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野木町のいいところ満載

晩酌にピッタリ！

明治の息吹にふれる
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｢野｢野｢野｢野｢野｢野木町木町木町木町町煉瓦煉瓦煉瓦煉瓦煉瓦窯｣窯｣窯窯｣窯 に隣に隣に隣接す接す接す接する交る交る交る交交る 流セ流セ流センンン
ターターターター。自。自。自。自然や然や然や然や然や歴史歴史歴史歴史歴史が学が学が学が学学が べるべるべるべるる展示展示展示展示展展示室や室や室ややや野野野野野野
木ブ木ブ木ブ木ブランランラランド認ド認認ド認認定商定定商定商定商定商品な品な品な品な品ななどをどをどをどをどをそろそろそろろえるえるえるる売売売
店、店、店、店、店、地元地元地元地元食材食材食材食材材材を味を味を味を味味を味味わわえわえわわえわ るカるるカるるカフェフェフェがあがあがあり、り、り、り
煉瓦煉瓦煉瓦煉瓦造り造り造り造りの石の石の石の石窯で窯で窯で窯で焼く焼く焼く焼 ピザピザピザピザザ焼き焼き焼き体験体験体験験などどなどな
体験体験体験験体験メニメニメニニニューューューューも豊も豊も豊も豊富で富で富です。す。す。レンレンレンタサタサタサイクイクイイクク
ルをルをルをルを使っ使っ使っ使って近て近て近て近隣の隣の隣の隣のの｢渡｢渡｢渡良瀬良瀬良瀬遊水遊水遊水地｣地｣地｣や社やや社や社や
寺を寺を寺を寺を訪れ訪れ訪れ訪れれるのるるのるのる もおもおも すすすすすすめ。め。め 楽し楽し楽しい観い観観い観観観光の光の光ののの
拠点拠点拠点拠点点となとなとなってってていまいまいます。す。すす

明治明治明治明 23232 年に年年にににに造ら造ら造ら造ら造 れたれたれた「ホ「ホ「ホホフマフマフマン式ン式ン式ン 」と」と」と呼呼呼呼
ばればればれる赤る赤る赤煉煉瓦煉瓦煉瓦煉 焼成焼成焼成用の用の用の円形円形円形形輪窯輪窯輪窯窯。昭。昭。昭。昭。昭和和和和和
4646466年ま年ま年ま年までのででののの約8約8約880年0年0年間、間、間、ひとひとひと月約月約月約40404040万個万個万個万個万個万個個
ものものももの赤煉赤煉煉赤煉赤煉瓦瓦を瓦を瓦を焼き焼き焼き焼 上げ上げ上げ、近、近、近代日代日代日本本の本の本の本本 煉煉煉煉煉
瓦建瓦建瓦建建建築を築を築を築を築を支え支え支え支えましましました。た。た。国内国内国内に残に残に残残残残る4る4る4基の基の基の基の
ホフホフフホフフマンマンマンマンマン窯窯の窯の窯のうちうちうち、唯、唯、唯唯一原一原一原一原型を型を型ををを型 とどととどとどとどめてめてめてめて
保存保存保存保存存保 されされされされされていていてていている貴る貴る貴る貴重な重な重な重 産業産業産業産業遺産遺遺産遺産遺遺 であでであであであり、り、り、りりり
国の国国の国ののの国 重要重要重要重要重要文文化文化文化化財に財に財に財に財にも指も指も指も指定さ定さ定さ定されてれてれてれていまいまいまててていまいまいまいままます。す。す。す。す

野木町
栃木県の南の玄関口に位置する野木
町。なだらかで肥沃な大地と温暖な
気候をいかして米や麦、果樹などの
栽培が盛んに行われています。季節
の花々に包まれる社寺や、国の重要
文化財に指定されている産業遺産な
ど見どころも豊富です。
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ぎぎぎぎ水水水水辺辺辺辺辺のののの楽楽楽楽校校校校校校校
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大イチョウが美しい由緒ある神社

