
早春の花まつり（みかも山公園）
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ののの駅駅駅にににににしししししかかかたたた

もぎたて果物を味わい尽くす

栃木市ならではのおもてなし料理

安心・安全な地元産食材をゲット！
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こかこかこかこかこかこかこかかこかこかこかこかかこかこかかこかからヒらヒらヒらヒらヒらヒらヒらヒヒらヒらヒらヒらヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒらヒヒヒヒヒららヒヒヒヒヒヒヒヒントントントントントントントントンントトントントントントントントトン を得を得を得を得ををを得を得を得をを得を得を得をを得た創た創た創た創た創た創たた創た創た創たた創た創た創たたた創たたた創たたた創作料作料作料作料作料作料作料作料作料作料作料作料作料作料作料作作作料作料料理理理理理理理、理、理、理、理、理、理、理理理理理理理理 地地地地地地地地地地地地地地地地地地地
元の元の元の元の元の元の元の元の元の元の元の元のの元の元のののののの元ののの産物産物産物産物産物産物産物産物産物産物産物産物物物物産物を使を使を使を使を使を使を使を使を使を使を使を使を使使使使を使使使使ったったったったったったったったったったたっったったったたたたたたたた郷土郷土郷土郷土土郷土郷土郷土郷土土郷土郷土郷土土郷土郷土土土土土土料理料理料理料理料理料理料理料理料理料理料料料料理料理理料理理料理料料料理料理などなどなどなどなどななどなどなどなどなななどなどなどなどなどどど、、、、、、、
バラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバララバラバラバラララララララバラララバラバ エテエテエテエテエテエテエテエテエテエテエテエエテエテエテエテエ ィ豊ィ豊ィ豊ィ豊ィ豊ィ豊ィ豊ィ豊ィ豊ィ豊豊豊ィ豊ィ豊ィ豊ィ豊豊ィ豊豊ィ豊ィ豊ィ かなかかかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかかかかか 味を味を味を味を味を味を味を味を味を味を味を味を味を味を味味を味を味を味ををを味を味をををををを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し楽し楽し楽し楽し楽 むこむこむこむこむこむこむこむこむこむこむここむこむここむこむこむこむむむむ ととととととととととととととと
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がでがでがでがでがでがでがががでがでがでがでがでがでががががががででががでででででででできまきまきまきまきまきまきまきまきままきまきままきままきまきまきままきまきままままままままます。す。す。す。す。す。す。す。す。す。すす。すす。す。す。すすすすすすすす

総総面総面総面総面総 積7積7積777.7.7.7.77hahahahaaを誇を誇を誇をを誇る観る観る観光農光農光農光農園。園。園園。園 いちいちいちご、ご、ご、
ブルブルブルルルーベーベーベーベリーリーリーリー、ぶ、ぶ、ぶ、ぶ、ぶどうどうどうどう、梨、梨梨、梨、と、と、と、ととと季節季節季節季季節ごとごとごとごとごごごと
にさにさにささまざまざまざま まなまなまなな果物果物果物果物果物物の摘の摘の摘の摘摘摘み取み取み取み取み取み り体り体り体り 験が験が験が験 できできできで
ますますますますまます。併。併。併。併設さ設さ設さ設されてれてれてれてれているいるいいいるいるい 直売直売直売売売店の店の店の「マ「マ「マルシルシルシェェェ
いわいわいわいわふねふねふねふねね」に」に」に」 は新は新は新は新鮮な鮮な鮮な鮮な野菜野菜野菜野菜野菜や果や果や果物、物、物、旬の旬の旬のの
果物果物果物果物を使を使を使使使ったったったった本格本格本格本格的な的な的な的なジェジェジェラーラーラートもトもトも販売販販売売販
してしてしてていていていていて、リ、リ、リ、リピーピーピーピータータターターが絶が絶が絶えまえまえませんせんせん。。。

