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心癒される非日常空間

ヘルシーで野菜の旨みたっぷり

1日中遊べる道の駅

地元地元地元地元地元地元地元地元地元地元地元地地元地元元地元地元地元元元で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛されされされされされされされされされされされされれれ、今、今、今、今、今、今、今今、今今、今、今、今今今今、今今今今や全や全や全や全や全や全や全や全や全や全や全や全やややや全や全やや全全全全全全国区国区国区国区国区国区国区国区国区国区国区国区国区国区区国 になになになになになになになになになになになにななになにななになになにに ったったったったったったったったったったっったっったっった
「宇「宇「宇「宇「宇「宇「宇「宇「宇「宇「宇「宇「宇宇宇宇都宮都宮都宮都宮都宮都宮都宮都宮都都都宮都都宮都都都都都都都 餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子子子餃子子子」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。。」」」。」」」」」」」。宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都都宇都宇都都都都都都宮の宮の宮の宮の宮の宮の宮の宮の宮の宮の宮の宮の宮の宮の宮宮の宮の宮宮の餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃餃餃餃餃餃餃餃子餃餃 は、は、は、は、ははは、はははは、はは、はははは、
焼・焼・焼・焼・焼・焼・焼・焼・焼・焼焼焼焼・焼・焼 揚・揚・揚・揚・揚・揚・揚・揚・揚・揚・揚揚揚揚揚 水な水な水な水な水な水な水な水な水な水な水な水水水水水水 どのどのどのどのどのどのどのどのどののどのどのどののどののどののの種類種類種類種類種類種類種類種類種類種類種類種類種類種類類類類類類類類があがあがあがあがあがあがあがあがあがあがあがあがあがあがあがあがあががあがあがあがあががあああああああああり、り、り、り、り、り、り、り、り、り、り、り、りり、り、りりり、り、りりりり 店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗舗店店舗舗店
によによによによによによによによによによによによによににによに ってってってってってってってってってっててってってっ 餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子子子餃子餃子餃子餃子子餃餃 の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大のの大の大の大大きさきさきさきさきさきさきさきさきさきさきさきさきさきききききき や使や使や使や使や使や使や使や使や使や使や使や使や使や使や使使使使使使使使使う具う具う具う具う具う具う具う具う具う具う具う具う具う具具具う具具ううううう具材、材、材材、材材、材、材材、材材、材、材材、材材材材材材材材材材材材
皮の皮の皮の皮の皮の皮の皮の皮の皮の皮の皮の皮の皮の皮皮皮皮皮皮皮皮の皮皮皮皮 厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚厚厚厚厚厚厚厚 やつやつやつやつやつやつやややややつやつやつややややつやややつやつやつややややつややや けダけダけダけダけダけダけダけダけダけダけダけダけけけけダけダけけダけけダレなレなレなレなレなレなレなレなレなレなレなレなレなレなレなレなレレなレなななどがどがどがどがどがどがどどがどがどがどがどがどがどがどがどがどどどどどど 異な異な異な異な異な異な異な異な異な異な異な異な異異な異な異異な異異異な異な異ななななななななななななるたるたるたるたるたるたるたるたるたるたるるたるるるたるるるたたたたるたるた
め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、めめめ、め、め、め、め、め、め、め、、、、、、、、、お店お店お店店お店お店お店お店お店お店おおお店お店お店お店お店お を巡を巡を巡を巡を巡を巡を巡を巡を巡を巡を巡巡を巡を巡巡巡を巡巡を巡巡巡を巡巡巡巡りなりなりなりなりなりなりなりなりなりなりなりなりりながらがらがらがらがらがらがらがらがらがらがらがらがらがらがらがらがらがらがらがらがががががががが 餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子餃子子子子子子子子を食を食を食を食を食を食ををを食を食を食を食をを食をををををををを べべべべべべべべべべべべべべ
比べ比べ比べ比べ比べ比べ比べ比べ比べ比べ比べべ比べ比べ比べ比べべべ比べ比べ比比べ比べ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るするするするるするるするるるるるのがのがのがのがのがのがのがのがのがががががのがのがのがのがのがのがががオスオスオスオスオスオスオスオスオスオスオスオスオスオススメスメスメスメスメスメスメスメスメスメスススメス ですですですですですですすですですですですですですですですですですです。。。。。。。。。。

