駅

下大羽

63

益子駅から

2/8 〜 2/9
第 4 回ましこ手づくり
暮らふと市 2020 開催

益子バラ工房
暖邸 レストラン＆カフェ
日本料理
陶芸の森
茶力経ヶ坂
長谷川陶苑

59

つかもと本店

50

P

いろり茶屋

えのきだ窯

51

手打ちそば うえの

G+OO

折越窯︵大塚幸内商店︶

49

P

3.0Km

38

クラフトやまに
ほっとるーむ けやき
大誠窯

●桃雛祭り集合写真
撮影会会場
●雛マルシェ会場
●城内公民館
益子焼 ふくしま

48

56

39

36

35

34

53 岩下製陶 57

陶知庵

やまに大塚

yamani

カフェ レシナ

陶芸の丘よこやま

37

45 46 47

益子焼＆
カフェレストラン 壷々炉
長豊陶苑

知床窯 益子ギャラリー

● 総合案内所 ( 悠楽塾 )
● 和てんまり教室作品展示
( 代表：飯村今子 )
● いけ花教室作品展示
（代表：藤村政月）
●かな書道教室作品展示
（代表：笹井秀則）
● ましこ雛の展示

こうじんや

1.1Km

52

P

29 30 31 32

40 41 42 43 44

もえぎ城内坂店

益子駅から

陶房ましやま
益子陶芸美術館
陶芸メッセ・益子 象嵌てん
大宿窯

大塚はにわ店
陶房なかむら

観音寺
28

26 27
城内坂

25

● 折り紙吊るし雛展示

陶庫

P

日下田藍染工房

赤羽まんぢう本舗

駅
七井

6

ともてこ
（山郷のめぐみ内）

内町屋台パーク

0.9Km

P

24

23

塚本金物店

益子駅から

プラチナショップ︵旧村田民芸店︶

Cafe Bar Banda

i

民芸店ましこ

真岡信用組合
益子支店

田町屋台パーク

益子焼 そえや

益子

20

17 18

︻月休︼

1.6Km

33

MCAA6gallery
益子焼窯元共販 センター

● 折り紙吊るし雛展示

茂木・笠間▶

62

Natural 58
Bakery
日々舎

享美術 うめばちや 54
カレーキッチン

● 旧濱田邸
…古民家に段飾り ( 益子図書館友の会 )
● 美術館内サロン
…こだわりの雛飾りを展示

益子駅から

19

道祖土

55

カフェ キカラキ

【火祝休】

P

P

61

小峰窯

セブンイレブン

栃木銀行
益子支店
益子郵便局

益子

見る

目から雛めぐりを楽しむ

2.3Km
65

21

足利銀行益子支店

16

たちばなや時計店

新町屋台パーク

花のいけがみ

7

納屋珈琲ひなた

道の駅ましこ

︻第2火曜定休︼

● 折り紙吊るし雛展示
● お碗雛展示販売
● 雛人形の展示（益子図書館友の会）
● 水墨画教室作品展示（代表：小野優子）

長堤

15

上野小間物店

41

13

益子駅から

230

〒

14

益子駅西入口

8

●益子町商工会

ファミリーマート

北

i

（益子駅舎内）

益子の酒造 外池酒造 3

駅

● ましこ雛で
町を賑やかに！

9 益子町観光協会

294

64

Cafe Novel

ましコッコ 22
ハウス

岩下太平商店

12 月上旬から 5 月中旬まで
いちご狩りが楽しめます♪

◀真岡

● 絵手紙教室作品展示
( 代表：小林ミサ子）

● 折り紙吊るし雛展示
● 階段飾り（益子図書館友の会）
● いけ花教室作品展示
（代表：藤村政月）
● 手編み教室作品展示一部販売
（代表：窪田幸子）

2.4Km

1

栗崎

24

11

︻土日祝休︼

121

山

68

濱田庄司記念参考館

10

益子町役場

︻土日祝休︼

294

カフェ＆ギャラリー 2
むじなっぱら
吉村農園 1

121

益子駅から

66

● 元気 Day クラブ・
高齢者サロン
皆さんの作品展示

24

2.3Km

役場西

塙上

塙

益子駅から

67

12

◀真岡

294

体験する

0.3Km

そば処 炉庵

Gallery MuYu

七井駅から

触れる︑作る︑参加する

72

味わう

73 七井駅

益子・森のレストラン

◀宇都宮

53 〜 73 里山・道祖土・大羽・七井エリア
/ Satoyama, Sayado, Oba, Nanai Area

益子で
いちご狩り

カフェレストラン 益子の茶屋

● 折り紙吊るし雛展示

1 〜 25 塙・田野・本通りエリア / Hanawa, Tano,
Hondori Area
26 〜 52 城内坂エリア / Jonai-zaka Area

雛めぐりを食で楽しむ

会場 | 町内73ヵ所

P 駐車場 / parking
i 総合案内所 / information center

◀真岡

雛めぐりの思い出を持ち帰る

2020年
2/8（土）〜 3/3（火）

買う

ガソリンスタンド / gas station
トイレ / toilet
24
コンビニ / convenience store
交番 / police station
消防署 / ﬁre department
〒 郵便局 / post oﬃce
銀行 / bank
宿泊 / hotel

