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暖冬だそうですが、やっぱり寒い日が続きますね。みなさん今年は 

どんな１年でしたか？ 来年も引き続き鹿沼市をよろしくお願いします 

さて今回も、栃木県鹿沼市から冬の観光情報をお知らせします。 

 

  

いちご市のいちごづくしのイベントです 

いちごのもり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回、大変なご好評をいただいた「いちご市」鹿沼のいちごイベント「いちごのもり」が、また今年も、

（少々の）パワーアップを加えて盛大に開催いたします！ 

前回は 30 あまりの店舗にご参加いただきましたが、今回はなんと 40 店舗以上が出店。朝採れ新鮮完熟いち

ごはもちろん、いちごスィーツやいちごメニュー、いちごグッズが所狭しと勢ぞろいします。 

生のいちごは品種もさまざま。「とちおとめ」「スカイベリー」のほか、栃木県の摘み取り園や直売所でしか食

べられない「とちひめ」や、他にもきっと食べたことがないと思われる品種も店頭に並びます。 

加えて、市内外のスィーツ店や飲食店の新メニューや、地元で長年愛されているいちごメニューにも出会えま

す。グッズやクラフトもおススメですよ！ 楽しいステージイベントや子どもの遊び場もご用意しておりますの

で、食べて、遊んで、いちご三昧の 1 日をぜひいちご市でお楽しみください。 

【開催概要】 

開催日時：2019 年 2 月 17 日（日） 

10：00～15：00 

会  場：鹿沼市花木センター（鹿沼市茂呂 2086-1） 

無料駐車場 1000 台 

お問合せ：市 鹿沼営業戦略課 0289-63-0154 

 

交通機関：ＪＲ日光線鹿沼駅下車 

タクシーで約 10 分／バスで約 20 分 

東武日光線新鹿沼駅下車 

バス・タクシーで約 10 分 

東北自動車道鹿沼 I.C.から約 10 分 
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いちご市ニュース 

2 月 2 日 

3 日 

9 日 

10 日 

 

10:00～ 

15:00 

いちごのもりプレ･イベント「つぎつぎストロベリーWeek!!」 

2 月 17 日の「いちごのもり」に向けて、鹿沼市花木センターでは

プレ･イベント「つぎつぎストロベリーWeek!!」を開催します。 

いちごスイーツをイベント先取りで楽しめるほか、イチゴジャム

づくり（2･3 日）やいちご大福づくり（9･10 日）の体験ワークショ

ップも登場します。そして目玉企画は、3 日と 10 日に登場する「レ

インボーベリー」！これは、７品種のいちごからお好きないちごを

１粒ずつ選んで食べ比べができる夢の企画。市内のいちご摘み取り

園各園の協力により実現しました。 

さらに、1 月 15 日からは、市のコミュニティバス「リーバス」の

「いちごラッピングバス」を、車内まで「いちご」でデコレーショ

ン。いちご気分を盛り上げます。 

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 

リーバスは… 

⑧まちなか線 

東武駅→JR 駅→花木Ｃ 

「いちご狩り」ならやっぱり本場！ いちご王国いちご市へ 

生産量 50 年連続日本一の「いちご王国」栃木県。その中でも、品質に高い評価を得ているのが「鹿沼のいち

ご」です。市内では、いちご摘み取り園が続々とオープン。代表品種「とちおとめ」はもちろん、「女峰」や栃

木県内の摘み取り園や直売所でしか食べられない「とちひめ」にも出会えます。この「とちひめ」、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のいちご。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

