


日光 めぐりの滝
Visit around Nikko waterfalls

鬼怒川・
川治

「日光四十八滝」の言葉がありますが、
実際にはそれ以上の滝が存在する日光は、
まさに滝の宝庫。
豪快に、また繊細に流れ、
涼しさを誘うその姿は、
夏の季節におすすめです。

涼 をし
さ 求めて

日光

日本を代表する名瀑を近くから見る迫力

日本三大名瀑のひとつに
数えられ、日光では最も有
名な滝。中禅寺湖の水が
高さ97ｍ、幅７ｍの滝と
なって岩壁を豪快に流れ
落ちる眺めは圧巻です。観
爆台からは、水しぶきが爆
音と共に舞う迫力ある姿を
鑑賞することができます。  

　日光市中宮祠
8:00～17:00（華厳滝エレベー
ター）※変動の場合あり

ˇ華厳滝エレベーター利用の場合
大人550円

Â0288-22-1525
（日光市観光協会）

ŒJR日光線「日光駅」・東武日光
線「東武日光駅」から湯元温泉
行きまたは中禅寺温泉行きバス
「中禅寺温泉」下車徒歩約５分

華厳ノ滝

日光

霧を降らせるがごとく流れ落ちる滝

日光三名瀑の一つに数えら
れ、高さは上下合わせて75
ｍ。下段の滝が、霧を降らせる
ように水が岩肌に当たり、しぶ
きが舞って流れ落ちるところか
ら、この名がついたといわれて
います。観瀑台から望む、深い
木々に包まれた景観が美しい
です。

　日光市所野（霧降高原） 
Â0288-22-1525
（日光市観光協会）

ŒJR日光線「日光駅」・東武日光線
「東武日光駅」から霧降高原行きま
たは大笹牧場行きバス「霧降の
滝」下車徒歩約10分

霧降ノ滝

日光

岩肌を滑らかに流れ落ちる優美な滝 

湯ノ湖から流れる高さ70m、
長さ110mの滝。湯滝の上か
ら滝壺近くの観瀑台までは歩
いていくことができ、爽快なハ
イキング気分に。観瀑台から
は深緑に包まれた末広がりの
純白の滝が美しく、流れ落ち
る姿を間近で眺められます。  

　日光市湯元 
Â0288-22-1525
（日光市観光協会）

ŒJR日光線「日光駅」・東武日光線
「東武日光駅」から湯元温泉行き
バス「湯滝入口」下車徒歩約5分

湯滝

木 の々中に流れる姿は白蛇のよう 

県道23号を川治ダムから川俣方
面に向かい、瀬戸合峡手前の左側
に見ることができる滝。こんもりと茂
る木々の中を白く流れ落ちる姿は、
新緑や紅葉の季節には一幅の絵
のよう。流れる姿が蛇のようであるこ
とから名が付きました。

　日光市若間
Â0288-22-1525（日光市観光協会）
Œ東武鬼怒川線「鬼怒川温泉駅」から女夫渕

行きバス「蛇王の滝」下車すぐで見学が可能 

蛇王の滝

湯西川・
川俣・
奥鬼怒

湯西川・
川俣・
奥鬼怒

50ｍの断崖絶壁を垂直に流れ落ちる

滝の周りの岩がハート型に見える滝。
遠くから眺望することになりますが、深
い緑につつまれ、岩壁から流れ落ちる
一直線の滝がなんとも簡素だが、とて
も趣のある姿と言えるでしょう。  

　日光市日蔭
Â0288-22-1525（日光市観光協会）
Œ東武鬼怒川線「鬼怒川温泉駅」から女夫渕行き

バス「栗山総合支所前」下車すぐで見学可能

唐滝 

光によって虹が現れる神秘の滝

たくさんの緑に囲まれ夏でも涼し
い龍王峡にあり、虹見の滝とい
う名の通り、晴れた日には太陽
が滝に降り注ぎ、光の屈折に
よって虹を見ることができます。
マイナスイオンを身体いっぱいに
感じることのできる、涼スポット。

