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されされされされされされされされされされされされされされされされされされさされされされされれれされされされれれされされれされさささささされれれる不る不る不る不る不る不る不る不る不る不る不る不る不る不不る不不る不不る不る不不不不不不不動の動の動の動の動の動の動動の動の動の動の動の動動の動の動の動の動の動 B級B級B級B級B級B級B級B級B級B級B級B級B級BB級BBBB級BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB グルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルルルルルルルルルルルルメとメとメとメとメとメとメとメとメとメとメとメととなっなっなっなっなっなっなっなっなっなっなっなななっなっななっなななっな ていていていていていていていてていていていていていていていていていていてていてていいい
ますますますますますまますますますますまますまますますますまますますまままままま 。。。。。。。。。

大大大切大切大切大 に育に育に育育育てたてたてたてたてたぶどぶどぶどぶぶどうをうをうを、自、自自自然の然の然の然のの野生野生野生野野 酵母酵母酵母
などなどなどなどで発で発で発で発酵さ酵さ酵さ酵さ酵させたせたせたせたせた自家自家自家自家家自家製ワ製ワ製ワ製ワワインイインインインが人が人が人が人気。気。気。気。気気
醸造醸造醸造造タンタンタタンクにクにクにに隣接隣接隣接隣接隣接隣接したしたしたしたたショショショショショシ ップップップにはにはにはに 、日、日、日
本ワ本ワ本ワ本ワ本本 インインインインはもはもはもはもはももちろちろちろちろちろん、ん、んん、んん、ん ワイワイワイイインにンにンに合う合う合うおつおつおつつ
まみまみまみまみやワやワやワやワインインインイングッグッグッグッズがズズがズがが並び並び並び並び並び、見、見、見学や学や学ややテイテイテイイ
ステステステスティンィンィンンングもグもグもグも楽し楽し楽し楽しめまめまめまめめます。す。す。ぶどぶどぶどう畑う畑う畑を望を望を望を
むカむカむカカむ フェフェフェフェではではではでは、地、地、地、地地元食元食元元食元 材を材を材を使っ使っ使ったラたラたラランチンチンチン
をどをどをどをどうぞうぞうぞうぞぞ。。。。

園の園の園の園 シンシンボボルボルボルボルルとなとなとなと ってってってているいるいる樹齢樹齢樹齢樹齢樹齢16161660年0年0年年
の大の大の大藤を藤を藤をははじはじはじめ、め、め、め 美し美し美しい四い四い四四季の季の季の花々花々花々花々花々ととととと
イルイルイルルミネミネミネミ ーーシーシーションョンョンが人が人が人気の気の気のテーテーテーマパマパマパパマパパパーー
ク。ク。クク。約5約5約5約5000000000 万球万球万球球のイのイのイルミルミルミネーネーネーショショショョンがンがンががが
広々広々広々としとしとしとしとした敷た敷た敷敷地全地全地全体を体を体を彩る彩る彩る「光「光「光光光光の花の花の花花のののの
庭」庭」庭」庭 ははははは、秋、、秋秋秋冬の冬の冬の恒例恒例恒例例イベイベイベベントントントトトン 。日日。日日。 本夜本夜本夜本夜
景遺景遺景遺遺遺景 産「産「産「産「産「日日本日本日本日日本三大三大三大大イルイルイルイ ミネミネミネミネーシーーシーシー ョンンョンョョ 」に」に」に」に
も認もも認も認認認定さ定さ定定さ定 れれてれてれてていまいまいまいまいます。す。す。す。

足利市
今年、市制 100 周年を迎えた足利市今年、市制 100 周年を迎えた足利市
は、県南西部に位置し、北には足尾は、県南西部に位置し、北には足尾
山地、南には関東平野が広がる緑豊山地、南には関東平野が広がる緑豊
かなまちです。古くから織物業で繁栄かなまちです。古くから織物業で繁栄
したまちで、歴史ある史跡や社寺、文したまちで、歴史ある史跡や社寺、文
化施設が点在しています。市内の約化施設が点在しています。市内の約
45％は森林という自然の宝庫でもあり、45％は森林という自然の宝庫でもあり、
美しい風景と澄んだ空気に心と体が元美しい風景と澄んだ空気に心と体が元
気になれます。気になれます。
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テト入り焼きそば