見見渡見渡見渡見渡見 す限す限す限限限りのりのりのりのりの美し美し美美し美 い竹い竹い竹林を林を林を林を有す有す有す有す有する農る農る農る 場。場。場。
手入手入手入手入れがれがれがれがれ 行き行き行き行き行き届い届い届い届い届いた竹た竹た竹た竹竹た 林は林は林は林ははは、国、国、国、国、国内有内有内有有有数数数数数数
の希の希の希希少な少な少少な場所場所場所所所としととしとしとしとして、て、て、て、映画映画映映画映画映画やCやCややCMのMのMのM ロケロケロケロ
地と地と地と地と地 してしてしてして利用利用利用利用用されされされされされれるこるこるるこるこるる ともともとももも！非！非！非日常日常日常感を感を感をを
味わ味わ味わ味わいないないないなながらがらがらがらが 、の、の、の、のんびんびんびびん り散りり散り散策し策し策してみてみてみみませませませせ
んかんかんかんか。土。土。土土土土日祝日祝日祝日祝日の日の日の日の夜に夜に夜にに夜 は竹は竹は竹林が林が林がライライライイトトト
アッアッアッップさプさプさプされ、れ、れ、れ、昼間昼間昼間昼間間とはとはととはと またまたまた違う違う違う幻想幻想幻想想的な的的な的な的
光景光景光景光景に出に出に出に出出合え合え合え合え合 ますますま 。。

464664 hahahaものもののの広広広大広大広大大な敷な敷な敷地に地に地にに、森、森、森や農や農や農農や農園が園が園が整整整整
備さ備さ備されたれたれた道道の道の道の駅。駅。駅。駅 里山里山里山農業農業農業業体験体験体験や森や森や森や森や森遊遊遊遊遊
び、び、びび、室内室内室内室 ププープープールなルなルなル ど魅ど魅ど魅力的力的力的なアなアなアクテクテクテクテテティィィィ
ビテビテビビティがィががががああるあるあるほかほかほかほ 、地、地、地ビービービールをルをルを醸醸造醸造醸造醸醸 すすすすす
るブるブるブブブルワルワルワルワルワリーリーリーや地や地や地場の場の場の食材食材食材を用を用を用を用用用いたいたいたたレレレレ
ストストストストトランランランランランンも揃も揃も揃ってってってていまいまいまい す。すす。す ぶらぶぶらぶらぶららりとりとりとと立立立立
ち寄ち寄ち寄寄寄るよるよるよるよるより、り、り、じっじっじっじっくりくりくりく と楽と楽と楽と楽楽しみしみしみしみたたいたいたいたい道道道道道
の駅のの駅の駅駅駅の ですですですですです。。

宇都宮市
県中央部に位置し、栃木県の県庁所在地と
して人口約 52 万人を擁する宇都宮市。交通
網が発達していて利便性がいい宇都宮市です
が、都会すぎないのも魅力のひとつです。郊
外に出れば、のどかな田園風景が広がってい
ます。民間の調査においては、住みよさ度が
全国3位になるなど全国的にも人気の街です。

宇
うつのみやぎょうざ

都宮餃子® 

直売直売所所直売所直 8:38:38:33:300～ 10～ 10～ 17:07:07:00、0、0、温温泉泉温温泉・プ泉・プププーール1ール1ール1ル 0:00:00:0:00～0～0～0～～～～～～～～～～～～
2121::00、00、000、フーフードードーードフフ ココーコートコートート10:10:10:0000010:10:10:00～0000～～16:16:1 00、00、00、、、他レス他レス他レスレストラントラントラントラン等等等等
詳細は細はははHPでHPでHPででHPでご確認確認確ご確認ご確認認くだくだくだださだださださいい　い　いい　いいい 第2火第2火第2火第2火第 曜 ※曜 ※曜 ※※冬期メ冬期メ冬期メ冬冬期メ冬冬期メ冬期メンンン
テナンンスのたのたのたたスの め休業め休業業業め休め休め休 ／1／／1／ 1月1月1月17日17171717日1 ～ 19～ 19919999999日（温日（温日（温日（温（温日日日日日日日 泉・ス泉・ス泉・ス・ス泉・ス泉・泉 パパパ・パ・パ・パ
宿泊・ゆず庵ず庵は1月は1月1月1月24日44日24日2424 までまままで）まで）まで）　 02802828282828288888 666-66-66666 5-85-888-880080800008008 　
宇都宮市新里新里町丙2町丙254545454 入場料入場料場入場料・駐車・駐車車場無料場無料料場無料料料、、、、、