香りに包まれますよ！ 

鹿沼市花木センター観光いちご園（予約優先） 

「とちおとめ」「とちひめ」が３０分食べ放題。バリ

アフリーにも対応しています。 

駅からリーバスでのアクセスが可能です。 

開 園 日：１月５日 

アクセス：鹿沼市茂呂 2086-1／0289-76-1000 

出会いの森いちご園（予約優先） 

「とちおとめ」または「スカイベリー」が３０分食べ

放題。「とちひめ」は販売のみ。バリアフリー。 

駅からリーバスでのアクセスが可能です。 

開 園 日：１月３日 

アクセス：鹿沼市酒野谷 929-1／0289-60-0175 

ベリーズファン（予約優先） 

「とちおとめ」「スカイベリー」「とちひめ」「女峰」

をはじめ、いろんないちごを３０分間食べ比べ。 

お車でのお越しが便利です。 

開 園 日：１２月下旬 

アクセス：鹿沼市亀和田町 1109-1／050-3702-6421 

わたなべいちご園（予約不要／団体は要予約） 

老舗のいちご園。今もファンが多い「女峰」が３０分

食べ放題。「とちひめ」の直売も。 

最寄りのバス停から徒歩 10 分ほどです。 

開 園 日：１月２日 

アクセス：鹿沼市見野 1102／0289-63-4809 

鹿沼市内の「いちご化」が進行中!! 
「いちご市宣言」から２年。鹿沼の街中では「いちご化」がどんどん進行しています。ここに紹介するのは、ほ

んの一例にすぎません。鹿沼市にお越しの際は、ぜひ「いちご」を探してみてください。 
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もうひとつの冬の TOPIC！ 

一粒一菜の許しはないぞ！ 

「発光路の強飯式」 
日光山輪王寺の日光責めの流れをくむ強飯行事。国の重要無形民俗文化財に指定されています。 

ユーモラスな口上も楽しみのひとつです。 

 

強飯（ごうはん）行事とは、時をきめて人間界を訪れる神仏

に、人々が心をこめたご馳走を出してもてなす儀礼で、飯や

芋、酒などを大量に「受け人」に強いるところから、強飯と呼

ばれています。 

発光路（ほっこうじ）の強力（ごうりき）は、日光山輪王寺

のものと軌を一つにする日光修験の名残を残すもので、地域の

平和を祈念するものです。 

正月３日、発光路地区の鎮守 妙見神社の神事と祭り当番引き

継ぎの後、発光路公民館にて行われるこの強力行事では、山伏

と強力が登場して、祭りの代表者や来賓客に高盛飯を強いま

す。日光責めの流れをくむ古典的な強飯行事で、地元に残る口

碑伝承では、室町時代の延文年間(1356 年～1361 年)から行わ

れているといわれています。 

 

― 高盛り飯を強いる口上(こうじょう) ― 

「酒なら三十三杯、湯が五杯、強飯七十五膳がお定まり。 

一粒一菜の許しはないぞ。」 

 

 

【開催概要】 

開催日時：2019 年 1 月 3 日（木）9:00～11:30 ころ 

開催会場：発光路公民館（郷土文化保存伝習館） 

鹿沼市上粕尾発光路 740 

交通機関：東北道栃木インターから 45 分 

東北道鹿沼インターから 50 分 

【主なスケジュール】 

午前 9 時～午前 10 時ころ：妙見神社での神事 

午前 10 時～午前 11 時 30 分ころ：強飯式 

 

お問合せ：市教委 文化課 0289-62-1172 

まちの駅 新・鹿沼宿 0289-60-2507 
 
 

 

冬のおでかけ情報 その１  

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。「上永野 蝋梅の里」では、３月中旬までこのロウバイが

お楽しみいただけます。 

およそ４千坪の広大な園内を埋め尽くす約５千本のロウバイは全国でも最多の 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、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。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 
090-1124-2281（大貫） 
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冬のおでかけ情報 その２  

1 月 26 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 1.5 ㎞） 

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が

今年も開催されます。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。 

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。 

お問い合わせ 

まちの駅 新･鹿沼宿 

0289-60-2507 

2 月 9 日 

～3 月 3 日 

かぬま おひな様めぐり 

主会場・お問い合わせ 

屋台のまち中央公園 

（鹿沼市銀座 1-1870-1） 

0289-60-6070 

今年で 10 回目を迎える「かぬま おひな様めぐり」。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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は、凍るかな？ 

お問い合わせ 

市 観光交流課 

0289-63-2188 

鹿沼で最も美しい寄栗の大滝。毎年１月から２月に

結氷します。およそ 20ｍの氷瀑は迫力満点。 

遊歩道が整備されていますが、途中の道が狭く、凍

結も予想されるので、無理せず慎重にたずねてくださ

い。 

 

～2 月末 

まちの駅新・鹿沼宿イルミネーション 

会場・お問い合わせ 

まちの駅 新･鹿沼宿 

（鹿沼市仲町 1604-1） 

0289-60-2507 

 

鹿沼市の観光拠点施設「まちの駅 

新･鹿沼宿」の芝生広場では、2 月末ま

でイルミネーションが楽しめます。 

９万球もの光によって表現されるの

はいちご畑と清流。点灯は毎日 17 時か

ら 21 時です。 
 

【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 
 