10:0:0:10 0000～～～～0 17:17177:7:000 00 00 ※季節※季節※季節によによによりよりに 変変よりより変動あ変動ああありりりり
12月12月12月1 月31日31日日日日313 、2月、2月、2月月月第3水第3水第3水曜曜曜水3水3水曜・木曜・曜・木・木曜曜曜
028028884-4-94-9-91-4-41-1-41 939939393993 　 足利市足利市足利市足利利市市市利市市市迫間町迫間町間町迫間迫間町6076076076
大人4人400～0～0～～00 19090191919 0円、00円、円0円、小人2小人人人人人2小人 00～00～～900900900909099909090000 円円円円
※花の咲き具咲き具合によ合によ合によによよ合に り料金り料金り料金料金料金料金は変動は変動は変は変動は変動は変動はは変は変動は変動はは変動
JR両毛線でで「あし「あしかがフかがフがフがフラフラワーラワーラワラワ パークパークパパ 」下車下車」下車、、
徒歩約3分

ワインワインワインワイ ショッショップは1プは1プ 0:00:00: 0～ 10～ 1～18:08:000、0、0
カフェカフェカフェカフ は11は11は1 :00:0000～ 16～ 16～ 16:00:00: （LO（LOL ））
12月12月12月月31日31日31日31日31 ～1月～1月～1月2日、2日、2日、1月第1月第月月 3月～3月～3月～金曜金曜金曜
028020280 4-44-44 444 2-12-12-119419494　
足利市足利足利市足利市足利市足利市田島町田島町田島町町町611611611611611
北関東北関東北関東関東北関東自動車自動車自動車道「足道「足道「足利IC利IC利IC利ICC」から」か」から」かららら約約10約10約10約 0分分
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田田田田美美美美術術術術術館館館館

“大日様”と親しまれる足利氏の古刹

悪縁を絶ち良縁を呼ぶ神社

学校の元祖を間近に眺める

世界を魅了した名品を展示

建久建久建久建久7年7年7年7年に足に足に足利義利義利義兼に兼に兼によっよっよって建て建て建て建建立立立さ立さ立されれたれれ建建立立立さ立さ立されれた
真言真言真言言真真 宗大宗大宗大大日派日派日派日派の本の本の本山。山。山。約4約4約4万平万平万平平方メ方メ方メメ方 ーーーート
ルルにルにルに及ぶ及ぶ及ぶ敷地敷地敷地敷地地にはにはには、国、国、国宝に宝に宝に指定指定指定定さされされれれれさ ててて
いるいるるいるいる本堂本堂本堂堂などなどなどどど貴重貴重貴重貴重貴 な建な建な建築物築物築物が並が並が並並びまびまびまますすす。すす
ほぼほぼほぼぼぼ正方正方正方正方形の形の形の寺域寺域寺域域寺域寺 の四の四の四の 方に方に方に門が門が門が門がありありああ 、
周囲周囲周囲囲囲囲にはにはにはにはに 土塁土塁塁土塁と堀と堀と堀堀がめがめめがめがめぐらぐらぐらぐらされされされ、当、当、当当時時時
の武の武の武武武家屋家屋家屋家屋家 敷の敷の敷の敷の面影面影面影面影を今を今を今を今に伝に伝に伝に伝えてえてえてえててていまいまいまいい すすすすす。
境内境内境内境内内を染を染を染を染を めるめるめるめる秋の秋の秋の秋のいちいちいちょうょうょうも見も見も見事で事事で事で事事事 すす。す。。