ヴィラ・デ・アグリ内は利内は利用料用用料が用料が料が料が必要必要必要必要必要必要
東北自動車道 宇都宮 」か東北自動車道「宇都宮IC」かから約 分から約5分

平日は平日は平日は平日 9:09:00～ 10～ 117:07:00、土0、土、土、 ・日・・日・日・祝日は祝日は祝日は
9:09:09:00～ 20～ 20～ 20 0:00:000※閉0※閉0※閉園時間園時間園時間は季節は季節は 節によりによりにより異なり異なり異ななりまままますますま
（最終（最終（最終最 受付は受付受付は受付受付 閉園の閉園の閉園の30分30分30分前まで前まで前まで前 ）））
年末年年末年年末年年末 始　始始　 028028028-66-666665-15-15- 41741417　
宇都宮宇都宇都宮都宮宇都宮宇都宮市宝木市宝木市宝木木木本町2本町2本町本町本町220180180018　
入場料入場料場料場料入場料500500500円、竹円、竹円、竹林ライ林ライライ林ライライトアットアッアッアッッップ1プ10プ10000円00円～～
東北自東北自東北自動動車道動車道動車道車道「宇都「宇都宇都「宇都「宇都宮IC宮IC宮IC」から」かからからから約約約10約10分分
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とちぎけとちぎけとちぎけちぎけととちぎけんこどもんこどもんこどもそうごうそうごうそうごうかがくかかがくかかがくかんんん

木木木木木木木木県県県県子子子子どどどももも総総総合合合科科科学学学学学学館館館

宇宇宇宇
うつのみうつのみうつのみやどうやどうぶうぶやどうぶつえんつえんつえん

都都都宮宮宮宮宮宮動動動動物物物物物園園園園

大大大大大
おおやしおおやしおおやしおやしりょうかりょうかりょうかりょうかり んんんん

谷谷谷谷資資資資資資料料料料料館館館館

大大大大
おおやじおおやじやじおやや ・おおや・おおやおおや・ おやおおおおお かんのんかんのんかんのんんん

谷谷谷谷寺寺寺寺・・・・大大大大谷谷谷観観観音音音

不思議で面白い科学の世界

「自然とどうぶつとこどもたち」のふれあいテーマパーク

桁違いのスケールに感動

宇都宮のパワースポット！

楽し楽し楽し楽しく遊く遊遊遊く遊びなびなびなびながらがらがらが 科学科学科学を学を学を学べるべるべるスポスポスポポットットットット。体。体体体。。 験験型験験ト 体体体体験験型
の展の展の展示が示が示ががが多く多く多く多く、宇、宇、宇宇宙や宙や宙や宙 生命生命生命、エ、エ、エネルネルネルギーギギーギーなななどなどなどど多
彩な彩な彩ななテーテーテーマをママをマをマ 分か分か分かりやりやりやりやすくすくすく紹介紹介紹介してしてしてし いまいまいます。す。すす。栃栃栃栃木栃
県で県で県県で県で一番一番一番一番番大き大きき大大 な天な天な天な天体望体望体望体望体 遠鏡遠鏡遠鏡遠 をはをはをはじめじめじめ数種数種数種数 類の類の類のの望望望
遠鏡遠鏡遠鏡が設が設が設置さ置さ置さ置さされてれてれてれておりおりおおり、太、太太太、太陽の陽の陽の陽 プロプロプロミネミネミネネンスンスンスンスや黒や黒黒ややや
点の点の点の点の観察観察観察、昼、昼、昼昼昼昼間に間に間に間に見え見え見え見える星る星る星の観の観観の観の観察な察な察な察などもどもども行っ行っ行ってていていいて
ますますます。。。