　日光市藤原
Â0288-22-1525（日光市観光協会）
Œ野岩鉄道会津鬼怒川龍王峡駅から

徒歩約10分

虹見の滝

足尾

ハイキングを一休み、癒しの清涼感 

古くはその形状から七段の滝とも呼
ばれた滝。庚申山登山口にあり、庚
申山のシンボルとして愛されてきまし
た。すぐ近くまで行くことができます。

　日光市足尾町 
Â0288-22-1525（日光市観光協会）

0288-93-3116（日光市足尾観光課）
ŒJR日光線「日光駅」・東武日光線「東武日
光駅」から足尾方面行きバス「通洞駅」
下車、タクシー約20分で「銀山平」下車
徒歩約1時間10分、またはわたらせ渓谷
鐵道「原向駅」から徒歩約2時間40分

庚申七滝
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日光Play with nature, Nikko

鬼怒川・
川治

豊かな自然に恵まれた日光。
夏ならではの楽しさを
満喫できるスポットがいっぱいです。
自然と一体になって過ごす魅力を
心ゆくまで味わってください。

自然
と戯れる、

日光

日光

湖上から眺める豊かな奥日光の緑

　日光市中宮祠  
9:30～15:30まで1時間毎に出

航※6/18は運休
ˇ一周航路（名所廻り）大人１，２５０円  
Â0288-55-0360
（中禅寺湖機船営業所）

ŒJR日光線「日光駅」・東武日光線
「東武日光駅」から湯元温泉行
きまたは中禅寺温泉行きバス
「中禅寺温泉」下車徒歩約8分、
または湯元温泉行きバス「遊覧
船発着所」下車徒歩すぐ

中禅寺湖クルージング
奥日光の大自然を体感！

湯西川・
川俣・
奥鬼怒

湯西川・
川俣・
奥鬼怒

鬼怒川源流・栗山ツアー

キャンプで作る夏の思い出

銀山平キャンプ場足尾

奥日光の爽やかな風を感じ
ながら遊覧船でゆっくりと
周遊します。豊かな自然に
囲まれ、優美な男体山の姿
を満喫いただけます。

中禅寺湖や鬼怒川などには、水に親しめるア
クティビティーがいっぱい！ラフティング、カ
ヌー、キャニオニング、スタンドアップパドル
ボードなどで、楽しみながら凉を感じられます。

水の流れをダイナミックに体感！

ウォーターアクティビティー

水しぶきがあがる迫力のダイブ！

水陸両用バスで行く

湯西川ダムとダム湖探検ツアー

陸路から水路へダイブする瞬間
は水陸両用バスならではの迫
力満点！ ダムの見学やダム湖の
遊覧が楽しめます。

　①道の駅 湯西川
②湯西川 水の郷

1日4便（7/16～８/28は1日5便）
※6/9・6/23・7/14は運休

ˇ大人3,000円
Â0288-78-0345
（湯西川ダックツアー）

Œ①道の駅湯西川：野岩鉄道会津鬼
怒川線「湯西川温泉駅」から徒歩すぐ
②湯西川水の郷：野岩鉄道会津鬼
怒川線「湯西川温泉駅」から湯西
川温泉行きバス「水の郷観光セン
ター前」下車徒歩約1分