下野下野下野國一國一國一一一社八社八社八幡宮幡宮幡宮幡宮の境の境の境境の 内に内にありあり、倉、倉倉稲稲稲稲稲
魂神魂神魂神魂神（う（う（うかかのかのかのかのみたみたみたまのまのまのま かみかみかみ）を）ををまつまつま る神る神る神る神る神
社社。社。社。社 別名別名別名““縁“縁“縁切稲切稲切稲荷”荷”荷”ともともとも呼ば呼ば呼 れ、れ、れ 京都京都京都都
の伏伏伏伏見稲見稲見稲荷や荷やや荷や東京東京東京京東 の榎の榎の榎木稲木稲木稲荷と荷と荷と並ん並んでででで
日本本三大三大三大三 縁切縁切縁切縁 稲荷稲荷稲荷稲荷のひのひのひのひとつとつとつとつに数に数に数に数に数えらえらえらええ れれれれ
ますます。悪悪悪悪悪縁や縁や縁や縁や病気病気病気病 、災、災、災、災難な難な難な難などかどかどかから縁ら縁ら縁ら をををを
切り切り、良、 縁縁を縁を縁を呼び呼び呼びび込み込み込み込みたいたいたいと願と願と願う参う参う参拝拝拝
者が全国全国各地地地地各地からからかららか 訪れ訪れ訪れますますます。。。

「日「日「日「日「日本最本最本最本最最古の古の古の古の学校学校学校学校」や」や」や」や「日「日「日「日本最本本最本本本本最本最本最本最最最本 古の古の古のの古の総合総合総総 大大大大大大大
学」学」学」学」と呼と呼と呼と呼呼ばればればればれれる史る史る史る史跡。跡。跡。跡跡。そのそのそのそのそ 創建創建創建創建建建建ににににはに建建建建にはにははにはにはにはに 諸説諸説諸説諸説説説説諸説あああああ
り、り、り、り、現在現在現在現在現 も解も解も解も解も解明さ明さ明さ明さ明 れてれてれてれていまいまいまいませんせんせんせん。室。室室室室室町町中中室室室室町町町町中町中
期に期に期に期に上杉上杉上杉上杉憲実憲実憲実憲実実が学が学が学が学が学校を校を校を校をを整備整備整備整備備し、し、し、し、1616161 世紀世紀紀紀世紀世紀紀世紀ののののの
初頭初頭初頭初頭にはにはにはにはは生徒生徒生生徒生徒が3が3が3が3が 0000000000人0人0人0人いたいたいたいたと伝と伝と伝と伝伝わりわりわりわりわ ますますますすすす。。。。
フラフラフラフフランシンシンシンシシスコスコスココ・ザ・ザ・ザザ・ ビエビエビエビエビ ルにルにルにルによっよっよっよって海てて海て海て海外に外に外外にもももももももも
紹介紹介紹介紹介紹介されされされされされれましましましましました。た。た。た。現在現在現在現在は江は江は江は江戸時戸時戸時戸時代の代の代の代の代 姿が姿が姿が姿が姿ががが姿
復元復元復元復元復元されされされされていていていていますますますますす。。。

「伊「伊「伊萬里萬里萬里」「」「」「鍋島鍋島鍋島」を」を」を館蔵館蔵蔵館蔵・展・展展示す示す示する世る世る世る世世世世る世世世世世世界最界最界最界最界最界最界最界 大大大大
級の級の級の級 陶磁陶磁陶磁磁美術美術美術美 館。館。館。館館 広広大広大大大な敷な敷な敷な敷地の地の地のの中に中に中に中に本館本館本館館館館館館本館ををををををを
はじはじはじはは め、め、めめ、歴史歴史歴史歴史館や館や館館や館館や館 無名無名名無無 陶工陶工陶工陶 祈念祈念祈念祈念念念念聖堂聖堂聖堂聖堂、陶、陶、陶陶陶陶磁磁磁磁磁
会館会館会館館館などなどなどど202020以上以上以上のの建の建の建物が物が物が物がが点在点在点在点在してしてしていまいまいます。す。す。そそそそそそそそ
の昔の昔の昔の昔、ロ、ロ、ロロ、 ックックックバンバンバンド「ド「ド「クイクイククイク ーンーーン」の」ののフレフレフレディディディ・マ・マ・マママママーーー
キュキュキュキュキュリーリーリーーも来も来も来も来も 館し館し館館し館し、陶、陶陶陶陶磁器磁器磁器器磁 の美の美の美の しさしさしささに魅に魅に魅了了了了了さ了さ了ささ了ささ
れたたたたといといといと いまいままます。す。すす。す。