多種多種多種類の類のの類のの動物動物動物動物たちたちたちたちにに会に会うこうこうことがとががとがででで
き、き、き、き、動物動物物動物とのとのとのと 距離距離距離が近が近が近く、く、く、く 触れ触れ合合
うこここことがとがとができできできできる魅る魅魅る魅力的力的力的な動な動な動物園物園物園ででで
す。す。キリキリキリキ ンのンのンの餌や餌や餌や餌やり体り体り体り体験や験や験ややや験やわんわんわんわ わわ
んシんショーョーーーー、園、園、園、園内に内に内に内 併設併設併設併設されされされた遊た遊た遊園園園
地な地など、ど 見所見所見所見見 満載満載満載満載ですですです。家。家。家族み族み族みんんん
なでで楽し楽しめるめるるるめ 動物動物動物物園で園で園で園 すのすのすので、で、で、ぜぜぜ
ひ足を運びまましょしょしょょょょう。う。。

約2約2約2約 万㎡万㎡万㎡万㎡ものものもののもの大谷大谷大谷大谷谷石採石採石採石採採取場取場取場取場場跡が跡が跡が跡が跡が広が広が広が広がり、り、り、り 最最最深最深最深最深最最最 部部部で部で部ででででで部 地地地地地
下6下6下6下60m0m0m0m、平、平、平、平均気均気均気均均 温8温8温8温88℃と℃と℃と℃と、幻、幻、幻、幻想的想的想的的な雰な雰な雰な雰雰囲気囲気囲気気気囲 とと迫と迫と迫とと にに気気とと迫と迫と迫と迫力に力にに力力
圧倒圧倒圧倒圧倒されされされされますますますますす。古。古。。古代ロ代ロ代ロ代ローマーマーマーママの神の神の神の神神殿を殿を殿を殿をを思わ思わ思わ思わせ、せ、せ、せ、映画映画映画映画映画画画映画映 やや画画画画画
ドラドラドラドラマなマなマなマなど多ど多ど多ど多くのくのくのくのくの撮影撮影撮影撮影撮 で利で利で利で利用さ用さ用さ用さ用 れてれてれてれていまいまいまいます。す。す。す。す「C「C「CCCooooooooool l
JaJaJaJapapapapap n nnnn AwAwAwAwAwarararra d2d2d2d2010101017」7」7」7 を受を受を受を受を受賞し賞し賞し賞したこたこたこたことでとでとでとでと も知も知も知も知も知られられられれれられていていいいていいていてて
ますますますますま 。。。

大谷大谷大谷寺は寺は寺は、8、8、8101010年弘年弘年弘法大法大法大師に師に師によるよるるるるよるるよる開基開基開基開基開基基基開 ととととととと
いわいわいわれ、れ、れ、本堂本堂本堂は自は自は自自然に然に然に然然然 侵食侵食食侵侵 されされされた石た石た石石石石石石石石石石壁壁壁壁壁壁壁壁
とのとのとの不思不思不思思議な議な議な議 調和調和調和調和調和調 が魅がが魅魅力で力で力力です。す。す。大谷大谷大谷大谷観観観観
音は音は音は音音音 、自、自、自然の然の然のの然 壁壁に壁壁壁に壁にに平安平安平安平安時代時代時代時 初期初期初期初期に彫に彫に彫彫らららら
れたれたれたれたた石仏石仏石仏仏で、で、で、日本日本日本本のシのシのシシルルクルクルクローローードとドとドとと呼ば呼ば呼ば呼
れるれるれるれるれ 千手千手千手千手千手観音観音観音ですですですですす。ぜ。ぜぜぜひ、ひ、ひ、感謝感謝謝の気の気の気持ち持ち持ち
で合で合で合で合合掌し掌し掌し掌しておておておておて 参り参り参りりくだくだだださいさいいさい。。