　奥鬼怒温泉、川俣温泉、
家康の里など

Â070-2835-4778
（鬼怒川源流・栗山ツアー実行委員会）
※実施内容やご予約については
こちらをご覧ください。
http://kuritour.jp/

奥鬼怒温泉、川俣温泉、家
康の里など自然が溢れる奥
鬼怒で、トレッキング体験や夜
の星空観察をガイドといっしょ
に楽しめます。

霊峰庚申山の麓にある自然豊かなキャンプ場。バン
ガローも設置されており、近くの国民宿舎「かじか荘」
で入浴もできます。

雄大な自然をゆっくりと巡る

湯西川・
川俣・
奥鬼怒

栗山ふるさとサマーウォーク

　日光市湯西川・
川俣・奥鬼怒地域

ˇ大人1,000円
Â0288-97-1800
（栗山ふるさとサマーウォーク実行委員会）
※まずは、パンフレットをご請求ください。

温泉地が点在する湯西川・川
俣・奥鬼怒地域内を、5kmか
ら17kmの5つのコースで楽し
むウォーキング。汗を流した後
の温泉は格別です。

　日光市足尾町
Â0288-22-1525（日光市観光協会）、

0288-93-3420（国民宿舎〈かじか荘〉）
ŒJR日光線「日光駅」・東武日光線
「東武日光駅」から足尾方面行き
バス「通洞駅」下車タクシー約20
分、またはわたらせ渓谷鐵道「原向
駅」から徒歩約1時間30分

7月30日（土）・31日（日）

　日光市中禅寺湖周辺・鬼怒川流域など
Â0288-22-1525（日光市観光協会）

花カレンダー

花
ズミ
アジサイ
クリンソウ
ワタスゲ
ヒマラヤの青いケシ
コウシンソウ
ニッコウキスゲ
ヤマユリ
ノアザミ
ホザキシモツケ

エリア
日光
鬼怒川・川治
日光
日光
鬼怒川・川治
足尾
日光
今市
日光
日光

P11,12のマップ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

場所
戦場ヶ原、光徳
戊辰街道
千手ヶ浜
戦場ヶ原
上三依水生植物園
庚申山
霧降高原キスゲ平
日光だいや川公園
小田代原
戦場ヶ原、小田代原

見頃
6月上旬～中旬
6月上旬～中旬
6月上旬～下旬
6月上旬～下旬
6月上旬～下旬
6月中旬
6月下旬～7月中旬
7月中旬～下旬
7月中旬～8月上旬
7月中旬～8月中旬

※例年の見頃のため、異なる場合があります。
※シーズン中は市内が渋滞することもありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

コウシンソウ ヒマラヤの青いケシ
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Nikko Summer Resort

中禅寺湖の美しさに魅了された英国の
外交官アーネスト・サトウが、自らの山荘
をこの地に建てたのが1896（明治8）
年。翌年にはイザベラ・バードもこの山荘
に避暑のため滞在し、その景色の素晴ら
しさを綴っています。この山荘はやがて
英国大使館別荘となり、長く利用されま
した。今年の7月から一般公開されます。

日光には、水のある魅力的な風景がいっぱいあります。湖、川、泉、湿原など、さま
ざまな場面での水の風景を、季節ごとの楽しみ方に
あわせたテーマで、１年間紹介していきます。

大山に鎮座する高龗神社は、境内に清流が湧き出てお
り、木々の緑にあふれたところ。夏には今市瀧尾神社と合
同で「日光奇水まつり」を開催します。近くには、杉線香用
の粉を引く大室水車があり、今もゆっくりと回っています。
　日光市大室  Â0288-26-6240（高龗神社）
ŒJR日光線「今市駅」・東武日光線「下今市駅」から温泉保養セン
ター行き市営バス「大室公民館前」下車徒歩約20分

　日光市藤原
Â0288-22-1525（日光市観光協会）

　日光市中宮祠 9:00～17:00 ※開園期間は7月1日～11月30日で、休園日は11月の月曜
日。11月11日～30日は9:00～16:00 ˇ大人200円　※イタリア大使館別荘記念公園との共
通観覧券：大人300円 Â0288-55-0880（日光自然博物館）
ŒJR日光線「日光駅」・東武日光線「東武日光駅」から湯元温泉行きまたは中禅寺温泉行きバス「中禅
寺温泉」下車、半月山行きバスに乗り換え「イタリア大使館別荘記念公園入口」下車徒歩約5分
※半月山行きバスは、7/1～8/31・10/1～11/13運行。中禅寺温泉からは徒歩約30分