足利市

0284-71-0292（下野下野野野野國一社國國一社國 社八幡宮幡宮幡宮幡宮幡 社務所社務所）） 足利市足利市八幡町八幡町387387387　
北関東自動車道「足利IC」から約20分北関東自動車道「足利IC」からから約20約20分分分

9:09:09:00000～ 10～ 10～ 16:06:06:0000 0280280284-44-44-41-21-21 6276276 　 足利市足利市利市家富町家富町富町富町町町家富 2222222222220000 無料 無無料 無料 無 ※本堂※本堂※本堂※本堂堂、一切、一切一、一切一切経堂の経堂の経堂の経堂 拝観・拝観・拝観・説明は説明は明はは
15人15人15人までままで6で6まで6ま 000000000円、1円、1円、1人増す人増す人増すごとにごとにごとに4004004 円　円　円 JR両JR両R両両両毛線で毛線で線で線でで毛線 「足利「足利「足利「足利利」下」下車」下車」下車」下車」 、徒歩、徒歩、徒歩徒歩徒 約10約1約10分分分分

4月～4月～4月～9月は9月は9月は9:09:000～ 10～ 1～10 7:07:00、0、10、10、0 10月0月～0月～月～0月 3月3月は3月は3月はは9:09:09:09:00:00～ 10～ 10～ 10～～～ 6:36:366:30 ※0 ※0 ※※※受付は受付受付は受付は30分3030分前まで前までま 　 第3水第3水曜（1曜（1曜（11月の1月のの月のみ第2み第2み第2み第2第2 曜水曜水曜）水曜曜）曜）曜）、、
12月12月12月29日2929日～12～12～ 12月31月31月31日、そ日、そ、そ日、その他管の他管のの他管の他管他管他管管理理理上や理上や理上や理上や理上やむを得むを得むを得を得を得むを得ず休館ず休館ず休館ず休館ず休館ず する場する場する場する場す 合あり合あり合あ合 り　 0280280 84-44-44-41-21-2655655　　 足利市足利市利市昌平町昌平町平町昌平町町町233233333332332 8888
一般4一般4一般420円20円20円円、高校、高校、高校生22生22生生220円、0円0円、円、、中学生中学生中学生中学中学生以下無以下無以下無下無以下無以 料　料　料　料料 JR両JR両JR両JRR両JR 毛線で毛線で毛線で「足利「足利利」下車」下車」下」下車、徒歩、徒歩徒徒歩約10約10分分分分

9:30～ 117:07:07:07:0000 月曜（月曜（月曜（月曜（祝日の祝日の祝日祝日の場合は場合ははは合は翌日）翌日）翌日）日）、年末、年末、年末年末年、年 年年年年始（年始（年始年始 12月12月12月12月28日28日28日8日～1月～1月～1月～1月～ 月2日2日日）日）2日日2日 　2月28日～1月2日）
0284-91-1026　 足利足利足利市足利市駒場町駒場町場町場町町154154154154222　2　 一般1一般1一般1一般1222225050250250円 小円、小円、小小円、小中高生中高生中高生中高生中高中 5005000500円円円円
JR両毛線で「富田」下車、徒歩約10分

足
あしかがあしかがあしかがあしかがあしかあしかがあしかがあしかがあしかがあしかがあしかがあしあしかがあしかあしかあしかししかしししかしかしかししあしかがしかかしかしかしかかか あかりもあかりもあかりもあかりもあかりあかりもあかりもあかあかりもあかりあかあかりあかりもあかりかあかあかりかあかあかあかりあかかかあかああかりあああああ りああかあ のがたりのがたりのがたりのがたりのがたりがたがたのがたりのがたりのがたりのがたのがたのがたががのがたりのがたのががががのがたりのがたたがの