歴史ある荘厳な神社

水辺のボードウォークが楽しい！

家族みんなでのんびりと

仁徳仁徳仁徳仁徳仁徳天皇天皇天皇天皇の時の時の時の 代に代に代に建立建立建立されされされた、た、た、た 1616661 000000000年年余年年 り66000000年年余り
の歴の歴の歴歴歴史を史を史を有す有す有す有する神る神る神る 社。社。社。平安平安平安時代時代時代、坂、坂、坂坂坂上田上田上田上田上上 村
麻呂麻呂麻呂麻呂が蝦がが蝦が蝦が 夷征夷征夷征討に討討に討に成功成功成功し、し、し、そのそのその祈願祈祈願願成成就成就就成成 の
お礼お礼お礼お礼礼としととしととして社て社て社て社殿を殿を殿をを殿を新築新築新築新 したしたしたと伝と伝と伝えらえらえらえ れてれてれてていいいま
す。す。す。そのそのそのそのそ 際に際に際に際に植樹植樹植樹されされされれされさ たとたとたとたた いういういう樹齢樹齢樹齢齢12121200000000 年年年の
大イ大イ大イチョチョョチョョウはウはウはウは、県、県、県県の名の名の名の名木百木百百木百木 選に選に選に選にも選も選も選ばればればれれてててお
り、り、り、厳か厳かか厳かな境な境な境な境内を内を内を内を今も今も今も今も変わ変わ変わらずらずらずずず美美美し美し美ししくく彩く彩く彩りりりまり
す。す。す。

野木野木野木町野町野町野野野渡の渡の渡の渡の鎮守鎮守鎮守鎮守で、で、約1約1約 20200年0年年前、前、前前、紀州紀州紀州紀 ・熊熊熊野神野神野神野
社の社の社の社社 御分御分分御分御 霊を霊を霊をこのこのこの地に地に地に地 祀っ祀っ祀 たのたののが起が起起起源と源と源とされされさされていていまままま
すす。す。す。参道参道参道道脇の脇の脇の脇のの道に道道に道には境は境は境内に内に内に沿っ沿っ沿 て煉て煉瓦壁壁瓦壁壁があがあがあがあり、、り、かかかかか
つてつてててレンレンレンガ道ガ道ガ道と呼と呼と呼呼と ばればればればれたこたこたここたこの道の道の道のの道を馬を馬を 車が車が車ががが通り通りり通 煉瓦煉瓦煉瓦煉瓦煉 を運を運を運運運
んだん ののだのだのだだとかとかとかとか。春。春。春。 の例の例の例の例祭で祭で祭で祭 は、は、は、魔除魔除除魔 けやけやけやや豊作豊作豊作豊作を祈を祈を祈を祈祈を る「るるる「る「る「さささささ
さらさら獅子子子子獅 舞」舞」舞」舞舞 が子が子が子どもどもどもどもたちたちたちによによによってってって奉納奉納奉納奉 されされさされますますますす。。

豊か豊か豊か豊か豊かな湿な湿な湿湿な湿地環地環地環地環地 境に境に境に境にに生き生き生き生き生きる植る植る植る植物や物や物やや物やや物や物や物や物やや物や物や生物生物生物生物物生 と間と間と間間間間間
近に近に近に近に近 触れ触れ触触れ触 合え合え合え合え合 る貴る貴る貴る貴貴重な重な重な重な自然自然自然自然体験体験体験体験体験験スポスポポポポスス 。ススポポポポポッッットットッ 。。
ラムラムラムラムムサーサーササール条ル条ル条ル条約湿約湿約湿約湿湿地に地に地に地にに登録登録登録登録されされされされていていてて るるる「る「「る「る 渡渡渡渡渡「「「「渡渡渡渡渡
良瀬良瀬良瀬良瀬遊水遊水遊水遊水遊水地」地」地」地地 に隣に隣に隣に隣接し接し接し接し接 た稲た稲た稲た稲荷谷荷谷荷谷荷谷谷や清や清や清清清や清水水水谷水谷水谷水谷谷
に、に、に、に、に 遊歩遊歩遊歩遊歩歩道や道やや道や道や湿地湿地湿地湿地湿 の中の中の中の中を通を通を通を通る木る木る木る木木道が道が道が道が道が整備整備整備備整備整備整備備
されされされれていていていていていますますますますます。9。9。9。99月に月に月月に月 は「は「は「は「ワタワタワタワタタラセラセラセラセラ ツリツリツリツリフネフネフネフネフネフフネ
ソウソウソウソウ」が」が」がが赤紫赤紫赤紫赤紫色の色の色の色の花を花を花を花花 咲か咲か咲か咲かかせ、せ、せ、せ 訪れ訪れ訪れ訪れる人る人る人人人人
の目の目の目の目を楽を楽を楽を楽しまししませてせてせてくれくれくれますますます。。