水辺で佇み、静寂なひとときを楽しむ

避 暑 地 日 光

旧英国大使館別荘記念公園

19世紀の英国の文化を伝える

日光東照宮

特別行事の予定

日光神橋 1250年 日光山開山 1250年 日光東照宮 御鎮座400年

日光、水のある旅 スタンプラリーイベント＆クチコミキャンペーン外国人が好んだ中禅寺湖の風景

高龗神社と大室水車

徳川家康公がこの地に祀られ、日光
東照宮が創建されて400年目を迎え
ます。長い石段の先には、家康公が
眠る奥宮があるので、ぜひお参りして
ください。昨年春にリニューアルオー
プンした宝物館では、バーチャルリア
リティ映像で陽明門を再現。

水の風景

透き通る 日 光

世
界
遺
産
の
社
寺
の
夏

〜
夏
休
み
の
社
会
科
見
学
〜

世
界
遺
産
の
各
社
寺
に
は
、貴
重
な
資

料
を
保
存
展
示
し
て
い
る
宝
物
館
等
が

あ
り
ま
す
。ま
た
、建
物
の
修
復
工
事
に

伴
い
、修
復
現
場
を
公
開
し
て
い
る
と
こ

ろ
も
あ
る
な
ど
、夏
休
み
の
社
会
科
見

学
に
絶
好
の
ス
ポ
ッ
ト
で
す
。

▲宝物館

日光山輪王寺
勝道上人によって開山されて、1250
年になる日光山。総本堂の三仏堂や
点在するお堂を総称して輪王寺とい
います。三仏堂は現在解体修理中
で、天空回廊から修理現場や眼下の
景色が一望。日本庭園の逍遥園に
隣接して宝物殿があります。

▲三仏堂素屋根の天空回廊から見るパノラマ 

　日光市中宮祠 
Â0288-55-0017（日光二荒山神社中宮祠）
ŒJR日光線「日光駅」・東武日光線「東武日

光駅」から湯元温泉行きバス「二荒山神社
前」下車徒歩約3分

【日光山輪王寺】
　日光市山内  ˇ大人400円 
Â0288-54-0531（日光山輪王寺）
ŒJR日光線「日光駅」・東武日光線「東武日

光駅」から世界遺産めぐりバス「勝道上人
像前」下車徒歩約3分

【日光東照宮】
　日光市山内  ˇ大人1,300円 
Â0288-54-0560（日光東照宮）
ŒJR日光線「日光駅」・東武日光線「東武日

光駅」から世界遺産めぐりバス「表参道」
下車徒歩約5分

日光東照宮にあります国宝「眠り猫」と国重要文化財「神厩舎」の「三猿」を含む8面の猿の彫
刻が6月中旬から塗り直し修理を行います。作業中、元の場所には複製品や写真が置かれます。
また、三猿の修理に関しては境内西回廊で行われ修復作業を間近で見学できるようになる予定で
す。眠り猫が１２月、三猿が来年３月に修理修復予定となっております。お越しの際はご注意ください。

