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豊かな自然のなかをトレッキング
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スリルと絶景を堪能
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一万一万一万一万年の年の年のの歳月歳月歳月歳月歳月をかをかをかを けてけけて形成形成形成形成されされされされれさ た泥た泥た泥炭炭炭
湿地湿地湿地地。戦。戦。戦。戦後に後に後に後にに草原草原草原草原草原化し化し化し化しし化 たもたもたもたもものののののののののの、1、1、110年0年0年0年年年年
以上以上以上上に渡に渡にに渡る保る保保る保保全活全全活全活全活全活動で動で動で動で動でで元元の元の元の元の湿原湿原湿原原環境環境環境境ををを
取り取り取り取り取り戻し戻し戻し戻しましましましましした。た。た。た。た。40404004040400種0種0種0 以上以以上以以上の植の植の植物が物が物が生生生生
育し育し育し育していていていているとるとるとる いわいわいわいわれ、れ、れ、れ 特に特に特に特に特に5月5月5月は、は、は、3種3種3種3 のののの
ツツツツツツツツジ類ジ類ジ類類類が一が一が一が一斉に斉に斉に斉に咲く咲く咲く咲く珍し珍し珍しい景い景い景色を色を色を見る見る見る見
ことことことことがでがでがでができまきまきまきます。す。す。す。高原高原高原高原高 の花の花の花畑の畑の畑のなかなかなかかを散を散をを散
策し策し策し策してみてみてみてみみませませませませま んかんかんん 。。

標高標高標高標 はさはさほほどほどほどほどど高く高高く高くないないないものもものものの、の、の、鎖場鎖場鎖場やややや
梯子梯子梯子などなどなど険険し険し険し険 い箇い箇い箇い 所を所を所を多数多数多数数もちもちもち、変、変、変、変、変化化化化化
に富に富に富富んだんだんだん 人人気人気人気の山の山の山ですですです。特。特。特に5に5に5月は月は月は月はははシシシシシ
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どがどがどががが咲く咲く咲く咲く咲くことことこととからからから最も最も最も賑わ賑わ賑わい、い、い、い、、、鎖場鎖場鎖場場にににに
は行は行はは行行列が列が列が列が列がができできでききるほるほるほほど。ど。ど。ど 眺望眺望眺望眺望が開がが開が開が開開けるけるけるける冬冬冬冬
も人も人も人人人気で気で気で気で気ですす。す。す。。栃木栃木栃木栃木県民県民県民県民ならならならなら一度一度一度一度はは上は上は上は上りりりり上
たいたたいたいいいた 栃木栃木栃木栃木栃木百百名百名百名名山の山の山の山の山のひとひとひとひとつつでつでつでです。す。すす。す。。。

鹿沼市
鹿沼市は、県央西部に位置し、東北
自動車道や 2つの鉄道が通るアクセ
スしやすいまちです。市域の 7 割を占
める豊かな森林と流れ出る幾筋もの
清流を目指し、多くの方が訪れていま
す。また、高品質のイチゴの生産が
盛んで、「いちご市」としても様々な
取組を行っています。
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川上澄生の創作世界に浸る

厄除けの開運パワースポット

数多の伝説の残る古墳

地元住民が守る、歴史あるお寺

木版木版木版木版木版画の画の画の画の詩人詩人詩人詩 ・川・川・川上澄上澄上澄生の生の生の作品作品作品品を多をを多を多多多数収数収収数収数数 蔵・を多多多多数収数数収数 蔵・
企画企画企画画画展示展示展示を行を行を行を行ってってってっ いるいるいる美術美術美術館。館。館。川上川上川上澄生澄生澄生生澄生生澄生はは教はは
員の員の員の員の傍傍ら傍傍ら傍ら創作創作創作活動活動活動動動を行を行を行い、い、い、木版木版木版画の画の画のの大家大家大家家家家大 ととしと
て知て知て知て知知られらられらられるるるる棟棟棟

むなむななな

方方方方
かたかたかたた

志志志志志
しししし

功功功功
こうこうこう

に、に、に、木版木版木版画を画を画をを始め始め始め始 るるるきるききっ
かけかけかけを与を与を与を与を えたえたえたえたと言と言と言われわれわれれわれわ ていていていてて ますますます。毎。毎。毎毎年5年5年5年 月に月にに月に月 はは、
代表代表代表作「作「作「作「「作 初夏初夏初夏初夏の風の風の風の風」が」が」が」が特別特別別特別特 展示展示展示展示されされされ、多、多、多多くくくの
人で人で人でで賑わ賑わわ賑わいまいまいまいますす。す。す。す（写（写写写真は真は真真は「星「星「星空の空の空の空のの乾杯乾杯乾杯乾杯乾杯乾 」）」）」）