利灯り物語
足利足利足利足利足利足利足利足利足利足利足利足利足利足利足利足利足利足足足利利利利利利利足利足利足利足足足利市に市に市に市に市に市に市に市に市に市に市に市に市に市に市に市に市市に市市市市市市市市市市市市市市 点在点在点在点点在点在点在点点点点点点点点在点在点点点点点点点点点点点点点点点点点点在点点在
するするするするするするするするするするするするするするするすするするするするするするるるる歴史歴史歴歴史歴史歴史歴史歴史歴史歴歴歴歴歴史歴史歴史的な的な的な的な的な的な的な的な的な的な的な的な的な的的的な的的的な的的なな
文化文化文化文化文化文化文化文化文化文化文化文化文化化文化文化文化文化文化化文化文化文 遺産遺産遺産遺産遺産遺産遺産遺産遺産遺産遺産遺産遺産遺産遺遺遺遺 を、を、を、を、をを、をををを、ををををを、を、を
温か温か温か温か温か温か温か温か温か温か温温温か温 みのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみみのみのみのみののあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるああああ
灯り灯り灯り灯り灯り灯り灯り灯り灯り灯灯灯り灯り灯灯灯灯り灯灯 でラでラでラでラでラでラでラでラでラでララでラララララライトイトイトイトイトイトイトイトイイトイトイトイトイトイイイイ
アッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアアッアッップ。プ。プ。プ。プ。プ。プ。プ。プ。プ。プ。プ。プ。プ。プ。プププ 光に光に光に光に光に光に光に光に光に光に光光に光光光
包ま包ま包ま包ま包ま包ま包ま包ま包ま包ま包ま包ま包ま包ま包まままままままれたれたれたれたれたれたれたたれたれたれたれれたれたれたれれれれれたれたれれれれれ 建造建造建造建造建造建造建造建造建造建造造建造建造建造造造建
物や物や物や物や物や物やや物や物やや物や物や物や物や物 庭園庭園庭庭園庭園庭園庭園庭園庭園庭園庭園庭園庭園庭庭園園園は思は思は思は思は思は思は思は思は思は思は思はは思思思思はは思思

わずわずわずわずわずわずわずわずわずわずわずわずわずわずずずずずずずずずわずずず写真写真写真写真写真写真写真写真写真写真写真写真写真写真写真写真写真を撮を撮を撮を撮を撮を撮を撮を撮を撮を撮をを撮を撮を撮をををを撮撮を撮を撮撮を撮を撮を撮を撮撮撮撮撮撮撮撮撮撮撮撮りたりたりたりたりたりたりたりたりたりたりたたりたたたたりたくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくななくなくくくくくくなくくくなるほるほるほるほるほるほるほるほるほるほるほるほるほるほるるる どのどのどのどのどのどのどのどのどのどのどののどのどどどどの美し美し美し美し美し美し美し美し美美し美美美美美し美
さでさでさでさでさでさでさでさでさでさでさでささでさささでさでででです。す。す。すす。す。す。す。す。す。すす。す。すすす。す。すす。す。す。イベイベイベイベイイイベイベイベイベイベイベイベイイイイイ ントントントントントントントントントントントトトトトトトトトとコとコとコとコとコとコとコととコとコとコとコととコととコラボラボラボラボラボラボラボラボラボラボラララボラボラボラボラボラボラボラララ したしたしたしたしたしたしたしたしたしたしたしたししたしたしたしたしたしし 着付着付着付着付着付着付着付着付付着付付着付着付着付着付着付着付付付付付付付けけけけけけけけけけけ
プラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラププラプラププププププ ンをンをンをンをンをンをンをンをンをンをンをンをンをンをンンンン 利用利用利用利用利用利用利用利用利用利用利用利用利用利用用用用用用用用用用利用用用用用利用用用用用利用用用してしてしてしてしてしてししししてしてしてしてしてしてしてしてしてしてしてしてししてしし 、着、着、着、、着着、着、着、着、着、着着、着物で物で物物で物で物で物で物物物で物で物で物で物で物物物物物物で物物物物で物物物物物物物物物で物物 まちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまち歩き歩き歩き歩き歩き歩き歩き歩き歩き歩き歩歩歩き歩歩歩き歩歩歩歩歩き歩歩歩歩歩
するするするするするするするするるするするするるするるのものものものものもののものものものものものもものものものもももももももももももおすおすおすおすおすおすおすおすおすおすおすおすおすおすおおすおすすお すめすめすめすめすめすめすめめすめすめすめすめすめすめめめめめめ！！！！！！！