【日光東照宮】
・陽明門東西壁画特別公開 
9月30日（金）まで

Í日光東照宮 陽明門  ˇ大人1,300円

【日光山輪王寺】
・元陽明門 祭祀 風神・雷神像 特別公開 
11月30日（水）まで

Í日光山輪王寺 三仏堂素屋根  ˇ大人400円

・家康公 御位牌 初公開 
11月30日（水）まで

Í日光山輪王寺 大猷院 拝殿 ˇ大人550円

・勝道上人立像公開 
4月29日（金・祝）から
・「吉祥天」初開帳  
7月31日（日）～2017年11月30日（木）

（12月1日～3月31日・6月18日を除く）
Í日光山中禅寺 立木観音  ˇ大人500円

【日光二荒山神社】
・世界文化遺産 「神橋」渡橋特別参拝 
12月31日（土）まで

Í神橋  ˇ一人1,250円（通常参拝は300円）

▶宝物館
8:00～17:00（11/1～3/31は16:00
まで）最終入館は閉館30分前

ˇ大人1,000円 ※東照宮拝観券とのセット
券：大人2,100円

Â0288-54-２５５８（日光東照宮宝物館）

▶宝物殿
8:00～17:00（11/1～3/31は16:00
まで）最終入館は閉館30分前

ˇ大人300円（逍遙園との共通券）
Â0288-54-0531（日光山輪王寺）

8:00～17:00（11/1～3/31は16:00
まで）最終入館は閉館30分前

ˇ大人500円
Â0288-55-0017（日光二荒山神社中宮祠）

日光二荒山神社中宮祠
神橋や本社がある山内地区から離
れて、静かな中禅寺湖畔に鎮座する
日光二荒山神社中宮祠。ご神体で
ある男体山の登拝口となっていま
す。社殿の右手には宝物館があり、
刀剣類や男体山信仰により奉納さ
れた宝物などが展示されています。

▲日光二荒山神社中宮祠

▲高龗神社

※むささび橋からさらに上流の遊歩道は、現在一部通行止の区間がありますので、ご確認ください。

▲大室水車

中禅寺湖畔には、その美しい景観に魅せ
られて、明治中ごろから昭和初期にかけ
て外国人向けの別荘が建てられました。
イギリス、フランス、イタリア、ベルギー、ロ
シア等各国大使館の別荘が建ち並び、
国際避暑地として発展しました。

日光市内の5つのエリアにある「水のある風景」をめぐり、スタンプを集めて応募す
ると、抽選で、日光市内のホテルや旅館で使用できる宿泊クーポン券が当たりま
す。また、「日光、水のある旅ホームページ」に日光の美しい水の風景のコチコミを
すると、抽選で、記念品がプレゼントされるキャンペーンも実施。

日光駅

日光山中禅寺
（立木観音）

中禅寺温泉中禅寺湖
クルージング

中禅寺湖

県立日光
自然博物館

イタリア大使館別荘記念公園入口
英国大使館別荘記念公園

イタリア大使館別荘記念公園

東武日光駅宝物館

華
厳
滝
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

二
荒
山
神
社
前

遊覧船発着所
二荒山神社中宮祠

立木観音
入口

立木
観音前

→

たか  お

4/1〜8/31

二荒山神社の境内に湧出する２つ霊水を本
社神苑内に導いたもので、おいしく飲むこと
ができます。「若返りの水」といわれる、この
霊泉を使ったコーヒーや抹茶を楽しめるあず
まやで、ひと休みしてはいかがですか。
　日光市山内  ˇ大人200円（神苑拝観料）   Â0288-54-0535（日光二荒山神社） 
ŒJR日光線「日光駅」・東武日光線「東武日光駅」から世界遺産めぐりバス「大猷院・二荒山神社前」

下車徒歩約1分 日光二荒山神社境内神苑内

二荒霊泉

鬼怒川の流れによって浸食され、奇岩が織
りなす自然の造形美を造り出したと言われる
龍王峡。遊歩道があり、虹見の滝からひとつ
上流にあるむささび橋まで歩く、約1時間の
ハイキングがオススメです。

龍王峡

【日光二荒山神社中宮祠】

▶宝物館

詳しくは、専用パンフレットまたは、「日光、水のある旅ホームページ」をご覧ください。
http://www.nikko-aqua.com

記念の年を迎える各社寺の

▲奥宮

７月１日から一般公開
日光 今市
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日光

鬼怒川・川治

日光東照宮からのお知らせ



日程
1日（水）～5日（日）
11日（土）
18日（土）
20日（月）～26日（日）

8日（金）～10日（日）
9日（土）
18日（月・祝）～8月31日（水）
中旬～8月上旬
22日（金）
22日（金）・23日（土）
22日（金）・23日（土）・30日（土）
23日（土）・24日（日）
23日（土）～8月4日（木）
25日（月）～8月25日（木）
25日（月）～8月25日（木）
30日（土）
30日（土）・31日（日）
31日（日）～8月7日（日）