宇都宮市

通常期間9:00～ 17:00※冬期期間（1月4日～2月28日）は 平日9:30～ 16:30 土日祭日9:0通常期間9:00 17:00 ※冬期期間（1月4日 2月28日）は、平日9:30 16:30、土日祭日9:0通常期間9:00～ 17:00※冬期期間（1月4日～2月28日）は 平日9:30～ 16:30 土日祭日9:00～ 16:3000～ 16:3000 1111116:30 0～ 16:30
※そのほか時期により変動あり 無休 02028-68-665-5 42555 宇都宮宇 市上金井町552-2
動物園・遊園地1400円　 東北自東北自北自動車道動車道車道「宇都宇都「宇都宮IC宮IC宮 」から」から約5分分分約5分

99:39:39:39 0～ 10～ 10～ 16:36:36:30（最0（最0（最終入館終入館終入館は1は16は16:0000） 月曜（月曜（祝日祝日・祝日日・祝 県民の県民の県民の日を除日を除を除日を除除くく）、く）、）く 第4木第4木第4木第4木曜、祝曜、祝曜、祝曜 日の翌日の翌の翌の翌日（土日（土日（土・日曜・日曜日曜の場合の場の場場合の場合の場の を除を除く除くくを ）、
年末年末年年末年末年末年年始、そ始、そ始、そのほかのほかのほか臨時休臨時休臨時休館日あ館日あ館 り ※り ※詳しく詳しくしくはHPはHPPPHPは をご確をごをご確をご確をご確認くだ認くだ認くだ認くだ認 さいささいさいさ 02802828028-65-65-6 9-59-59-59 5555555555 　
宇都宇都宮宇都宇都宮都宮都宮市西川市西川市西川田町5田町5田町567　67　67 展示場展示場展示場：大人：大人大人5505505500円、小円、小円、小小、小円 人（中人（中人（中人（中人人 学生ま学生ま学生生ま学生ま学 まで）2で）2で）2220円20円20円／プラ／プラ／プラ／ ネタリネタリネタリネ ウム：ウム：ウム：大人2大人2大人2大 220円20円20円0円、、、
小人（小人（小人（小人人 中中学生中中学生中学生中 まで）まで）まで）110110110円 ※円 ※円 ※3才以3才以3才以下は無下は無下は無料　料　料　 北関東北関東北関東北関 自動車自動自動自動車動車動車自 道道「壬道「壬道「壬道 壬生IC生IC生IC生IC生 」から」から」から」から約10約10約10約10分分分分

4月～4月～4月～11月11月11月は9:は9:9は 00～00～00～ 17:17:7:1 00（00（00（00（最終入最終入最終入最終入最最 館は1館は1館は1館は116:36:36:36:30）、0）、0）、12月12月12月22 ～ 3月～3月～3月～3月～ は9:は9は9:は9:は 30～30～30～30～ 16:16:16:16 30（30（30（3 最終入最終入最終入最終終 館は1館は1は1は116:06:06:06:00）0）0）0）
4月～4月～4月～11月11月11月は無休は無休休は無休休休、12、12、12月月～3月～3月～3月～3月～3月～ 月は火月月は火月は火月は火月 曜（祝曜（祝曜（祝曜（祝曜（祝日の場日の場日の場日の場日の 合は翌合は翌合は翌合は翌合 日）、日）、日）、、12月12月12月12月27日27日27日～1月～1月1月1日、1日、日、1 その他その他そ 臨時休臨時休臨時休臨時休臨時 館あり館あり館あり館あり　
02802828-65-6-6552-12-123223223 　 宇都宮宇都宮宇都宮市大市大谷市大谷大谷谷大市大谷町90町90町90町90町990099　9　9　9 8008008000円円円円 JR宇JR宇JR宇JJ 都宮線都宮線都宮線都宮線で「宇で「宇で「宇で「宇都宮」都宮」都宮」下車、下車、下車、関東バ関東バ東東 ス乗車ス乗車、「資、「資料館入料館入館入口」下口」下口」下車、徒車、徒徒徒車、徒車、徒歩約歩約歩約5約5約5約 分分分分

