東那須野公園（那須塩原市）本文Ｐ. ８
ちゅうさんかん

中山間とは ･ ･ ･
山あいに田畑が広がる昔ながら
の農山村地域です。
四季折々の豊かな自然と美味し
い水や食料の供給源であり、洪水
などを防いでくれています。

万葉自然公園かたくりの里（佐野市）
本文Ｐ.３

ふるさと
かわら版
２
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栃木県中山間地域活性化推進協議会
広 報 誌（１２市町）
佐野市･鹿沼市･日光市･
大田原市 ･ 矢板市 ･ 那
須塩原市･那須烏山市･
西方町･茂木町･塩谷町･
那須町･那珂川町

花だよ り・
まつ り情報

那珂川町の花だより・まつり
町 URL

http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/

花の風まつり２０１１

乾徳寺の白藤

馬頭公園の桜

の花だより・まつり

市 URL

http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/

西山辰街道の大桜

推定樹齢 350 年のヤマザクラ。辰街道（将軍道）の傍らに立ち、八幡太郎
義家が奥州征伐のため辰街道を通り、人馬を休めた際に桜の鞭を挿したもの
が根付いて成長したという言い伝えがあり、「義家桜」として親しまれてい
る。
時 期／４月中旬
場 所／栃木県那須烏山市八ヶ代 928‑2
問い合わせ／那須烏山市役所生涯学習課
 ０２８７−８８−６２２３
2

町ＵＲＬ

http://www.town.motegi.tochigi.jp/

茂木町さくらマップ

花の風まつりには、メイン会場がありません。
３つの美術館は元より、お寺・商店や民家の軒先、川岸や池のほとりなど 70 数箇所で同時開催される
小さなお祭りやおもてなしの集合イベントです。
陶芸、竹芸、絵画、彫刻、書など大小の展覧会、押し花やフラワーアレージメントの体験、白藤の下
でのお茶会やコンサート、自然体験等々が開催され、公共施設や商店のほか、民家の軒先が無料の休憩
処となって、来られた方々をおもてなしいたします。
あっちで笑い！こっちで感動！そして疲れたら温泉でひと休み。
あなたもひとつの花となって那珂川町の風に吹かれてみてください。
期 間／ゴールデンウィーク中
場 所／那珂川町全域
問い合わせ／花の風まつり実行委員会
ホームページ http://ludens.in/hana‑kaze/
【乾徳寺の白藤】
馬頭広重美術館北側にあるお寺では、樹齢 200 年の白藤が 4 月下旬より 5 月上
旬にかけて見ごろを迎え、真白な花房はやや大きく、香りが境内いっぱいに漂い
ます。
時 期／ゴールデンウィーク中
場 所／乾徳寺（馬頭広重美術館北側）
【馬頭公園の桜】
時 期／４月上旬
場 所／国道２９３号線沿 那珂川町馬頭市街
 ０２８７−９２−５７５７
問い合わせ／那珂川町観光センター
【カタクリ山公園】
雑木林３ｈａに１００万株のカタクリが群生しており、関東地方で
は最大規模の彩りです。
時 期／３月下旬〜４月上旬
場 所／国道２９３号線沿 那珂川町三輪地内
 ０２８７−９２−５７５７
問い合わせ／那珂川町観光センター
見
頃／３月下旬〜４月中旬
カタクリ山公園

那須烏山市

茂木町の花だより・まつり

４月上旬〜中旬にかけて、茂木町ではさくらが見ごろになります。春の陽気に誘われて、
茂木町を散策してみてはいかがでしょうか。
時 期／４月上旬〜中旬
問い合わせ／茂木町商工観光課
 ０２８５−６３−５６４４

千本城址のさくら

城山公園のさくら

西方町

の花だより・まつり

和の道のさくら並木

さくらマップ

町 URL http://www.town.nishikata.tochigi.jp/

金崎のさくらまつり

金崎のさくらは、大正１４年（1925 年）に皇太子（昭和天皇）
のご成婚記念として、金崎の青年団の手によって植えられました。
思川堤防沿いに約１㎞に植栽されている１６０本の桜の木が４月
上旬頃に見ごろとなり、毎年県内外から多くの人達が訪れて桜の
下で春を満喫しています。
時 期／４月上旬
場 所／思川河川敷
交通手段／東武金崎駅より徒歩５分
問い合わせ／西方町産業振興課商工観光係
 ０２８２−９２−０３１６