11月下旬

開催時間 17171717171717171711171111771777171717:30:30:30:30:30:3030:3030:3030333:30333 ～ 19～ 19～ 19～ 19～ 19～ 19～ 19～ 19～ 19～ 19～ 19～ 19～ 191～ 19～～～～～～ :30:3003003:30:30303:303030330:303330303
開催場所 鑁鑁阿鑁阿鑁阿鑁阿鑁阿鑁阿鑁阿鑁阿鑁阿鑁阿鑁阿鑁阿鑁鑁阿鑁鑁阿鑁阿鑁鑁鑁阿鑁阿寺、史寺、史寺、史寺、史寺、史寺、史寺、史寺、史寺、史寺、史寺、史寺、史寺、史史寺、史寺、史寺、史寺、史史、寺、寺、寺寺寺寺 跡足利跡足利跡足利跡足利跡足利跡足利跡足利跡足利跡足利跡足利跡足利跡足利足跡足利跡足足足跡足利跡跡足跡足利足足足足足足足足 学校　学校　学校学校　学校学校学校学校学校学校学学
0202020202020202020202002020202022022220 84-84-84-84-84-84-84-844484-84-84-4444484-84-444484884-844844 43-43-43-43-43-43-43-43-43-4343-43-343-44 -3 30030030030030030030030030000300000000000000000（足0（足0（足0（足0（足0（足0（足0（足0（足0（足0（足足0（足0（足0（足0（足0000（足0000 利市観利市観利市観利市観利市観利市観利市観利市観利市観利市観利市観利市利市市観利利市観利市市市市 光協会光協会光協会光協会光協会光協会光協会光協会光協会光協会光協会光協会光光協会協会光協会光協会光協会協会））））））））））））
JR両JR両JR両JR両JR両JR両R両R両JR両JR両JR両JR両JR両両毛線で毛線で毛線で毛線で毛線で毛線で毛線で毛線で毛線で毛線で毛線で毛線で毛線毛線線毛線で線線線で毛 「足利「足利「足利「足利「足利「足利「足利「足利「足利「足利「足足足利「足利「足利「足利足利足利足足足 」下車」下車」下車」下車」下車」下車」下車」下車」下車下車」下」下車」下車下車」下車」」下車」」」」 、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩徒歩、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩徒歩徒歩約10約10約10約10約10約10約10約1010約10約10約10約10約10約10100101010約1001 分分分分分分分分分分分分分分

光
ひかりのひかりのひかりのひかりのひかりのひかりのひかりのかりのひかりのかりのかりのひかりのかかりのりのりりりりりり はなのにはなのにはなのにはなのにはなのにはなのにはなのになのににはなのにはなのにはなのにににには にはなのになのにはなのにはなのにはなのはなのになのににわわわわわわわわわわわわわわわわわ