4月～～～～9月は9月は9 8:38:3330～ 10～ 10～ 10 6:36:36:30、10、10、10 0月～0月～3月は3月は月は月 9:09:09:00～ 10～ 10～ 6:36:36:30　0　0000　000
木曜（祝日は祝日は祝日は日は営業）営業）営業 、12、12、1212月26月26月26月 日～3日～3日日 1日1日日
028-652-01288 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮市大谷市大谷市大谷大谷市大谷町11町11町11町1198　98　9898　 500500500500円円円円円円円円
JR宇都宮線で「宇都宮」下車、関東ババス乗車ス乗車乗車 「大、「大「大、「大谷谷谷谷谷観音谷観音観音音谷観音前前前」下前」下車 徒車、徒歩約3歩約3333分分分分分分

ニ
ふたあらふたあらふたあらふたあらふたふたあふたふたあふたふたあらふたあらふたあらふたあらふたあらふたあふたあらふたあらふたふふたふたあふたたたあらたたたたふたふふ やまじんやまじんやまじんやまじんやまじんやまじんやまじんやまじんやまじんやまじんやまじんやまじんやまじんややまやややまじんやややまじんやまじやまじんやや じゃだいじゃだいじゃだいじゃだいじゃだいじゃだいじゃだいじゃだいじゃだいゃだいゃだいゃだいじゃだいゃだゃだゃゃゃゃゃ だいかぐだいかぐだいかぐだいかだいかぐだいかぐだいかぐいかぐだいかぐだいかぐだいかぐだいかかだいかだいかぐいかだいかかかかかかかかかかかかかかだ かかかかかかかいかか ららららららららららららら

荒山神社太々神楽

江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸江江戸江江江戸時代時代時代時代時代時代時代時代時時代時時代時時時時 中頃中頃中頃中頃中頃中頃頃頃中頃中頃中頃中頃中頃中頃頃からからからからからからからからからからからからからかからか 続い続い続い続い続い続い続い続い続い続い続い続続い続い続続続続続い続続 ていていていていていていていていてていていいていいいいていいいていいる上る上る上る上る上る上る上る上る上る上る上る上るるる上る上る上る上るるるるるるる上上る上演奉演奉演奉演奉演奉演奉演奉演奉演奉演奉演奉演奉演奉演奉演奉演奉演
納神納神納神納神納神納神納神納神納納納神納神納神納神納神納納納納 楽。楽。楽。楽。楽。楽。楽。楽。楽楽。楽。楽。楽。楽。楽楽。楽楽楽楽 舞1舞1舞1舞1舞1舞1舞1舞1舞1舞1舞1舞1舞舞 8種8種8種8種8種8種種種8種8種8種8種8種種種種種、舞、舞、舞、舞、舞、舞舞、舞、舞舞舞、舞舞舞舞舞、舞舞面4面4面4面4面4面4面4面4面4面4面44面面面面面 0種0種0種0種0種0種種0種0種0種0種種0種種種と市と市と市と市と市と市と市と市と市と市市と市と市市市とと市と市と市と市ととととととと市内内内内内内内内内内内内内内内内内
の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神神神の神の神神神神神神神神神神楽の楽の楽の楽の楽の楽の楽の楽の楽の楽の楽の楽の楽のの楽楽の楽楽の楽の楽の中で中で中で中で中で中で中で中で中中で中中で中で中で中でで中でで中でで最大最大最大最大最大最大最大最最大最大最大最大最最最大最最最大最大最最大最大最大最最最最大最最最最最最最最最最 の規の規の規の規の規の規の規の規の規の規の規の規の規の規ののの規の規のの規のの規ののの規模を模を模を模を模を模を模を模を模を模を模を模を模を模を模をを模を模模 誇っ誇っ誇っ誇っ誇っ誇っ誇っ誇っ誇っ誇っ誇っ誇っ誇っっっておておておておておておておてておてててててておて
り、り、りり、り、り、りり、り、り、りりり 宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都都宇都宇都宇都都宇都宇都宇宇 宮市宮市宮市宮市宮市宮市宮市宮市宮市宮市宮宮宮宮 無形無形無形無形無形無形無形無形無形無形無形無形無形無形無無無無形無無無形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文文化化化化化化化財に財に財に財に財に財に財に財に財に財に財に財に財に財に財にに財に財にに財に指定指定指定指定指定指定指定指定指定指定指定指定指定指定指定指定定指定指定定定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さささささ
ていていていていていていていていていていていていていてていいていてていていてててててててててて ますますますますますすますますますますますますますまますままます。娯。娯。娯。娯。娯。娯。娯。娯。娯。娯。娯。娯娯。娯。娯。娯娯娯娯娯娯娯娯娯娯。娯娯娯。娯娯娯娯娯楽の楽の楽の楽の楽の楽の楽の楽楽楽楽の楽の楽の楽の楽の楽の楽の楽の楽楽楽の楽の楽の楽ののの少な少な少なな少な少な少な少な少な少な少な少なな少なななな少な少 かっかっかっかっかっかっかっかっかっかかっっかっった時た時た時た時た時た時た時た時た時た時た時たたた時た時た 代代代代代、代代、代、代、代代代代、代、代、代、代、
神楽神楽神楽神楽神楽神楽神楽神楽神楽神楽神楽神楽楽神楽楽は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人はは人は人ははは人人は 々の々の々の々の々々々の々の々の々の々々の々の々の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し楽ししみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみののみのみのみののののひとひとひとひとひとひとひひとひとひひとひひとひひひひ つでつでつでつでつでつでつでつでつでつでつでつででつでつでつでつつつつつ 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たしたたしたしたた。。。。。。。。。。。