国道国道国道29293号3号号号号線沿線沿線沿線沿線 いにいにいに位置位置位置位置するするするる道の道の道の道 駅。駅。駅。駅。
地元地元地元で採で採で採れれれたれたれたおいおいおいしいしいしい野菜野菜野菜や西や西や西や 方産方産方産方産産コシコシコシコシコシ
ヒカヒカヒカカリ「リ「リ「リ 桜桜お桜お桜お桜 とめとめとめめ」、」、」、特産特産特産品で品で品であるあるあるいちいちいちちいちちごごごごごご
「と「と「ととちおちおおおとととめとめとめと 」な」な」ななど安ど安ど安心・心・心・安全安全安全な地な地な地地地地場産場産場産産産
農産農産農産産産物を物を物を物を物を販売販売販売販売してしてしていまいまいます。す。す。またまたまたた、農、農、農、農、 村レ村レ村レ村レ
ストストトス ランランラランラ でではではではでで 地元地元地元地 食材食材食材食材をふをふをふをふんだんだだだんだん んんにんにんにんに使っ使っ使っ使っ
た多た多た多多多た 彩な彩な彩な彩な彩な定定食定食定食定食メニメニメニメニューューューュ も味も味も味も味わえわわえええわわ ますますますますす。。。

栃木市
蔵の街として知られる栃木市。江戸
時代より例幣使街道の宿場町として
栄え、現在も当時の繁栄振りを偲ば
せる歴史的な建造物が残されていま
す。また、米、いちご、ぶどうをはじ
めとする多彩な農産物を生産する県
内有数の農業地帯でもあります。現
在では、多くの特産物が「とちぎ小
江戸ブランド」として認知され、注目
を集めています。

と
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ちぎ江戸料理

レスレスレススレ トラントラランンント 10:10:010:00～00～00～0～16:16:1616:00、00、00、農農産物農産物農産物物直売所直売所直売所売直 ～～～～直売所直売所所直売所所9:09:099:09:000～0～0～0～
17:17:17::71 00、0000、00 おみやおみやおみやおみやおみややげ処1げ処1げ処1処 0:00:00:000～ 10～0～～1～ 7:07:07 007:07:00　0　
毎月毎月毎月毎月毎 第3火第3火第3火第3火第3火第 曜、曜曜、1曜、1、1曜 2月32月32月331日1日1日日331日1日1日日、1月、1月1～31～ 3～1～31～ 日日日日
020220 82-82-82-82-92-9292-922 099099099099990　0　00　
栃木栃木市市市市西方町西方方町町町町西方町西方 元元3元36元366元元 9999-19-1-1
北関東東自動車自動車動車動車動車道「都道「都道「都「都都道「道「都賀西賀西賀賀西方賀西方方賀西方方IC」IC」CCCCCCCC から約から約ららら約ら約ら約ら約ら約ら約らら約約ら約3分、分、3分、分、分
東武日光線で線で「東武「東武金崎」金金崎」金崎」崎」金崎 下下下車下車、車、車車車、下車、車下車車車、車 徒歩で徒歩で徒徒 約13約1313分分分分

電話受電話受電話受電話受付：8付：8付：8付：付： :30:3030～ 17～ 17～ 17:30:300　
月曜月曜月曜月曜（祝日（祝日（祝日の場合の場合の は翌日は翌日は翌 ）））
0202020282-82-82-55-55-50050050 888 栃木市栃木市木 岩舟町岩舟町舟 下津原下津原下津原15815815888555
いちいちいちご狩りご狩りご狩 （30（30（30分食べ分食分食べ放題）放題）放放題）小学生小学生小学生以上1以上上1以上1,4,,4,40400円0円

～ 2,～ 2,～ 2,～ 2～ 5005000円、3円、3円、3円円 歳以上歳以上歳以上7007007007 円～ 1円～ 1～ 1,20,20202000円、0円、円、円、円00 3333歳3歳未3歳未満満
無料　無料　無料　無料　※その※その※そのほか体ほか体ほか体か体ほか体験によ験によ験によ験験験験 って料って料て料っ 金は金は異金は異金 異異異なななるなる
東北自東北自東北自東北自東北自動車道動車道動車道「佐野「佐「佐野「佐野藤岡I藤岡I藤岡I岡IC」かC」かC」」かかからら約ら約6ら約6ら約6ら 6分分分
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フフフフ
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くらのまくらのまのまらのの ちゆうらちゆうらゆうらちゆうゆゆゆゆ んせんんせんんせんんんせ