佐野市

の花だより・まつり

市 URL http://www.city.sano.lg.jp/

万葉自然公園かたくりの里

万葉集にも詠まれた三毳山の北斜面に、およそ１５０万株のカタクリの群生を見る
ことができます。
また、開花期に合わせて茶席や絵の展示などのイベントが行われます。
時 期／ 3 月中旬〜 4 月上旬
場 所／万葉自然公園かたくりの里 町谷町１１２−１
問い合わせ／佐野市観光課
 ０２８３−２７−３０１１

佐柄見の桜 ( さがらみのさくら )
秋山川の堤防に咲く、写真家に
人気の桜です。山と川が背景のた
め満開時には多くの写真家が集ま
ります。
（田園風景百選認定地「佐野市牧町」）
時 期／４月上旬
場 所／牧町 秋山川堤防 問い合わせ／佐野市観光課
 ０２８３−２７−３０１１

秋山の枝垂桜
秋山町の古代生活体験村の南にあり、
地元では関場の枝垂桜と呼ばれてい
ます。樹齢は約３５０年といわれ、高
さ２０ｍ、
枝張り南北２０ｍの大樹です。
時 期／４月上旬
場 所／秋山町 古代生活体験村の南
問い合わせ／佐野市観光課
 ０２８３−２７−３０１１
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那須町の花だより・まつり
町 URL

http://www.town.nasu.lg.jp/

芦野御殿山のさくら
御殿山は芦野氏の陣屋跡の通称で
桜ヶ城とも呼ばれ、山肌一面に桜が
植えられています。
桜の時期には一帯がライトアップ
され、夜桜が楽しめ、４月中旬には
桜まつりと「那須ヨサコイ祭り ｉｎ
那須」が開催されます。（田園風景百選認定地「那須町芦野」）
問い合わせ／那須町観光商工課
 ０２８７−７２−６９１８

花だよ り・
まつ り情報

八幡のつつじ
２３ｈａの敷地に２０万本の
ヤマツツジ、レンゲツツジが咲
き誇り、地区一帯が真っ赤に染
まります。
県のかおり風景百選にも選ば
れており、また遊歩道として木
道が整備されていますので、散策には最適です。
問い合わせ／那須町観光商工課
 ０２８７−７２−６９１８

市ＵＲＬ

http://www.city.yaita.tochigi.jp/

春のお花見スポット
【矢板武記念館のシダレザクラ】
矢板武記念館の庭園内にある樹齢１７０年のシダレザクラは矢板市の天然記念物に
指定され、樹形、樹勢、花付きともに市内第一の銘木です。開花時期にはライトアッ
プを実施します。
時 期／３月下旬〜４月初旬頃

場 所／矢板武記念館（矢板市本町１５−３）

開館時間／ 9:30 〜 16:00（4 月〜 10 月）
・10:00 〜 15:00（11 月〜 3 月）
※ライトアップ期間（問い合わせ下さい）は２１時まで開館
休 館 日／月・火曜日（この日が休日の場合はその翌日）
、祝日の翌日（土・日・祝日の場合は開館）
入 館 料／一般１００円、小・中学生５０円

道の駅東山道伊王野「五月まつり」
道に駅東山道伊王野は、新鮮な野菜とおいしいお蕎麦が評判の道の駅です。
東山道伊王野では毎年、五月まつりを開催しております。
物産センターの当りレシートや食堂で食事をした方の福引大会や鮎の稚魚放流を実施してい
ます。
ご家族でぜひご来場ください。
時 期／５月４日（水）雨天決行
場 所／那須町大字伊王野 「道の駅 東山道伊王野」
問い合わせ／道の駅 東山道伊王野
 ０２８７−７５−０６５３ FAX ０２８７−７５−０６６５