5日（金）
5日（金）～7日（日）
5日（金）～14日（日）
6日（土）
6日（土）・7日（日）
6日（土）・13日（土）・20日（土）・27日（土）
6日（土）～24日（水）
7日（日）
7日（日）
8日（月）
13日（土）
13日（土）
13日（土）・14日（日）
14日（日）・15日（月）
15日（月）
19日（金）・20日（土）［予定］
23日（火）

エリア
今市
今市
日光
今市

今市
今市
鬼怒川・川治
湯西川・川俣・奥鬼怒
鬼怒川・川治
鬼怒川・川治
鬼怒川・川治
鬼怒川・川治
湯西川・川俣・奥鬼怒
鬼怒川・川治
鬼怒川・川治
日光
湯西川・川俣・奥鬼怒
日光

日光
今市
鬼怒川・川治
今市
今市
鬼怒川・川治
湯西川・川俣・奥鬼怒
今市
足尾
日光
今市
足尾
鬼怒川・川治
鬼怒川・川治
足尾
日光
今市

夏のグルメについてのお問い合わせ先 ▶ Â0288-22-1525
　（日光市観光協会）

7月23日（土）～8月4日（木）

湯西川に7色に灯る「やまほたる」を放流。ゆらゆ
らと光りながら川面を流れる景色は幻想的です。

湯西川温泉 心かわあかり

イベント（場所）
花の祭典（今市宿市縁ひろば）
今市宿お宝骨董市（今市宿市縁ひろば）
中禅寺講（日光山中禅寺）
羽蝶蘭展（今市宿市縁ひろば）

ギボウシ展（今市宿市縁ひろば）
今市宿お宝骨董市（今市宿市縁ひろば）
カヌー体験in川治（川治温泉）
湯西川温泉 竹の宵まつり（湯西川温泉街）
第48回 龍王祭【神事】（龍王峡）
第48回 龍王祭【本祭・鬼怒川】（鬼怒川温泉街）
鬼怒川温泉 夏の花火（鬼怒川温泉街）
第48回 龍王祭【本祭・川治】（川治ふれあい公園）
湯西川 心かわあかり（湯西川温泉街）
魚のつかみどりin小原沢（鬼怒川温泉小原沢）
魚のつかみどりin川治（川治温泉男鹿川）
薪狂言の夕べ（中禅寺湖歌ヶ浜特設舞台）　
栗山ふるさとサマーウォーク（湯西川・川俣・奥鬼怒）
男体山登拝講社大祭（日光二荒山神社中宮祠）

日光和楽踊り（古河電工日光事業所内和楽池周囲）
納涼祭協賛盆栽展（今市宿市縁ひろば）
ふれあい橋橋上夜まつり(鬼怒川温泉ふれあい橋)
日光夏の花火大会（大谷川畔）
そばガーデン＆お囃子公演（道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣）
鬼怒川温泉 夏の花火（鬼怒川温泉街）
湯西川温泉 オーロラファンタジー（湯西川温泉安らぎの森）
第11回 日光杉並木マラソン大会（東原中学校）
足尾石刀節全国大会（足尾市民センター）
温泉寺薬師講（日光山温泉寺）
今市宿お宝骨董市（今市宿市縁ひろば）
足尾町納涼祭（足尾行政センター前広場）
鬼怒川温泉夏まつり（湯の街公園）
川治温泉夏まつり（川治ふれあい公園）
渡良瀬川納涼釣り大会（渡良瀬川大黒橋～古河掛水倶楽部下）
日光山輪王寺薪能（日光山輪王寺）
二十三夜祭（追分地蔵尊）

湯西川・川俣・奥鬼怒
しん

夏の日光イベントカレンダー

イベント情報イベント情報

日光グルメをご紹介！

　湯西川温泉街
20：30～21：00（予定）
Â0288-22-1525（日光市観光協会）
Œ野岩鉄道会津鬼怒川線「湯西川温泉駅」から湯西

川温泉行きバス「本家伴久前」下車徒歩約3分

　古河電気工業日光事業所内和楽池周囲
19：00～21：00
Â0288-22-1525（日光市観光協会）
ŒJR日光線「日光駅」・東武日光線「東武日光駅」から湯元温