1月28日

開催時間 10101010101010101011101111001000101010:00:00:00:00:00:0000:0000:0000000:0000 ～ 15～ 15～ 15～ 15～ 15～ 15～ 15～ 15～ 15～ 15～ 15～ 15～ 151～ 15～～～～～～ :00:0000000:00:00000:000000000:000000000
開催場所 ニ荒ニ荒ニ荒ニ荒ニ荒ニ荒ニ荒ニ荒ニ荒ニ荒ニ荒ニ荒ニ荒ニニ荒ニ荒ニ荒ニ荒ニ 山神社山神社山神社山神社山神社山神社山神社山神社山神社山神社山神社山神社山神社神社山神社山神山神社山神社社神神山神神山神神山山山山神 　 02020202020200220228-68-68-68-68-68-68-68-68-6-68 22-22-22-22-22-22-22-2-22-222 5275275272727272772752752752752727527527777771111111111111
（ニ荒（ニ荒（ニ荒（ニ荒（ニ荒（ニ（ニ荒（ニ荒（ニ荒（ニ荒（ニ荒（ニ荒（ニ荒（ニ荒（ニ荒（ニ荒（ニ荒（ニ荒（ニ荒（（ニ荒ニ（（ 荒荒荒荒荒山神社山神社山神社山神社山神社山神山神山山神社山神社山神社山神社山山神山神社山神山山神社山神社山神神山神社神神神山神社神山神社社）））））））））） 東武宇東武宇東武宇東武宇東武宇東武宇東武宇東武宇東武宇東武宇東武宇東武宇東武宇東武宇東武宇武東武東武宇東東東 都宮線都宮線都宮線都宮線都宮線都宮線都宮線都宮線都宮線都宮線都宮線都宮線都宮線線都宮線都宮線都宮線都都 でででででででででででででででででで
「東武「東武「東武「東武「東武東武「東武東武「東武東武「東武「東武武「 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮都宮宇都宮宇都宮宮宮宇都宮宮宮都宮」下車」下車」下車」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下下車、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩、徒歩徒歩、徒歩、徒歩、徒歩徒、徒歩、徒歩、徒歩、 約10約10約10約10約10約10約10約10約10約10約約10約1約10約10約約10約10約約約約約 分分分分分分分分分分分分分分分分分分分