矢板市の花だより・まつり

問い合わせ／矢板市生涯学習課

※駐車場は矢板市役所駐車場をご利用ください。

 ０２８７−４３−６２１８

矢板武記念館

 ０２８７−４３−００３２

【御前原公園のサクラ】
御前原公園は、平安末期から鎌倉初期の居城跡です。公園内にある約１８０本のサクラが
咲き競います。
時

期／４月上旬〜中旬

場

所／御前原公園（矢板市早川町１７４−５）

問い合わせ／矢板市観光協会



０２８７−４３−０２７２



０２８７−４３−６２１１

矢板市商工林業観光課

【長峰公園のサクラ・ツツジ】

日光市の花だより・まつり

○サクラ
ＪＲ矢板駅の北東約６００ｍの位置にある公園内に、大小約１５０本のサクラが咲き
乱れます。芝生広場を囲むシバザクラ（１ , ８００㎡、４５ , ０００株）の花壇ととも
に公園全体をピンク色に染めます。開花時期はナイター設備でライトアップされ、昼夜
を問わずお花見やウォーキングの人たちの目を楽しませてくれます。

市 URL

http://www.city.nikko.lg.jp/

春のお花見スポット
春の日光は花の宝庫です。春先から初夏にかけてさまざまな花が咲き誇ります。
特に４月から６月にかけて咲くツツジはおすすめです。日光は全国的にも知られたツツジの名所でもあり、色と
りどりのツツジが楽しめます。
中でもゴールデンウィークのころにいっせいに花が開き、山一面がピンク色に染まる月山や、霧降高原道路入口
付近一帯に広がるツツジの大群生地、竜頭ノ滝のトウゴクミツバツツジは有名です。
そのほか日光市内全域でツツジを見ることできます。地域によって見頃が異なるのでご注意ください。
他にも美しい花がいっぱいの日光市へぜひお越しください。
時
期
①川治温泉平方山周辺のヤシオツツジ
４月上旬〜中旬
竜頭ノ滝の
②備前楯山のヤシオツツジ
４月下旬〜５月上旬
トウゴクミツバツツジ
③月山のヤシオツツジ
５月上旬
④竜頭ノ滝のトウゴクミツバツツジ
５月下旬〜６月上旬
月山のヤシオツツジ
⑤霧降高原のつつじガ丘のヤシオツツジ
５月中旬
問い合わせ／日光市観光振興課・日光地区観光協会連合会
 ０２８８−２１−５１７０
ＵＲＬ http://www.nikko‑kankou.org/index.shtml
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時

期／４月上旬〜中旬

○ツツジ
約３ , ０００株のヤマツツジが公園全体を真っ赤に染めます。
また、アカヤシオツツジやクルメツツジなど、ヤマツツジ以外のツツジを楽しむことも
できます。シンボルタワーからは、遠く高原山、日光連山を望むことができます。
時

期／４月下旬〜５月上旬

場

所／長峰公園（矢板市中４１６−１）

問い合わせ／矢板市観光協会



０２８７−４３−０２７２



０２８７−４３−６２１１

矢板市商工林業観光課

【八方ヶ原のツツジ】
八方ヶ原は、高原山の東中腹に広がる標高１，０００〜１，２００ｍの大地です。５月下旬〜６月中旬にかけて、
約２０万株のレンゲツツジの群生があたりを朱色に染めます。レンゲツツジのほかにアカヤシオツツジ（５月上旬）、
トウゴクミツバツツジ（５月中旬）、シロヤシオ（５月下旬）、ヤマツツジ（５月下旬〜６月上旬）なども楽しめます。
大間々の展望台からは那須連山はもちろん、関東平野が一望に見渡せます。
時

期／５月下旬〜６月中旬

場

所／八方ヶ原（矢板市下伊佐野９９１−３）

※レンゲツツジの最盛期には、学校平から大間々までの道路が大変混雑します。
問い合わせ／矢板市観光協会
矢板市商工林業観光課



０２８７−４３−０２７２



０２８７−４３−６２１１
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人と自然がふれあうやすら ぎのまち
〜栃木県

◆花だより・まつり

市ＵＲＬ http://www.city.nasushiobara.lg.jp/

◆那須塩原ブランド
那須塩原ブランドとは、地域産業の活性化と知名度向上をはかるため、那須塩原らしさ、独自性、信頼性、安定性など
の認定基準に基づき、那須塩原市農観商工連携推進協議会が認定した商品です。
生産者のたっぷりの愛情とこだわりで作られた那須塩原ブランドを、那須塩原にお越しの際にぜひお買い求めください。