ののののの街街街街街遊遊遊遊覧覧覧船船船

関東随一のパワースポット

縄文時代の住居などを復元

大自然のなかで思いっきり遊ぼう！

川面から情緒ある街並みを

約1約1約1約12020200年0年0年前、前、前、勝道勝道勝道上人上人上人人によによによよに り開り開開り開りり 山さよより開り開開山さ
れたれたれたたとさとさとさとされるれるれる古刹古刹古刹。奥。奥。奥之院之院之院にはにはにははは、鍾鍾、鍾鍾、、 乳
石で石で石で自然自然自然然にでにでにでにに きたきたきた十一十一十一面観面観面観音菩音菩音菩菩音 薩薩薩の薩
後ろ後ろ後ろ後ろ姿が姿が姿が姿が祀ら祀ら祀ら祀ら祀 れてれてれてれ おりおりおり、子、子、子授け授け授け授 ・安・安・安安産産産・
子育子育子育子育子 ててのてのてのご利ご利ご利利利益が益が益が益が益 あるあるあるとさとさとさされてれてれてれていまいまいままい すすす。
ほかほかほかほかほほ にもにもにもにも、豊、豊、豊、豊かなかなかなかな自然自然自然自然のなのなのなの かでかでかで行う行う行ううう座
禅や禅禅や禅や禅や、高、高、高、高さ8さ8さ8さ8ｍのｍのｍのの大悲大悲大悲の滝の滝の滝滝滝でのでのでのでのでので 滝行滝行滝行行行体
験も験験も験も験もおすおすおすおすすめすめすめすめすめですですですです。。。

市指市指市指定文定文定文文文化財化財化財化財（史（史（史史跡跡）跡）の星の星野遺野遺遺野 跡 跡 跡 。1。1196965年年5年
の発の発の発のの 掘調掘調掘調調掘 査で査で査で、縄、縄、縄文時文時文時文 代前代前代 期と期と期 中期中期期期の7の7の 軒軒軒軒
のの住の住の住居跡居跡居跡や倉や倉や倉や倉庫跡庫跡庫跡庫 が見が見が見見つかつかつかり、り、り、そのその内、内、前前前前
期の期ののの住居住居住居跡、跡、跡、中期中期中期中期の住の住の住の住居跡居跡居跡居居跡跡、倉、倉、倉、 庫跡庫跡庫跡跡の3の3の3のの つつつつ
を復を 元元・元・元・・展示展示展示展示してしてししていまいまいまいます。す。す。す。周辺周辺周辺にはにはにはに 公園公園公園公園や資や資や資や資
料館料館がああああり、り、りり、四季季四季四季折々折々折々折 の自の自の自然散然散然散策や策や策や遺跡遺跡遺跡遺 ののの
歴史史を楽を楽しめしめしめしめますますますます。。。

フラフラフフ ンスンススス発祥発祥発祥発祥の自の自の自自の自然共然共然共然共共生型生型生型生型型アウアウアウアウトドトドトドトドトドアパアパアパアパア ークークークーク。子。。。クク。子。子子子。子。子どもどもどもどもももからからからからからかか
大人大人大人人までまでまでまで安全安全安全安全に楽に楽に楽に楽しむしむしむしし ことことことことこ がでがでがでがでできるきるきるき 本格本格本格本格的な的な的な的な的 アスアスアスススアア レレ ッッススススススレチレチレチチレ ッッ
クがクがクがが用意用意用意意されされされされていていていていますますまますす。さ。ささ。さらにらにらにらにバーバーバーバーベキベキベキベキューューューュー場も場も場も場 完備完備完備完備備備備備完備ささ備備備備備
れてれてれてれておりおりおりおり、手、手、手、手ぶらぶらぶらぶらでバでバでバでバババーベーベーベーベベキュキュキュキューがーがーがーがが味わ味わ味わ味わえまえまえまえます。す。す。す。す 1日1日日日1日1 中中中森中森中森中森森
の中の中の中の中の で遊で遊で遊で遊遊んでんでんでんでん 食べ食べ食べ食べ食べて、て、て、て、心身心身心身心身ともともともともと にリにリにリにリフレフレフレレッシッシッシッシュしュしュしュしュしましましましましょうょううょううょううう。。。。