60

69

70

71 ペンション
しいの木

2/29 桃雛祭り受付
うめばちや着物貸出レンタル会場

4 益子舘 里山リゾートホテル

5 郷山カフェひだまり

益子へ来たらやっぱり「益子焼」

手作りの雛飾りでほっこり
雛祭りの前から準備してきた手作りの雛飾りを町内各所で展示しています。
地元の子どもたち、自主教室の生徒さん、おじいちゃんおばあちゃんの作品は
どれも個性豊か♪

各協賛店では陶雛、お碗雛、和装小物、御祝に使える器など
いろいろな種類の益子焼を展示、販売しています。
自分らしい雛祭りアイテムを探してみて下さい♪

益子の雛ワークショップ
各協賛店で様々なワークショップを企画しています。
世界にたった 1 つのお雛様づくりに挑戦してみては！

地元ボランティアグループがおもてなし
「できるときにできることを楽しみながら」と活動している益子図書館友の会の皆さん。
普段は飾られることなく仕舞われていたお雛様を引き取り町の各所に展示。
プラチナショップ（MAP⑳）では雛めぐりをご案内します。
雛めぐりはまずここから♪

美味しい雛めぐり

むじなっぱら

メニュー名

雛メニュー提供店舗

53 古窯いわした岩下製陶

雛絵付け等

56 碧いうつわと田舎料理 陶知庵

お碗雛顔書きワークショップ

58 小峰窯

お皿等にお雛様の絵付けができます♪ 絵付け ￥600〜

雛めぐりランチ＆スイーツ

46 手打ちそば うえの

五目チラシ

7 納屋珈琲

雛めぐりランチ＆スイーツ

49 ほっとるーむ けやき

期間限定苺たっぷりピザ・苺たっぷり雛ケーキ

益子焼＆カフェレストラン

壷々炉

ひなワッフル

17 Cafe Bar Banda

雛めぐり限定ランチ 2/12（水）、2/26（水） 55 カフェ キカラキ

23 民芸店ましこ

和菓子とコーヒーのset

56

37 カレーキッチンyamani

期間限定雛ランチ
カレーとおそば・ドリンク・デザート付

60 日本料理茶力経ヶ坂

ちらし寿司

65 Cafe Novel

雛めぐりブレンドコーヒー＆コーヒー豆の販売

碧いうつわと田舎料理

陶知庵

絵付けと手ひねりお雛様作り
海外ヴィンテージ布で作るオリジナルティーマット

着物デイを満喫

メニュー名

6 ともてこ(山郷のめぐみ内）

ひなた

電話でのご予約にて、ましこ雛ワークショップ出来ます♪ ましこ雛セット価格￥3,500

※詳しい内容は各お店にご連絡ください♪

44

カフェ＆ギャラリー

42 こうじんや

72 Gallery MuYu(むうゆう)

雛祭りシフォンケーキ

2

折り紙無料：吊るし雛に飾る折り紙を楽しく折ってもらいます

長谷川陶苑

お碗雛

内容

22 ましコッコハウス

62 陶芸の森

飲食店オススメの雛メニューをぜひ♪
クロージングイベント「雛マルシェ」では心も身体もあたたまる雛 TIME を♪
雛メニュー提供店舗

ワークショップ参加店舗

ましこ雛

期間中の土日祝日は「着物デイ」
着物でお越しいただくと様々なおもてなしが受けられます♪

ひなめぐりケーキ

着物デイ参加店舗

お雛様プレートランチ
2

雛スタンプを集めてめぐる
雛スタンプが設置してある場所をめぐってスタンプを集めちゃおう♪
3 つのエリアでそれぞれ 1 つずつスタンプを集めてアンケートに答えると
抽選で「ましこスマイル通貨」が当たります。
スタンプラリー参加店舗