さくら祭り
黒磯公園から那珂川河畔公園の周辺はさくらの名所です。園内には
３００本を越えるさくら（ソメイヨシノ、サトザクラ、ヤエザクラ）
があり、開花時期には見事な姿を見せてくれます。散策を楽しむもよ
し、さくらの花の下で杯を傾けるもよし。思い思いの時間をすごして
ください。
まつり期間中は、夜間はボンボリに明かりが灯り、夜桜を楽しむこ
とができます。
時 期／４月上旬〜中旬
場 所／黒磯公園
問い合わせ 那須塩原市商工会  ０２８７−６２−０３７３

那須 塩原市〜

那須塩原市

さくら祭り

商品名：那須ラーメン
「四代目がんこラーメン」
事業者名：(有)菊地市郎商店

商品名：自然耕米
事業者名：(有)ナスアグリ

商品名：赤松材の経木
事業者名：島倉産業㈱

東那須野公園のスイセン
東那須野公園は見晴らしもよく那須連山をはじめ那須野ヶ原が一
望できます。
ラッパ水仙やその他の花は、地域の団体やボランティアの植栽に
より毎年増えており、今では約７０，０００株咲いています。
時 期／３月下旬〜４月上旬
場 所／東那須野公園
問い合わせ／（財）那須塩原市施設振興公社
 ０２８７−６２−７６００

商品名：パスチャライズド牛乳
「那須塩原」
事業者名：新生酪農㈱

商品名：千本松牧場プレミアムアイスクリーム
「ミレピーニ」
事業者名：ホウライ㈱

商品名：千本松牧場牛乳
事業者名：ホウライ㈱

東那須野公園

塩原温泉ぼたん祭り
商品名：味恋とまと
事業者名：高松農園

印
が目
これ

一年で最も爽やかな季節。３０００株を超える色とりどりの「ぼ
たん」が花を付け、妙雲寺の境内をうめつくします。その艶やかで
美しい姿は訪れる人の心を癒してくれます。
時 期／５月８日〜５月３１日
場 所／妙雲寺
入園料／２００円〜４００円
（開花の状況により異なります）
問い合わせ／塩原温泉観光協会
 ０２８７−３２−４０００
ぼたん祭り

8

!！

商品名：高原ほうれんそう
事業者名：塩原高原野菜生産出荷組合

商品名：ＮＡＳＵ ＷＩＮＥ
事業者名：渡邊葡萄園醸造

那須塩原ブランドマーク
那須塩原ブランドの目印として、親しみやすく記憶に残る事を第一に考えました。「太
鼓判」とすることで、親しみと力強さが伝わるものと考えます。那須塩原を代表する「牛」
をキャラクター化し、多少いかめしい顔つきで、牛の手形（ひづめ）の印判を「太鼓判」
として押し、厳しく選定したことをユーモラスに表現しています。
那須塩原ブランドともどもよろしくお願いします。

9

佐野市 の 話題

茂木町 の 話題
おとめミルクは、注文を受けてから、茂木町産のいちごをお客様の目の前でフレッシュミルクアイス
と混ぜ合わせる「道の駅もてぎ」人気№１アイスです。
ゆずの香は、茂木町産のゆず果汁（１０％未満）を使った「道の駅もてぎ」限定販売のゆずジュース
です。茂木町のゆず果汁は、丁寧に皮ごと手で搾っているため、苦みがなく、香りが高いのが特徴です。

● 佐野名物（食べ物編）
【しんこまんじゅう】
米粉で作られたまんじゅうで、赤と緑の小さな花びら
模様がついている。しんこ（新粉）とは、精白したうる

問い合わせ／道の駅もてぎ
 ０２８５−６３−５６７１
FAX ０２８５−６３−５６８１

ち米を乾燥させて粉にしたもの。
一瓶塚稲荷神社の初午祭で売られていたもので、初午
祭が３００年以上の歴史を持っていることから、しんこ
まんじゅうの歴史もそれと同じくらいと推測される。ま
たそのことから信仰まんじゅうともいわれ、それを食べ
ると無病息災で過ごせるという言い伝えがある。