日本日本日本武尊武尊武尊尊尊を祀を祀を祀を祀り、り、り、り、天狗天狗の社の社社としとしとして知て知て知知られれられ
る神る神る神るる 社。社。社。社 火伏火伏火伏や海や海や海難除難除難除難 けのけのけ 御利御利利利益が益がががあるあるある
ととさとさとされ、れ、れ、関東関東関東関東だけだけだけだ でなでなでなく東く東く東北方北方北方面か面かからもももも
広く広くくく信仰信仰信仰を集を集を集めてめてめてめていまいまいまいますす。す。す。そのそのそのその昔、昔、勝勝勝勝勝
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道道道
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上上
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が行が行が行が行ったったったった修行修行修行修行にあにあにあにあやかやかやかや り、り、り、深深深
じんじんんじん

山山山
ぜんぜんんん

巴巴巴巴
ともえともえともえとも

のののの
宿宿
しゅくしゅく

でで修行行す行す行すするのるのるのが慣が慣が慣が慣わしわしわしなのなのなのだとだとだとか。か。か。深深深
山巴巴の宿の宿はつはつはつはつは つじつじつじつじの名の名の名名所で所で所でもあもあもあり、り、り、ハイハイハイキキキ
ングコースに設定設定設定定定定されさされされされていてていていいますますますますす。。

鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼沼市と市と市と市と壬生壬生壬生壬生壬 町と町と町とととの境の境の境の境の境にあにあにあにある全る全る全全全る全る全る全全全全全長6長6長6長6長長 1m1m11mmm1 ののののののの
前方前方前方前方後円後円後円後後 墳で墳で墳で墳で墳 、南、南、南、南南に開に開に開に開口し口し口し口した石た石た石た石た石石室が室が室が室が室が室室 ら室室室が室が室が見見見ら見ら見
れまれまれまれまます。す。す。す 田ん田ん田ん田んぼのぼのぼのぼのの中に中に中に中ににあるあるあるあることことことことからからから、景、景景景景、、景景景景
色の色の色の色の一部一部一部一部部としとしとしとしと て記て記て記て記憶し憶し憶し憶し憶 ていていていている人る人る人る人も多も多も多も多多いのいののいのいいののででででで
は。は。は。は。は 源義源義源義源義義経が経が経が経がが東北東北東北東北東 へ逃へ逃へ逃へ逃れるれるれるれる際に際に際に際に際 冠を冠を冠冠を冠を埋め埋め埋めめ埋め埋め埋めめ
たとたとたととされされされされされるほるほるほるるほか、か、か、か、か 烏丸烏丸烏丸烏丸大納大納大納大納納言が言が言が言が言 敗戦敗戦敗戦敗戦後に後に後に後に後に後後に
石室石室石室石室室に隠に隠に隠に隠れたれたれたれたなどなどなどの伝の伝の伝の伝の 説が説が説ががが残っ残っ残っ残っていていていていますますますす。。。

特産特産特産の深の深の深岩石岩石岩石岩 を産を産を産を 出す出す出する深る深深る 岩山岩山岩山山山の東の東の東の東の東の東のの東東山麓山麓山麓山麓山麓山麓麓にあにあにあある寺る寺る寺寺る で、で、で、で 深深深
岩石岩石岩石の洞の洞の洞窟が窟が窟が観音観音観音音観 堂に堂に堂に堂堂堂 なっなっっなな ていていていますますますすすすすすすす。平。平。平。平平平。平。平平安時安時安時安時安安安安安安 代に代に代代ににに弘法弘法弘弘法法大大大大
師に師に師によっよっよっって開て開て開て 基さ基さ基さ基ささ基 れたれたれたれたといといといと われわれわれ、安、安安、安政年政年政年年政 間に間に間に間に間に間に廃廃寺廃寺廃寺廃寺廃寺廃寺となとなとなとと っっっ
た後た後た後たた後は地は地は地はは地元元の元のの元 住住民住住民住民民によによよによに ってっててっ 守ら守ら守ら守られてれてれてれてきまきまきまきましたしたしたしたししたた。岩。岩。。岩。岩。岩の壁の壁の壁ににに
は摩は摩は摩は摩摩崖仏崖仏崖仏仏もあもあもああり、り、り、、観音観音観音音観 堂の堂の堂堂の前に前にに前 立つ立つ立つと独と独と独と 特の特の特の特のの空空気空気空気空気空気空気を感を感を感じじじ特の特の特ののののの空気空気空気空気空気を感を感を感じじ
られられられられら ますますますますます。（。（。（下野下野下野野三十三十三十三十十三観三観三観音・音・音 第三第三第三十番十番十番札所札所札所所所所所）））