江戸江戸江戸末期末期末期末 からからからか 昭和昭和昭和昭 初期初期初期にかにかかに けてけててけてて江戸江戸江戸江戸江戸江戸江江戸戸とのとのとのとのとのとののと 舟運舟運舟運舟運でのでのでのでで 交交交交
易で易で易で栄え栄え栄えた栃た栃た栃木市木市木市市市。当。当。当当時の時のの時の舟運舟運舟運を再を再再を再再再再再再現す現す現す現す現す現す現すす現 る蔵る蔵る蔵る蔵るるる蔵の街の街の街の街の 遊遊遊遊
覧船覧船覧船ではではではは、街、街街中を中を中を中をを中 流れ流れ流れ流れるるるる巴巴巴

うずまがわうずまがわずまがわずうう

波川波川波川からかららから、情、情、情情、 緒あ緒あ緒あ緒緒あ緒あ緒 るる街る街る街る街る街並並並並並
みみをみをみをみを楽し楽し楽し楽しむこむこむここむ とがとがとがががができできできで ますますますす。船。船。船船上で上で上で上では、は、は、は 船頭船頭船頭船頭船船頭頭が巧がが巧が巧が巧が巧みみみ
な竿な竿な竿な竿竿さばさばさばばきできできでで「栃「栃「栃栃木木河木河木河河岸船岸船岸船岸 頭唄頭唄唄頭 」と」と」とと共に共に共に共 栃木栃木栃木木市や市市や市や市や市やや巴巴巴栃木栃木栃木木市や市や市や市や市や市 巴巴巴
波川波川波川波川波 の歴の歴の歴の歴の歴史を史を史を案内案内案内案内内してしてしてしてし くれくれくれますます。。。

記念館：9:30～～161666:30330、地層、地層地層層層たんけたたんけんけた ん館ん館：9:39:30～ 10～ 16:36:30、憩0、憩憩いの森の森いの森森いの森：常時常常：常時：常時開開放開放　  記念館：月曜～金曜、曜
地層たんけん館：月曜（祝（祝日の場日の場日の場の場の 合は翌合は翌合は翌日休館日休館日休館））） 00202828282-22121-2497 栃木市星野町400　
記念館 地層たんけん館 憩いの森全て無料記念館・地層たんけん館・憩いの森全て無料　 東北自動車道「栃木IC」から約20分東北自動車道「栃木IC」から約20分

境境内境内境境内8:38:38:30～ 10～ 10～ 17:07:07:00、奥0、奥0、奥之院（之院（之 （4月～4月～4月～9月）9月）9 8:38:3330～ 10～ 11110～～16:06:06:06:00／（0／（0／0 （10月1010月10月0月月～3月～3月～3月～3月）8:）8:）8）8 30～30～30～030～ 15:15:15:00　00　00　 無休無休無休　　
02028028282882-32-32-31-11-11-1717717717　 栃木市栃木市栃木市出流町出流町流 288288288　 奥之奥之奥之之之院入山院入山院入入山院入山山院 料：大料：大料：大大料：大人人30人30人300円、0円、0円、円、小人2小人2小小小人200円0円00円0円、滝行、滝行、滝行：1人：1人：1人5,05,05,000円00円00円0 、、座禅、座禅座禅座 ：：
1人11人1人1人1,0,0,0000,0000円　0円　0円　 東北自東北自東北自動車道動車道動車道「栃木「栃木「栃木IC」IC」IC」から約から約からら約30分30分0分30分分

9:9:9:00～00～00～ 17:17:17:7 00（00（00（7、87、87、8月は～月は月は～は～は～は～は 18:18:18:8:81 00、00、00、00、11月11月11月11月1 月～2月～2月～2月～2月2 は～1は～1は～1は 6:06:06:0:00）※0）※0）※）※0）※受付は受付は受付は付は受付は閉園2閉園2閉園2閉園2時間前時間前時間前間 まで　まで　までまで 水曜水曜水曜水曜（祝日（祝日（祝（祝（ 、学校、学校、学校学校、学校学校校
休業期休業期休業期休 間を除間を除間を除を く）※く）※※く）※季節・季節・季節 天候に天天候に天候に天候に天候により変より変より変より変動あり動あり動ありあり動あり　 02802802800282-42-42-444-24-24-22208108108108081　 栃木栃木栃木栃木市大平市大平市大平市大平大 町西山町西山町西山町西山町 田85田85田85田857777
コースコースコース別料金別料金料金料 制（ホ制（ホホ制（ホームペームペームペペページ要ージ要ージ要ージ要ージ要ージ要参照）参照）参照）参照照 　　　 東北東北東北東北東北北自動車自動車自動車自動車自 道「佐道「佐道「佐道「佐道 野藤岡野藤岡野藤野藤岡IC」IC」から約から約から約16分16分