春
おたりやおたりやおたりやおたりやおたりやおたりやりやたりやたりやおたりやおたりりやおたりやたりやりりりりや

渡祭

1月15日

宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇都宇宇都宇都宇都宇都宇都都宇都宇都都都都都都宮市宮市宮市宮市宮市宮市宮市宮市宮市宮市宮市宮市宮市宮市宮市宮宮市市民民に民に民に民に民に民に民に民に民に民に民に民に民にに民に民民民民 正月正月正月正月正月正月正月正月正月正月正月正月正月正月月正正正正正 の終の終の終の終の終の終の終の終の終の終の終の終の終の終の終終終終の終の終終終の終終終ののの わりわりわりわりわりわりわりわりわりわりわりわりりりりを告を告を告を告を告を告を告を告を告を告告を告を告告ををを げるげるげるげるげるげるげるげるげるげるげるげるげるげるげげるるるげるげるるるげげるげるるるるるるる
夜祭夜祭夜祭夜祭夜祭夜祭夜祭夜祭夜祭夜祭夜祭夜祭夜祭夜祭夜祭夜祭祭夜祭夜祭夜祭夜夜夜夜夜夜 。宇。宇。宇。宇。宇。宇。宇。宇。宇。宇。宇。宇宇。宇。宇宇宇宇宇。宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇都宮都宮都宮都宮都宮都宮都宮都宮都宮都宮都都宮都宮都宮都宮宮都宮都宮宮都宮都都都都都都都都都都 市指市指市指市指市指市指市指市指市指市指市市指市市市指市市指市市市市指市市市市市市市市市市市 定文定文定文定文定文定文定文定文文定文定文文定文文文文文文定 化財化財化財化財化財化財化財化財化財化財化財化財化財化財財財の田の田の田の田の田の田の田の田ののの田の田の田田のの田の 楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽
舞が舞が舞が舞が舞が舞が舞が舞が舞が舞が舞が舞が舞舞舞が舞が舞が舞舞舞舞 奉納奉納奉納奉納奉納奉納奉納奉納奉納納奉納納納納納奉納奉納奉納納されされされされされされされされされされされされれれれれされれ、神、神、神、神、神神神、神神神、神、神神、神、神神神神神輿の輿の輿の輿の輿の輿の輿の輿のの輿の輿の輿のの輿の輿の輿の輿のののの渡御渡御渡御渡御渡御渡御渡御渡御渡御渡御渡御渡御渡御渡御渡御渡御渡御渡渡御御御があがあがあがあがあがあがあがあががあがあがあがああがあがあがあがあがあがががあががががががががががががが りまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりりり
す。す。す。す。す。す。す。す。す。すす。す。すすす。お守お守お守お守お守お守お守お守お守守守お守お守お守お守守お守おおお守守守りをりをりをりをりをりりをりをりをりをりをりりを焚き焚き焚き焚き焚き焚き焚き焚き焚き焚き焚焚き焚き焚き焚焚き焚焚 上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上上げげげげげげげげる「る「る「る「る「る「る「る「る「る「る「るる「るるる お焚お焚お焚お焚お焚お焚お焚お焚お焚焚お焚焚お焚焚焚焚焚お き上き上き上き上き上き上き上き上き上き上き上き上きき上き上きき上上き上ききききききき上きき げ」げ」げ」げ」げ」げ」げ」げ」げげげ」げげげ」げ」げげ」げげげげ
も行もも行も行も行も行も行も行も行も行も行も行も行も行も行も行行も行も行もも行もももももももも われわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわわれわれわわれれれれ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、ここ、こ、ここここの煙の煙の煙の煙の煙の煙の煙のの煙の煙の煙の煙のの煙ののののののの煙にあにあにあにあにあにあにあにあにににあににあにに たるたるたるたるたるたるたるたるたるたるたるるたるるるたるた と、と、と、と、と、と、とと、と、とと、とと、と、と、とととと 家内家内家内家内家内家内家内家内家内家家家家家家家内家内家家家
安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安安安安全安安全安安安安安安安安安全や無や無や無や無や無や無や無や無や無や無や無や無やや無や無やややや無や無無無や 病息病息病息病息病息病息病息病息息病息病息病息息病息病息病息息病息息息病息息災な災な災な災な災な災な災なな災な災な災災な災災ななな災などどのどのどのどのどのどのどのどのどのどどどどのどのどど ご利ご利ご利ご利ご利ご利ご利ご利ご利ご利ごご 益が益が益が益が益が益が益が益が益が益が益益があるあるあるあるあるあるあるああああるあある
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