魅了されること必

至です！ 
  



 

平成 30 年夏号 

栃木県 鹿沼市 
 

  

伝統行事  

9 月 23 日 

 

9:00~ 

16:00 

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） 

お問い合わせ 

鹿沼市観光物産協会 0289-60-6070 

http://www.kanuma-kanko.jp 

9 月 8 日 

ぶっつけ（仮屋台奉納行事） 
「鹿沼今宮神社祭の屋台行事」 

ユネスコ無形文化遺産登録も間近に迫った「鹿沼今宮神社祭の屋台行事」のひとつ。10 月の本祭りの

ひと月前に、氏子たちが氏神に祭りへの参加を奉告する行事がこの「ぶっつけ」です。 

 本祭りでは、「彫刻屋台」で神社へ

繰り込みますが、この「ぶっつけ」で

は、屋台を模した「仮屋台」で本番さ

ながらの「しきたり」に従い繰り込み

ます。そして夕刻、提灯に灯を入れ神

社を繰り出すと、仮屋台による「ぶっ

つけ」が始まります。ここでいう「ぶ

っつけ」とは、複数の屋台が向かい合

い、お囃子を競演すること。他町に負

けじと囃子を打ち合います。 

 

会 場 

今宮神社 およびその周辺 

（栃木県鹿沼市今宮町 1692） 

お問い合わせ 

市 観光交流課 0289-63-2303 

http://www.kanuma-kanko.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：0289-63-0154 ／ 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 
 