泉行きまたは中禅寺温泉行きバス「清滝」下車徒歩約3分

　道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣・多目的ホール・広場  11：00～18：00
Â0288-22-1525（日光市観光協会） ŒJR日光線「今市駅」・東武日光線「下今市駅」から徒歩約5分

　鬼怒川・川治温泉郷
7月22日【神事】11:00～、7月22日・23日
【本祭・鬼怒川】18:00～22:00、7月23日・24日
【本祭・川治】18:00～22:00

Â0288-22-1525（日光市観光協会）

7月31日（日）～8月7日（日）

日光二荒山神社中宮祠最大の祭りで、奥宮
である山頂は登山者や参拝者で賑わいます。
期間中は深山踊りや奉納花火なども開催。

男体山登拝講社大祭

日光

今市鬼怒川・川治 今市日光日光 鬼怒川・川治

7月22日（金）～24日（日）
第48回龍王祭

鬼怒川・川治

　日光二荒山神社中宮祠
Â0288-55-0017（日光二荒山神社中宮祠）
ŒJR日光線「日光駅」・東武日光線「東武日光駅」から

湯元温泉行きバス「二荒山神社前」下車徒歩約3分

8月13日（土）

鉱山労働を歌と踊りで表現した盆踊
り。子供から大人まで参加できる仮装
大会も行われます。

女性が担ぐ華やかな女樽神輿など各種神
輿が祭りを盛り上げる、鬼怒川・川治温泉
の夏の一大イベント。

冬に池で凍らせ、氷室で貯
蔵する昔ながらの技法が活
きる天然氷を使用したかき
氷。爽やかな凉を得られる
ふんわりとした食感は絶品！

種類豊富な味やオリジナル
ブランドが揃う日光の地ビー
ル。散策しながらお好みの
味を探してみては!?

※期間限定のものもありま
すので、お早めにお買い
求めください。

足尾町納涼祭

足尾

　日光市足尾行政センター前広場 
16：30～21：30
Â0288-93-3116（日光市足尾観光課）
ŒJR日光線「日光駅」・東武日光線「東武
日光駅」から足尾方面行きバス「銅山観
光前」下車徒歩すぐ、または、わたらせ渓
谷鐵道「通洞駅」から徒歩約5分

8月6日（土）~24日（水）

満天の星空のもと大自然に囲まれながら、レーザー
光線で創作したオーロラを楽しめます。

湯西川温泉 オーロラファンタジー

湯西川・川俣・奥鬼怒

　湯西川温泉 安らぎの森 20：40～21：00（予定）
Â0288-22-1525（日光市観光協会）
Œ野岩鉄道会津鬼怒川線「湯西川温泉駅」から湯西川
温泉行きバス「湯西川保育所前」下車徒歩約30分

8月5日（金）

天皇皇后両陛下が初めて民間企業を訪問された
後に開かれた祝宴で、歌い踊られたのが由来とさ
れています。多くの市民が訪れる夏の風物詩。

日光和楽踊り

日光

8月6日（土）・7日（日）

道の駅日光 日光街道ニ
コニコ本陣で、お囃子の
演奏を聴きながら生ビー
ルと夏そばを味わえます。

そばガーデン＆お囃子公演

今市

6
月

7
月

8
月

▲魚のつかみどり
▲男体山登拝講社大祭の

奉納花火

日光天然氷の
かき氷

地ビール

活気あふれる、
夏のイベントをご紹介。

暑い夏にぴったりの

グルメ
夏の夏の

セレクト
グルメ
セレクト

※イベントは天候及び主催者の都合等で、予告無く日程の変更・中止となる場合もございますので、お出かけの際にご確認ください。
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