3月3月3月3月3 ～11～ 11～ 111月は1月は1は月は月 0:00:00:00～ 10～ 10～ 10～ 16:06:06: 0、10、10、12月～月～2月～2月は2月は2月は10:10:10:0000000～～～15:15:00000000　00　00
年末末末末年年始　年始　※荒天※荒天※荒天※荒天時運休時運休時運休休有り有り有り有 02022282-82-82-8 23-23-23-2002002003　3　
 栃木市倭市倭町市倭町倭町2-62-62-6（乗船乗船乗船（乗船場所・場所・場所・待合所待合所待合待 ）） 中学生中学生中学生生生以上以上以上以上1上1上上1,00,000000,0000000円、0円、0円、、

小学生700円（大大大人1名人1名人1名人人1名につきにつきにつきにつき幼児1幼児1幼児1幼児1幼児 名まで名まで名まで名まで無料）無料）無料）無料）　
東武「栃木」下車、徒歩で約10分

早
そうしゅそうしゅそうしゅそうしゅそうしゅそうしゅそうしゅそうしゅそうしゅそうしゅそうしそそそうしそうしゅそうしそうしううそうそそそそそそそそそそそ んのはなんのはなんのはなんんのはなんのはなんのはなんのはなんのはんのはなんのはなんのはなんのはななんのはんのはなんのはん まつりまつりまつりまつりまつりまつりつつまつりまつりまつまつまつまつりままつりまつまつ