鹿沼市

7:00～ 17:00　 90289-7474-211211 11
鹿沼市草久3027　 東北自動車道「鹿沼IC」から40分

9:9:9 00～00～00～ 17:17:17 00（00（00（入館は入館は入館は16：16：16 30ま30まで）で）
月曜月曜曜月月月 （祝日（祝日（祝日の場合の場合の場合は翌日は翌日は翌日）、祝）、祝）、祝日の翌日の翌翌日、年日、年年末年始末年始年始年始末年始始（12（12（1212月28月28月28月 日～日～1日～～1日～11月4日月4日月4日4日）、そ） そ）、そ）、そ）、その他、の他、の他、の 展示替展示替展示替期間　期間　期
02020222289-89-89-8 62-62-62-827827827222 鹿沼市鹿沼市鹿沼市睦町2睦町2睦町287-87-87-14　14　41
一般一般一般般一般一般300300300円、高円、高円、高校生・校生・校生・大学生大学生大学生200200200円、小円、小小学生・学生・学生・学 中学生中学生学生中学中学生1001000010101 円円円円円円 JR日JR日JR日JR日J 光線で光線で光線で光線で「鹿沼「鹿沼「鹿沼鹿沼」下車」下車」下車、徒歩、徒歩、徒歩徒 20分20分20分

020202289-89-89-62-62-62-1171171172（教2（教教2（教教育委員育委員育委員員員員委 会事務会事務会事務会事務会事務会事務局 文局 文局 文局 文文化課 化課 化課 化課課文化財文化財文化財文化財文化財係）係）係）係係 鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿 市北赤市北赤市北赤市 塚町塚町町
東武東武東武日光線日光線日光光線で「楡で「楡で「楡楡木」下木」下下下車、車車車、車車、車車、車、車車、車ででで7分で7分で7分でで

02020200289-89-89-63-63-63-63 218218182188（観8（観8（観光交流光交流光交流光交 課）課）課）
鹿沼沼沼沼市深岩市深岩市深 455455455455　 東北東北東北北自動車自動車自動自 道「鹿道「鹿鹿鹿沼IC沼IC沼IC」から」から」から303030分0分分0分

磯
いそやまいそやまいそやまいそやまいそやまいそやまいそやまいそやまいそやまいそやまいそやまいそやまいそやいそやまいそやまいそやまいそやまいそやまそやまやまやまやそややままままやままやややままままままやまままままじんじゃじんじゃじんじゃじんじゃじんじゃじんじゃじんじゃじんじゃじんじゃんじゃじんじゃじんじゃじじじじんじゃじんじゃじんじじ じ あじさいあじさいあじさいあじさいあじさいあじさいあじさいあじさいあじさいああじあじさいああじさいじさいあじあ まつりまつりまつりまつりまつまつりまつつまつりまつりまつまつつまつまつまつりまつりまつりまつつまつままま