木々木々木々に囲に囲に囲まれまれまれま た緑た緑た緑た 豊か豊か豊かな公な公公園。園。園。春の春の春の春の春の春の春春 桜や桜や桜や桜や桜や桜やや桜 秋の秋の秋秋
紅葉紅葉紅葉、野、野、野鳥た鳥た鳥たちなちなちなななど四ど四ど四四どど 季折季折季折折々の々の々の自然自然然自然然然然然と触と触と触と触と触と触と触とと触触れ合れ合れ合れ合れれれ合れ合合
え、え、え、芝生芝生芝生生広場広場広場広 でのでのでのでで んびんびんびびりとりとりとり 過ご過ご過ごごしたしたたしたり、り、り、り 池の池の池の池池の池池の
周周り周り周り周 を散を散を散を散を 策し策し策しし策 たりたたりりりりと、と、と、と 世代世代世代代を問を問を問を わずわずわわず多く多く多く多多 の人の人の人の人のの人人
に親に親に親に親親しましましままれてれてれてているいるいるるスポスポスポポス ッットットトですですです。多。多。多多彩な彩な彩な彩 複合複合複合合複合複合複合合
遊具遊具遊具遊具遊 は子は子は子は子は どもどもどもたちたちたちちちに大に大大に大大人気人気人気。近。近近隣の隣の隣の町営町営町営入入入入浴入浴入浴入
施設施設施設施設設「ゆ「ゆ「ゆゆーらーららーー んどんどんど」も」も」もおすおすおすすすめすめすめですですです。。。

散策策自由自由 無休無休無休休休
0280-57-4174176（野6（野野6（野野野木町教木町教木町教木木町教育委員育委員育委員育委員員会事会事会事務会事務事 局生涯生涯局生涯学習課学習課学学習課生涯学生涯学生涯学習係）習係）習係）　
下都賀郡野木町野渡渡渡地内地内地内
無料無料　無料 東北自動車「佐野藤岡IC」から約30分東北自動車「佐野藤岡IC」から約30分東北自動車「佐野藤岡IC」から約30分

散散散策散策散策自由自由自由 無休無休無休　　 02802802 0-50-50-55-05-0020820820 　 下都賀下都賀賀賀賀下都賀郡野木郡野木郡野木郡野木町野町野木町野町野木野木240242402404　44 無料無料無無料無 　
東北東東北東北自北自東北自動車道動車道動車道「佐野「佐野「佐野藤岡I藤岡I藤岡IC」かC」かC」から約3ら約3約30分0分0

散策散策散策自由自由自由 無休無無休無休無 　 0280280280280282 0-500-50-5-50 7-47-47-47-410110110110101
(野木(野木(野木野 町政策町政策町政策町政策課政策課政策課政策政策推進係推進係推進係係係)))) 野木野木野木野木町野木町野木町野木町野木木地内地内地内地内地
無料　無料　無料　 東北東北東北東 自動車自動車動車自動 道「佐道「佐「佐「佐「佐佐佐野藤野藤岡野藤岡野藤岡岡野藤 IC」IC」IC」IC」から約から約から約ら約から約30分30分30分3030分0

散策策策策自由自由自由自 無休無休無休無休　 020202280-80-80 57-57-415415555（野5（野5（野木町都木町都木町都市市市整備市整備整備整備整備整備整備整備備備課）課）課）課課）
 野木町南赤南赤南赤南赤塚15塚15塚1514-14-4 14141414 無無料無料　 JRJRJR宇都宮宇都宮宇都宮都宮宮宇都宮線「線「線「線「野「野「野「野木」か木」か木」か」 ら徒歩ら徒歩ら徒歩徒徒徒ら徒歩徒歩徒徒徒 約35約35約35約335約35分分分分分分
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力を力を力を力を力を力を力をを力を力を力を力をを力をををを力を1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日11日11 たったったったったったったったったったったったったっっっっっっっっっっったっっっったっっっっっぷりぷりぷりぷりぷりぷりぷりぷりりぷりぷりぷぷりぷりぷぷりぷりぷりぷぷりぷぷりぷぷぷぷりぷりと満と満と満と満とと満と満と満と満と満と満とと満とと満と満満喫で喫で喫で喫で喫で喫で喫で喫で喫で喫で喫喫喫で喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫で喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫で喫 きまきまきまきまきまきまきまきまききまきままきままきまききまききまきき す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。すすすすすす
開催時間 9:9:9:9:9:9:9:99:99:9:999999 00～00～00～00～00～00～00～00～00～00～00～00～00～00000～0～～14:14:14:14:14:14:114:141411 0000000000000000000000000000
開催場所 野木野木野木野木野木野木野木野木野木野木野木野木野木野木野野木野木野木野木野木野木野木木木木木木野 エニスエニスエニスエニスエニスエニスエニスエニスエニスエニスエニスニエニスニスニスススニスニスホールホールホールホールホールホールホーホーホールホールホールホールホールホーホールホールホール（野木（野木（野木（野木（野木（野木（野木（野木野（野木野木（野木野（野木（野木野（野木野（野野野野野野野野木（ 町友沼町友沼町友沼町友沼町友沼友沼沼友沼友沼町友沼町友沼友沼町友沼町友友沼友沼沼沼沼18118118118181181181181181811 ）））））））））））））
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煉瓦窯秋フェスタ