カフェ＆ギャラリー

むじなっぱら

内容
自社製作はしおき2個プレゼント

着物デイ参加店舗
42 こうじんや

内容
お菓子プレゼント

3 益子の酒蔵 外池酒造

甘酒ソフトクリームちょっぴりプレゼント 43 長豊陶苑

4 益子舘 里山リゾートホテル

益子焼のペンダントプレゼント

44

6 ともてこ

クッキープレゼント

46 手打ちそば うえの

デザートサービス

7 納屋珈琲 ひなた

コーヒー100円引き

52 陶芸の丘よこやま

店内10％サービス

8 道の駅ましこ

ソフトクリームサービス

53 古窯いわした岩下製陶

お茶のサービス

13 (有)上野小間物店

折り紙で作ったおひなさまプレゼント

55 カフェ キカラキ

プチデザートサービス

15 花のいけがみ

ミニブーケのプレゼント

56

17 Cafe Bar Banda

ドリンク1本サービス

57 Natural Bakery 日々舎

ベーグルを10％引き

19 益子焼そえや

割引致します

60 日本料理茶力経ヶ坂

コーヒーのサービス

23 民芸店ましこ

粗品プレゼント

61 えのきだ窯

箸置きプレゼント

25 (有)塚本金物店

お菓子（小袋）プレゼント

62 陶芸の森 長谷川陶苑

お茶のサービス、店内10％サービス

27 陶庫

益子焼帯留プレゼント

64 濱田庄司記念益子参考館

オリジナル絵葉書プレゼント

29 陶房なかむら

来てのお楽しみ!!

65 Cafe Novel

ランチご注文のお客様に焼菓子プレゼント

30 大塚はにわ店

お茶のサービス

66 そば処 炉庵

ソフトドリンクサービス

31 大宿窯

お菓子プレゼント

67

32 象嵌てん ZOUGANTEN

干支の小皿プレゼント（数量限定）

68 益子・森のレストラン

ランチご注文でドリンク無料サービス

35 カフェ レシナ

ピーチティーとクッキーのサービス
※ランチを召し上りのお客様

69 暖邸 レストラン＆カフェ

ドリンクサービス

(山郷のめぐみ内）

10％オフ

益子焼＆カフェレストラン

碧いうつわと田舎料理

壷々炉

陶知庵

益子焼2,000円以上お買上げで5％割引

お買い物又はお食事された方にはしおきプレゼント

1 吉村農園

20 プラチナショップ（旧村田民芸店）

38 益子焼窯元共販センター (新館売店)

59 つかもと本店

2 カフェ＆ギャラリー むじなっぱら

23 民芸店ましこ

39 NPO法人 MCAA6gallery

60 日本料理茶力経ヶ坂

3 益子の酒蔵 外池酒造

26 日下田藍染工房

40 もえぎ城内坂店

62 陶芸の森 長谷川陶苑

4 益子舘 里山リゾートホテル

27 陶庫

41 知床窯 益子ギャラリー

64 濱田庄司記念益子参考館

5 郷山カフェ ひだまり

28 観音寺

42 こうじんや

65 Cafe Novel

6 ともてこ (山郷のめぐみ内）

29 陶房なかむら

44 益子焼＆カフェレストラン 壷々炉

66 そば処 炉庵

7 納屋珈琲 ひなた

31 大宿窯

46 手打ちそば うえの

69 暖邸 レストラン＆カフェ

8 道の駅ましこ

33 益子陶芸美術館/陶芸メッセ・益子

47 益子焼ふくしま

70 益子バラ工房

53 古窯いわした岩下製陶

71 ペンションしいの木

39 NPO法人 MCAA6gallery

陶ジャリ1つプレゼント

70 益子バラ工房

消費税サービス又はガラスの写真立てプレゼント

9 益子町観光協会（益子駅舎内）

(旧濱田邸内)

カフェレストラン

益子の茶屋

ランチご注文でドリンク無料サービス

16 たちばなや時計店

35 カフェ レシナ

55 カフェ キカラキ

72 Gallery MuYu(むうゆう)

40 もえぎ城内坂店

お茶のサービス

71 ペンションしいの木

お菓子プレゼント

17 Cafe Bar Banda

36 やまに大塚

56 碧いうつわと田舎料理 陶知庵

73 七井駅

41 知床窯 益子ギャラリー

10％オフ

72 Gallery MuYu(むうゆう)

コーヒーサービス

1 吉村農園
0285-72-8189
無休

20 プラチナショップ（旧村田民芸店）
10：00〜16：00

9：00〜16：00
※いちごがなくなり次第終了

10品種のいちごの食べ比べが出来ます！

2

カフェ＆ギャラリー むじなっぱら
0285-72-0891

11：00〜18：00

0285-72-0001

21 真岡信用組合 益子支店

39 NPO 法人 MCAA6gallery

57 Natural Bakery 日々舎

9：00〜15：00

土・日・祝

0285-85-8190

4 益子舘 里山リゾートホテル

23 民芸店ましこ

0285-72-7777

0285-72-2231

益子の早春は雛めぐり。
当館では、里山のお料理をお楽しみ下さい。

5 郷山カフェ ひだまり
0285-72-0706

10：00〜17：00

火・水

6 ともてこ（山郷のめぐみ内）
https://www.instagram.com/tomotenteko
11：00〜16：00
（L.O 15：30）
火・水・木・金