山神社あじさい祭り

「あ「あ「あ「あ「あ「あああ「あああ「ああ「あ「あ「あ「あああ「あああああ「ああああ「あああじさじさじさじさじさじさじさじさじさじさじさじさじさじささいのいのいのいのいのいのののいのいのいのいのいののいのいののののいのいののの神社神社神社神社神社神社神社神社神社神社神社神社社神社神社社神社神社神社社社社社社社神神 」と」と」と」と」とと」と」と」ととと」と」ととととととと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てててててて知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知知ら知知知知ら知ら知られるれるれるれるれるれるれるれるれるれるれるれるれるれるれるれるれるれ 磯磯磯磯磯磯磯磯磯磯磯磯磯磯磯
山山神山神山神山神山神山神山神山神山神山神神山神山山神山神山山神山山山神山 社で社で社で社で社で社で社で社で社で社で社で社で社社で社ででは2は2は2は2は2は2は2は2ははは2はは2はは 0000000000000000000000000株0株0株0株0株0株0株株0株株0株0株0株以上以上以上以上以上以上以上以上以上以上以上以上上以上以上以上上上以上上、2、2、2、2、2、2、2、2、2、25種5種5種5種5種5種5種種5種種種5種5種種類の類の類の類類の類の類の類の類の類の類類類の類類類の
あじあじあじあじあじあじあじあじあじあじあじあじあじあじあじああああ さいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさ が楽が楽が楽が楽が楽が楽が楽が楽が楽楽が楽楽楽楽楽楽楽が しめしめしめしめしめしめめしめしめしめしめしめしめしめめしめしめしししめし ますますまますますますまますますますますすますすすますま 。あ。あ。あ。あ。ああ。あああああ。あ。あ。あ。 じじじさじさじさじさじさじさじさじささじじじじじじじじじじじじじじじ い祭い祭祭い祭い祭い祭い祭い祭い祭い祭い祭い祭い祭い祭い
りのりのりのりのりのりのりのりのりののりのりののりりりのののののの期間期間期間期間期期間期間期間期間期期間期間期間期間期間期期期 中は中は中は中は中は中は中は中は中は中は中は中中はははは中中は中はは、ぼ、ぼ、ぼぼ、ぼ、ぼ、ぼ、ぼぼぼ、ぼぼぼぼぼんぼんぼんぼんぼんぼんんぼんぼんぼんぼんぼんんんぼんんんんんんんん りもりもりもりももりもりもりもりもりももももも設置設置設置設置設置設置設置設置置設置設置置置設置設置設置置置置置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さされれれれ、、、、、、、
夕暮夕暮夕暮夕暮夕暮夕暮夕暮夕暮夕暮夕暮夕暮暮暮夕暮夕暮夕 れ時れ時れ時れ時れ時れ時れ時れ時れ時れ時れれ時れ時れ時れ時れれ にはにはにはにはにはにはにはにはにはにはにはにはにはにはにはににはははにににはにははにはは一味一味一味一味一味一味一一味一味一味味一味味味味味味味違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違違う違う違う違う違違違違 雰囲雰囲雰囲雰雰囲雰囲雰囲雰囲雰囲雰囲雰囲雰囲雰囲雰囲雰囲気に気に気に気に気に気に気に気に気に気にに気に気にに気にに気にに気気 浸る浸る浸る浸る浸る浸浸る浸る浸る浸る浸る浸る浸浸
ことことことことことことことことことことことことこことこここ がでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでがでででがでがでででが きまきまききまきまきまきまきききまききまききまきまきまきききき す。す。す。す。す。す。す。す。すすす。すす。す。す。す。

6月中旬頃～７月上旬頃

開催場所 鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼沼鹿鹿 市磯町市磯町市磯町市磯町市磯町市磯町市磯町市磯町市磯町磯町磯町磯町町市磯町市磯町町町市磯町磯町町町町町町町町町市磯町市磯町磯磯磯磯磯磯磯磯磯磯磯磯磯磯磯磯 6666 66 66 66 66 66 6666666666666 66666666 磯山神磯山神磯山神磯山神磯山神磯山神磯山神磯山神磯山神磯山神磯山神磯山神磯山神磯山神磯山神山磯山神神神神神社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社
0202020202020200020202020000000000000200200289-89-89-89-89-8988989989-989-9999999 60-60-6060-60-60-60-60-6060-660660-666666666666 25025025025250250250252522525252502502502525552522522505 777777777777777

（まち（まち（まち（まち（まち（まち（まち（まち（まち（まち（まち（まち（まちの駅新の駅新の駅新の駅新の駅新の駅新の駅新の駅新の駅新の駅新駅駅の駅新駅の駅の駅駅駅駅の駅の駅駅新の駅駅の駅新駅新・鹿沼・鹿沼・鹿沼鹿沼鹿沼・鹿沼・鹿沼・鹿沼・鹿沼・鹿沼・鹿沼・鹿沼鹿鹿沼鹿沼沼沼沼鹿沼鹿 宿）宿）宿）宿）宿）宿）宿）宿）宿）宿）宿）宿）宿）宿宿）宿宿宿
東北東北東北東北東北東北東北東北東北東北東北東東北北北東東 自動車自動車自自自自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動自自動動車自動車自動車動自 道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道

「鹿沼「鹿沼「鹿沼「鹿沼「鹿「鹿沼鹿沼鹿沼「鹿沼「鹿沼「鹿沼沼沼「鹿沼鹿沼「鹿沼「鹿沼「鹿沼鹿鹿沼鹿沼鹿鹿鹿沼鹿鹿沼沼沼沼沼沼沼沼IC」IC」IC」C」C」CC」IC」C」IC」IC」IC」C」C」C」C」C」IC」」から1から1から1から1から1から1から1から1からからから1からから1から1から1からら1ら1かららら1らら15分5分5分5分5分5分5分5分5分5分5分5分5分55分

鹿
かぬまさかぬまさかぬまさかぬまさかぬまさかぬまさかぬまさかぬまさかぬまさかぬまさかぬまさかぬまさぬまさかぬまさかぬまさかぬまかぬまさかぬまさかぬまさかぬかぬまさかかかかか つきまつつきまつつきまつつきまつつきまつつきまつつきまつつきまつつきまつきままつきまつまつつきまつ まき りりりりりりりりりり