令和4年10月6日（木）～9日（日）

学ん学ん学ん学ん学ん学ん学学ん学ん学学ん学ん学ん学んん学ん学学んんで・で・で・で・で・でで・で・でで・で・でで・で・でででで 作っ作っ作っ作っ作っ作っ作っ作っ作作っ作っ作っ作っ作っ作っ作っ作っ作っって・て・て・て・て・て・て・て・て・てて・・て・て・ててて 味わ味わ味わ味わ味わ味わ味わ味わ味わ味わ味わ味わ味わ味わわわわ味わわわわわわわわわえるえるえるえるえるえるえるえるえるえるえるえるえるえるえるえるえええるえええるえええるえええるええるるえるえるえるええ 人気人気人気人気人気人気人気人気人気人気気気人気気人気気人人 のフのフのフのフのフのフのフのフのフのフのフフフフフのフフのフのフフのフフフフフフフフェェェェェェェェェェェェェェェェェ
スタスタスタスタスタスタスタスタスタタスタタスタタタタスタスタタタスタスタス 。煉。煉。煉。煉。煉。煉。煉。煉。煉。煉。煉。煉。煉煉煉煉煉瓦窯瓦窯瓦窯瓦窯瓦窯瓦窯瓦窯瓦窯瓦窯瓦窯瓦窯瓦窯瓦瓦窯瓦瓦窯瓦瓦瓦瓦瓦窯見学見学見学見学見学見学見学学見学見学見学見学見見学見学見見学学学見見学見学見学ツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツアツツツアツツアツツツ ーはーはーはーはーはーははーははーははははーはははもちもちもちもちもちもちもちもちもちちちちちちちもちろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろ
ん、ん、ん、ん、んん、ん、ん、ん、ん、ん、ん、ん、ん、んん、ん 石窯石窯石窯石窯石窯石窯石窯石窯石窯石窯石窯石窯石窯石窯石窯石窯石窯石窯窯窯窯窯窯窯窯窯石窯窯石石石石石 料理料理料理料理料理料料理料理料理料理料理料理料理料理料理料理料料理料料料料料料料料料料料料料料料料 や粘や粘や粘や粘や粘や粘や粘や粘や粘や粘や粘や粘や粘や粘やや粘や粘やややや粘やややや粘や粘や粘や粘粘や粘粘土ク土ク土ク土ク土ク土ク土ク土ク土ク土ク土ク土ク土クク土クラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフララララ トのトのトのトのののトのトのトのトのトのトのののワーワーワーワーワーワーワーワーワーワーワーワワーワワワ
クシクシクシクシクシクシクシクシクシククシククシクククシクシク ョッョッョッョッョッョッョッョッョッョョョッョップ、プ、プ、プ、プ、プ、プ、プ、ププププ、プ ポニポニポニポニポニポニポポニポニポニポニポニポニポニポニポポポポポニーとーとーとーとーとーとーとーとととととーとととーとととの触の触の触の触の触の触の触のの触触の触の触のの触の触の触のの触の触れ合れ合れ合れ合れ合れ合れ合れ合れ合れ合合合合れ合れ合れ合れ合れ合れれ合れ合れ合れれ合合合合合合合合合れ合いないないないないないないなないないないないい
どがどがどがどがどがどがどがどがどがどがどががどががががががどが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楽楽楽楽楽しめ、め、め、め、め、め、め、め、め、めめめ、め 模擬模擬模擬模擬模擬模擬模擬模擬模擬模擬模擬模擬模模擬模擬模模模 店も店も店も店も店も店も店も店も店もも店も店も店も店も店も店ももももも店店もももも出店出店出店出店出店出店出店店出店出店出店出店出出 されされされされされされれされされされされさされされされされれされれれれれれますますますますますますますますますますますますますますすすすま 。。。。。。。。
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