の花の庭

10月中旬～2月中旬

関東関東関東関東関東関東関東関東関東関東関東関東関東東関東関東関東関東関東関関東関関 最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大大最最大最大最大大最大大最大最大大大大大大大大大大大大大大大大大級の級の級の級の級の級の級の級の級の級の級の級の級の級の級の級のの級の級のの級級級級級級級級級級級級級級級級 5050505050505050505050550505000005 0万0万0万0万0万0万0万0万0万万0万000万球が球が球が球が球が球が球が球が球が球が球がが球が球が球がが球 輝く輝く輝く輝く輝く輝く輝く輝く輝く輝く輝く輝く輝く輝くく輝輝輝 イルイルイルイルイルイルイルイルイルイルイルルイルルミミミミミミミミミミミミミ
ネーネーネーネーネーネーネーネーネーネーネーネネーネネーネネーネ ショショショショショショショショショショショョショョシ ンインインインインインインインインインインインイインインイイイベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンンンベンンンンンベンンベンベンベンンベベベベベ ト。ト。トトト。ト。ト。ト。トト。ト。ト 神秘神秘神秘神秘神秘神秘神秘神秘神秘神秘神秘神秘神秘神秘神秘神神神秘的な的な的な的な的な的な的な的な的な的な的な的なな的なな的な的な的的なななななな的的ななななな的的 大藤大藤大藤大藤大藤大藤大藤大藤大藤大藤大藤大藤
棚を棚を棚を棚を棚を棚を棚を棚を棚を棚棚を棚を棚を棚棚棚を棚をを棚をををを再現再現再現再現再現再現再現再現再現再現再現再現再現再現再現再現再再再再 したしたしたしたしたしたしたしたしたしたたたたしし 「奇「奇「奇「奇「奇「奇「奇「奇「奇「「「「奇奇「「「「奇蹟の蹟の蹟の蹟の蹟の蹟の蹟の蹟の蹟の蹟の蹟の蹟の蹟の蹟の蹟の蹟ののののの大藤大藤大藤大藤大藤大藤大藤大藤大藤大藤大大大大大大藤大藤」は」は」は」は」はははははははは」は」はは」は」はははははははは、花、花、花、花、花、花、花、花、花花、花、花、花花、花花、花、花、、、、花花房房房房房房房房房房房房
をイをイをイをイをイをイをイをイをイををイをイをイをイをイをイイをイをイををイをををををををを メーメーメーメーメーメメーメーーメーメーメーーメーメーメーメ ジしジしジしジしジしジしジしジしジししジししジしジしジしジしジしジした電た電た電た電た電た電た電た電た電電た電電た電た電た電電た電たたたた電飾で飾で飾で飾で飾で飾で飾で飾飾で飾で飾飾飾で飾飾 咲き咲き咲き咲き咲き咲き咲き咲き咲き咲き咲きき咲ききき咲き咲き始め始め始め始め始め始め始め始め始め始め始始め始始始始め始始め始始始始 からからからからからからからからからかかかかかかからからかか
満開満開満開満開満開満開満開満開満開満開満開満開満満満満満満開満満満満満満満満満開、舞、舞、舞、舞、舞、舞、舞、舞、舞舞、舞、、舞、舞舞舞舞舞い散い散い散い散い散い散い散い散い散い散散散い散い散い散い散散い散散散い散い るまるまるまるまるまるままるまるまるまるるるるまままるまでのでのでのでのでのでのででででのでのでのでのででのでで ストストストスストストストストストストスス ーリーリーリーリーリーリーリーーリーリリーをーをーをーをーをーをーをーーをーをーを
演出演出演出演出演出演出演出演出演出演出演出演出演出演出演出演出演出演出演出演演出出演 してしてしてしてしてしてしてしてしてしてしてしてしてしてしてしてしてしししていまいまいまいまいまいまいまいいまいまいいまいいまいまままいまます。す。す。す。す。す。す。す。すす。す。す。す。す。すす。。
開催時間【昼【昼【昼【昼【昼昼【昼【昼【昼昼【昼【昼昼昼の部】の部】の部】の部】の部】の部】の部】の部】の部】の部】の部】の部部部の部の部】】の部】部の 10:10:10:10:10:00010:1010:101 00～00～0000～00～00～00～0～00～00～00～0～00～00～0000 15:1115:15:51515:5:55:1515:5515:155:1 00、00、00、00、00、0000、00、00、000、00、00000000 【夜の【夜の【夜の【夜の【夜の【夜の【夜の【夜の【夜の【夜の【夜の【夜の【夜 部】平部】平部】平部】平部】平部】平部】平部】平部】平部】部】平部】】部】平部部 日日日日日日日日日日日日日日日
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