沼さつき祭り

5月28日～6月6日まで

さつさつさつさつさつさつさつさつさつさつさつさつさささつさつさつさつさつさつささつきときときときときときとききとききときとききききときときとききととガーガーガーガーガーガーガーガーガーガガガーガーガーガーガーガーガーガーガガーガガガガガガガガガガガガガガガ デニデニデニデニデニデニデニデニデニデニデニデニデニデニデニデニデニデニデデデデ ングングングングングングングンググンググンングの祭の祭の祭の祭の祭の祭の祭の祭の祭の祭の祭の祭のの祭ののののののの 典で典で典で典で典で典で典で典で典典で典でで典で典で典典典典典典 す。す。す。す。す。す。す。す。す。すすすすすすすすすす
「咲「咲「咲「咲「咲「咲「咲「咲「咲「咲「咲咲「咲「「咲咲咲咲咲咲咲咲き分き分き分き分き分き分き分き分き分き分き分き分分分分き分分け」け」け」け」け」け」け」けけ」け」け」け」け」け」」」け」け」けけけけけ が特が特が特が特が特が特が特が特が特が特が特が特が特がががが特が 徴の徴の徴の徴の徴の徴の徴の徴の徴の徴の徴の徴の徴の徴の徴の徴の徴の徴の徴徴徴の徴の徴の徴徴徴徴ののさつささささつさつさつさつさつさつさつさつさつささささささささつさささ きはきはきはきはきはきははきはきはきはき 鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼沼鹿沼鹿沼沼鹿沼鹿鹿沼鹿鹿鹿沼沼
市の市の市の市の市の市の市の市の市の市の市の市の市の市のの市の市の市のの市市の市のの多様多様多様多様多様多様多様多様多様多様多様多様多様多様多様多様様多多様様様様性の性の性の性の性の性の性の性の性の性の性の性の性の性の性の性の性性のイメイメイメイメイメイメイイメイメイメイメイイイメイイメージージージージージージージジージージージージジージージー 樹。樹。樹。樹。樹。樹。樹。樹樹樹。樹。樹。樹。樹樹樹 会場会場会場会場会場会場会場会場会場会場会場会場会場会場会会場会場にはにはにはにはにはにははにはにはににはにはにはには
世界世界世界世界世界世世界世界世界世世世世界世界世界世世界各国各国各国各国各国各国各国各国各国各国各国各各国各各国各各国各各国国国国国や駐や駐や駐や駐や駐や駐や駐や駐や駐や駐や駐や駐や駐や駐やや駐や駐や駐や 日大日大日大日大日大日大日大日大日大日大日大日大大大日大大日大日大大日大日大日大大日日 使館使館使館使館使館使館使館使館使館使館使館使館使館使館館館館使館所有所有所有所有所所所有所有所有所有所有所所所有所有所有所有所有所有所 のさのさのさのさのさのさのさのさのさのさのさののさのさのさのささささのの つつきつきつきつきつきつきつきつつきつきつきつき
も展も展も展も展も展も展も展も展も展も展もも展も展もも展もも 示し示し示し示し示し示し示し示し示し示し示し示し示示しし示しししますますますますますますますますますますますすますまままますままま 。。3。。3。3。3。3。3。3。33。33。33。330000000000000000000000000点の点の点の点の点の点の点の点の点の点の点の点の点ののの点の点のの作品作品作品作品作品作品作品作品作品作品作品作品作品作品作品品作作作 と1と1と1と1と1と1と1とと1と1と1と1と1と1とととと1とととと1ととととととと 万本万本万本万本万本万本万本万本万本万本万万万万万万万本
の花の花の花の花の花の花の花の花の花の花の花の花の花ののの花のの花のの花のの をおをおをおをおをおをおをおをおをおをおをおををおをおをおををおをおをおををお楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽楽ししみくみくみくみくみみくみくみくみくみくみくみみみくみくみくくみくくみくみ ださださださださださだささささださださださださださださださささささささださささいい。い。い。い。い。い。いいい。いいいい。
開催時間 9:9:9999:9:99:9999 00～00～00～00～000～00～00～～00～0～～～00～17:17:17:1717:17:17:7:17:7:777777777771777:0000000000000000000000000
開催場所 鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿 市茂呂市茂呂市茂呂市茂呂市茂呂市茂呂市茂呂市茂呂市茂呂市茂呂市茂呂市茂市茂市茂茂茂呂市市 呂2082082082082082082080822202082082 6-16-16-16-16-16-16-6-1-166-1111
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