春の花まつり

2月中旬～4月上旬

フクフクフクフクフクフクフフクフフククフフクフクフクフクフフクフクフフクジュジュジュジュジュジュジュジュジジュジュジュジュジジュソウソウソウソウソウソウソウソソソウソソウソソソ 、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、アアズマズマズマズマズマズマズマズマズマズマズママズマママイチイチイチイイチイチイチイチイチイチイチチチチチチイチイチチチチゲ、ゲ、ゲ、ゲ、ゲ、ゲ、ゲゲ、ゲ、ゲゲゲ、ゲ カタカタカタカタカタカタカタタカタカタカタカタカタカタタタカタタカタククククククククククク
リ、リ、リ、リ、リ、リ、リ、リ、リ、リ、リ、リリ、リリ ニリニリニリニリニリニニリニリニリニニリニリリリニリニニリンソンソンソンソンソンソンソンソンソンソンンソンソソソウなウなウなウなウなウなウなウなウなウなウなウなウなウななななななどのどのどのどのどどどのどのどのどのどのどどどどのどのどどのどどのどのどの貴重貴重貴重貴重貴重貴重貴重貴重貴重貴重貴重貴重貴重貴重貴重な山な山な山な山ななな山な山な山な山な山ななななななななななななななな 野草野草野草野草野草野草野草野草野草野草野草野草野草野草草
が開が開が開が開が開が開が開が開が開が開が開が開が開が開が開が開が開開開が開花し花し花し花花し花し花し花し花し花し花し花し花し花し花しし花花花 、多、多、多、多、多、多多、多、多、多、多多多多多多多多多多くのくのくのくのくのくのくのくのくのくのくのくののののののくの花々花々花々花々花々花々花々花々花花花花々花々花花花花花花花 を愛を愛を愛を愛を愛を愛をを愛愛をを愛を愛を愛ををを愛をを でるでるでるでるでるでるでるでるでるでるでるでるでるるでるるるでるるでるるでるることことことことことことことことことことこととことこととととことことととととこと
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ができまきまきまきまきまきまきまきまきまきまきまきまきまきききき す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。すす。すすすす 誰で誰で誰で誰で誰で誰で誰で誰で誰で誰でで誰で誰誰で誰誰で誰誰誰誰で誰誰で誰で誰誰誰誰で誰誰誰誰誰誰誰 も気も気も気も気も気も気も気も気も気も気も気もも気も気も気も気ももも 軽に軽に軽に軽に軽に軽に軽に軽に軽に軽に軽に軽軽に軽に軽に参加参加参加参加参加参加参加参加加参加参加加参加参加参加加参加加参 できできできできできできできできできできできき
る健る健る健る健る健る健る健るる健る健る健る健る健る健健健るるる 康ウ康ウ康ウ康ウ康ウ康ウ康ウ康ウ康ウ康ウ康ウ康ウウ康ウウウ康ウウ康ウ康ウウウウォーォーォーォーォーォーォーォーォーォーォーキンキンキンキンキンキンキンキンキンキンキンキンキンキンキンキンンンングやグやグやグやグやグやグやグややグやグやグやグやグやグやグややグやややグ 園芸園芸園芸園芸園芸園芸園芸園芸園芸園芸園芸園芸園芸園芸園芸園芸園芸芸芸園芸芸芸芸教室教室教室教室教室教室教室教室教室教室教室教室教室教室教室室室室室室室室室室教室室室室室室室教教室室教 ななななななななななななななな
ど多ど多ど多ど多ど多ど多ど多ど多多ど多ど多ど多多ど多多多多ど多多彩な彩な彩な彩な彩な彩な彩な彩な彩な彩な彩な彩な彩な彩彩な彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩なイベイベイベイベイベイベイベイベイベイベイベイベベイベイベイベベベベベベベベベベベベベベイベントントントントントントントントトントントンントントントンンントトンンンンンンンンンンンンン も開も開も開も開も開も開も開も開も開も開も開もも開もも開も開催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催催催催催催催催催催催催催催催さ催催催催催催催催催催催催催催催催催催催さ催 れまれまれまれまれまれまれまれまれまれまれれまれまれまれまれまれまれれ す。す。す。す。す。すす。す。す。す。す。すす。す。す。すすす。す。す。すすす。す。
開園時間 3月3月3月3月3月3月月月月3月3月3月3月3月3月3月月月3月3月3月33 ～9月～9月～9月～9月～9月～9月～9月9月～9月～9月～9月～9月～9～9月99999月～～ 8:38:38:38:38:38:8:38:3:3:3333333:3333:33300～0～10～10～10～10～10～1～10～100～10～100 18:38:38:38:38:38:8:38:38:38:38:330、10、10、111110、1111110、0、10、10、110月～0月～0月～0月～0月～0月～0月～0月～0月～0月～0月～0月～0月～0月～0月0月～月～～～～～2月2月2月2月2月2月2月2月2月月22月2月2月月2
8:38:38:38:38:38:388:8:8:8:8:38:388::: 0～10～10～10～10～10～1～1～10～10～1～1～10～11111117:37:37:37:37:37:7:37:37:7:377:777:77:7:7:33777: 00000000000
開催場所 みかみかみかみかみかみかみかみみかみかみかみかみかみかみかみかみみかも山公も山公も山公も山公も山公も山公も山公も山公も山公も山公も山公も山公も山公も山公も山公も山公公公も山公山公公園園園園園園園園園園園園園
0202020202202220202220222020202220282-82-82-8282828282-82-2-82-82-82-8282-82-82822-82-828828282-82-2-22222222222222 5555555-55-55-5555-55-55-55-5555-55-5555-55-72772772772772772772772772772772772772722727727727727727277277277777277772（み2（み2（み2（み2（み2（み2（み2（み2（み2（み2（みみ22（み2（み2（み22222222 かも山かも山かも山かも山かも山かも山かもかもかも山かも山かも山かも山かも山かもかもかも山かも山かもかも山かもかももかかかかもかかかか 公園管公園管公園管公園管公園管園管公園管公園管公園管公園管公園管公園管園園園園園園園園管園園園 理事務理事務理事務理事務理事務理事務理事務理事務理事務理事務理事務理事務理事務理理事務務事事 局）局）局）局局）局）局）局局）局）局局局）局局
東北東北東北東東北東北東北東北東北東北東北東東東北東北東北東北東東北東東東東東東東東東東東 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車車動動 道「佐道「佐道「佐道「佐道「佐道「佐道「佐道「佐道「佐道「佐道「佐道「佐佐「佐道「佐道「佐道「佐佐道「佐「佐佐道「佐佐道道道 佐道 野藤岡野藤岡野藤岡野藤岡野藤岡野藤岡野藤岡野藤岡野藤岡野藤岡野藤岡野藤岡野藤岡野藤岡藤岡野藤岡藤岡岡藤岡藤藤藤 IC」IC」ICIC」IC」IC」C」IC」C」C」IC」C」C」IC」IC」C」C」C」C」C」C」C」CC」」」IC」CCICCCICCC から約から約から約から約から約から約から約から約から約から約から約から約から約から約から約から約から約かかか 約10分10分10分10分10分10分10分10分10分10分10分分10分分10分10分10分分10分10分分分10分分分