ゆずの香

おとめミルク

【耳うどん（郷土料理）】

矢板市 の 話題

佐野市の仙波地区に伝わる郷土料理で、正月の三が日料理で
あり、また来客用のもてなし料理としても食べられている。
「鬼の耳」に見立てたこのうどんを食べると、「我が家の話を
鬼に聞かれないので、その年は無病息災で過ごせる」とか「悪

● 道の駅やいた

い話が聞こえてこないので、近所付き合いが円満にいく」など

平成２３年３月２６日（土） グランドオープン！！
【農産物直売所 旬鮮やいた】
しゅんせん

の言い伝えがある。
至西那須野
塩原ＩＣ

矢板市の農家で心を込めて育てられた、新鮮なリンゴ
やいちご、しいたけ、花などはもちろん、おいしいお米
を販売します。農産物のほか、美味しい地酒やお菓子な

また、お姫様の形にも似ていることから「姫うどん」とも呼

至那須塩原

ばれている。
至大田原市

東北自動車道

至黒磯駅

１．通常のうどんと同じ要領で伸ばした生地を小さく四角

矢板市役所

至日光市

ど地産地消にこだわった商品をたくさん紹介しますので、

矢板駅

（マッチ箱程度の大きさ）に切り、耳の形に折る。（上辺の角を左前になるように合わせ、下辺を裏
側に折り返す）

ぜひお越し下さい。

【農村レストラン

【耳うどんの作り方】

２．折ったものをお湯で茹でる。

つつじ亭】

３．汁を作る。（だし汁に鶏肉やねぎ、人参等の野菜を加える）

地元産の新鮮な野菜を使って、地元の農家のお母さん

４．茹で上がった耳うどんを汁に入れ煮込む

たちが愛情を込めて、美味しい料理に仕上げました。な
つかしいおふくろの味をご賞味ください。また、矢板市
限定「りんごのソフトクリーム」も絶品！
問い合わせ／矢板市道の駅エコモデルハウス

 ０２８７−４０−０６６１

至矢板ＩＣ

至宇都宮駅
至さくら

矢板市矢板１１４−２
・東北自動車道「矢板ＩＣ」より約１０分

マッチ箱大に切る

右上の角が前になるように
折り重ねる

下辺を裏側に折り返す

餃子の街

宇都宮ベジフル街道 （宇都宮市）

全国ブランドの宇都宮餃子やトップクラスのバーテンダーが腕をふるうカクテル。
新鮮なトマトやいちご、梨などのベジタブル＆フルーツ。
「餃子の街 宇都宮ベジフル街道」は昼はファミリーで、夜は大人が楽しめる多彩な『食』の魅力が満載です。
日替わりで様々な店舗の餃子を楽しめ、餃子作り（要予約）の体験もできる「来らっせ」、ライトアップ
された巨大な地下空
間の「大谷資料館」、
宇都宮オリジナルカ
クテルが味わえるカ
クテルバーなどで一
日を通してお楽しみ
ください。
大谷資料館
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

八方が原／矢板市
矢板武記念館／矢板市
長峰公園／矢板市
御前原公園／矢板市
城山公園／茂木町
千本城址／茂木町
和の道／茂木町
川治温泉平方山／日光市
備前楯山／日光市
月山／日光市
竜頭ノ滝／日光市
霧降高原／日光市
あわの城山公園／鹿沼市
千手山公園／鹿沼市
黒磯公園／那須塩原市
妙雲寺／那須塩原市
東那須野公園／那須塩原市
西中辰街道の大桜／那須鳥山市
水芭蕉／大田原市
西行桜／大田原市
磯上の山桜／大田原市
経塚稲荷神社のヒガンザクラ／大田原市
金崎のさくら／西方町
乾徳寺の白藤／那珂川町
道の駅東山道伊王野／那須町
芦野御殿山／那須町
八幡のつつじ／那須町
万葉自然公園かたくりの里／佐野市
佐柄見の桜／佐野市
秋山の枝垂桜／佐野市
大平崎公園／塩谷町

～掲載場所案内～

16

31

栃木市

栃木県中山間地域活性化推進協議会ＵＲＬ :http://www.tochinoki.jp「とちぎ中山間散策」
事務局 茂木町、鹿沼市、那珂川町、栃木県農政部農村振興課（℡ 028‑623‑2334）
発行日 平成２３年２月 ご意見・ご感想をお聞かせください。
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