わ
わたらせわたらせわたらせわたらせわたらせわたらせわたらせわたらせわたらせわたらせわたらせわたらららわわたらせわたらせわたららわたらせわたらせわたらせわたらわたわわたらわ らわわ らわ ねつききねつききねつききねつききつきつききねつききねつききつききねつききねつききねつき ゅうでぃゅうでぃゅうでぃゅうでぃゅうでぃゅうでぃゅうでぃゅうでぃうでぃゅうでぃうでぃうでううでううでうでうででう

たらせ熱気球day

毎月第3日曜日

熱気熱気熱気熱気熱気熱気熱気熱気熱気熱熱気熱気熱気熱気熱気熱熱熱 球と球と球と球と球と球と球と球球と球と球と球と球と球と球と球と球球 地上地上地上地地上地上地上地上地上地上地上地上地上地上地地地上地上地上地地地 の重の重の重の重の重の重の重の重の重の重の重の重の重の重重の重りをりをりをりをりをりをりをりをりをりをりをりをりをりをりをりをりりりをりりりをりりりりをりりりりりりをりをりをりをりをりをりををりをローローローローローローローローローローローローローーープでプでプでプでプでプででプでプでプでプでプでプでプでプででプででででプでででででででででで結結結結結結結結結結結結結結結結結結
び、び、び、び、び、び、び、び、び、び、び、び、び、び、びび 上空上空上空上空上空上空上空上空上空上空上空上空上空上上上空空2020202020202020202020202202222202 ～3～3～3～3～3～3～3～3～3～3～33～3～33333330m0m0m0m0m0m0mm0m0m0m0m0mmmmmmmmまでまでまでまでまでまでまでまでまででまでままでままでままでまでま 浮上浮上浮上浮上浮上浮上浮上上浮上浮上上浮上上浮上浮上上上上するするするするするするするするるるするるるるるする熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱
気球気球気球気球気球気球気球気球気球気球気球気球気球気球気球気球球気球気球気気 係留係留係留係留係留係留係留係留係留係留係留係留係留係留係留係留係留係留係留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留係係 飛行飛行飛行飛行飛行飛行飛行飛行飛行飛行飛行飛行飛飛飛飛行を体を体を体を体を体を体を体を体を体を体を体を体を体をを体をを体をををををををををを体をを体を体を体体験で験で験で験で験で験で験で験で験で験で験で験ででででででででできるきるきるきるきるきるきるきるきるきるるきるきき イベイベイベイベイベイベイベイベイベイベイベベイイベベイベベンンンンンンンンンンンンン
ト。ト。ト。ト。ト。ト。ト。ト。トト。ト。トトト。ラムラムラムラムラムラムラムムラムラムラムラムムララムサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーーサーサーササ ル条ル条ル条ル条ル条ル条条ル条ル条ル条条ル条ル条ル条ル条ル条ルルルルル条約湿約湿約湿約湿約湿湿約湿約湿約湿約湿約湿湿湿湿湿湿湿湿湿湿湿地に地に地に地に地に地に地に地に地に地に地に地に地地地に地に地に地地地 登録登録登録登録登録登録登録登録登録録登録登録登録登録登録録登録登録登録登登録録登登録録録録録録されされされされされされされされされされされされ
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