7 納屋珈琲 ひなた
10：30〜18：00

水・木

9：00〜18：00

雛人形の展示、折り紙吊るし雛展示
（田野小学校・田野保育園・特別支援学校児童生徒）。
水墨画教室作品展示、お碗雛展示販売。

0285-70-1120

8：30〜17：15

10 栃木銀行 益子支店
0285-72-7411

9：00〜15：00

8：00〜17：00

59 つかもと本店

10：00〜17：00

木

9：00〜18：00

0285-72-5578

月

43 長豊陶苑

8：00〜18：00

陶雛の展示販売。

26 日下田藍染工房

44

8：30〜17：00

0285-72-2081
年末年始

（3月〜10月）

水

47 益子焼 ふくしま
0285-72-3031/0285-72-0363

11：00〜17：00

8：00〜17：00

0285-72-2222

火

49 ほっとるーむ けやき

13 （有）上野小間物店
0285-72-3152

8：00〜18：30

無休

0285-81-3737

11：30〜18：00
（L.O 17：00）

10：30〜17：00

0285-72-9889

0285-70-1068

11：00〜15：00/17：00〜20：00

木
昭和のお雛様。甘酒サービス。

67 カフェレストラン 益子の茶屋
無休

0285-72-9210

10：30〜16：30
（L.O 16：00）

陶雛の展示販売、吊るし雛展示。

期間限定苺たっぷりピザ、苺たっぷり雛ケーキ

カフェ・ランチ・スイーツ。
陶器の雛人形の販売。

32 象嵌てん ZOUGANTEN

50 クラフトやまに

68 益子・森のレストラン

0285-72-5402

9：00〜17：30

10：00〜17：00

0285-72-8200

無休

月（祝日の場合翌日）

66 そば処 炉庵

31 大宿窯

高齢者サロンで楽しく素敵に作られた雛飾りや吊るし雛。
おじいちゃん、おばあちゃんの手作り作品を展示しています。

9：30〜17：00

地元の食材、季節感と共に特別な時間を。
期間限定「雛めぐりブレンド」珈琲豆の販売。

48 大誠窯

不定休

無休

0285-70-2223

11：00〜16：30
（L.O 16：00）

ましこ雛に手作りの着物をつけた当店だけのお雛さま

陶雛の展示販売、吊るし雛展示。

陶雛販売・段飾り雛展示。
お雛様顔出し看板で記念写真撮れます。

ハンバーグ・パスタ・スイーツ。
陶器の雛人形の販売。

14 （有）岩下太平商店

33 益子陶芸美術館 / 陶芸メッセ・益子

51 折越窯（大塚幸内商店）

69 暖邸 レストラン＆カフェ

0285-72-2003
がんばれ！ニッポン

7：00〜18：00

日

MASHIKO2020!

15 花のいけがみ
0285-72-3485

8：30〜18：00

9：30〜17：00

0285-72-2206

0285-72-7555
9：30〜17：00/ 9：30〜16：00
（11月〜1月）
（2月〜10月）
月（祝日の場合翌日）
段飾りのお雛様を多数展示（旧濱田邸内）。
吊るし雛の展示（美術館内サロン）。

吊るし雛と雛人形の展示

34 陶房ましやま

52 陶芸の丘 よこやま

0285-72-2654

10：00〜17：00

無休

0285-70-6124
火

月

金

ランチ 11：00〜14：30
カフェ 14：00〜16：00
ディナー 17：00〜21：00

※要予約 /4 名以上 / 土曜のみ何名からでも OK.

「雛めぐりに来ました！」でコーヒーサービス致します。

10：00〜16：30

0285-72-7992

不定休

火

水・日

陶雛の展示。雛人形の展示。

10：00〜17：00

11：00〜21：00
（L.O 20：00）

65 Cafe Novel

12 益子町役場

0285-72-4522

0285-72-4230

陶芸家・濱田庄司が集めた世界の工芸品と工房、住まいの
一部を公開している美術館。独特な雰囲気は撮影スポッ
トとしても人気です。

陶器の雛人形を準備してお待ちしております。

土・日・祝

63 いろり茶屋

0285-72-5300

金

不定休

無休

64 濱田庄司記念益子参考館

11：00〜19：00

29 陶房なかむら

9：00〜17：00

手作り雛の展示。

陶製・古布製雛人形の販売！！
一刀彫の古い雛人形の展示！！

0285-72-3355

火

木

陶雛の展示販売。ましこ雛展示。

11：00〜17：00
（土日祝は〜18：00）

0285-72-0098

陶雛の他、園児が作ったかわいらしい雛人形を展示。
折り紙吊るし雛（たから幼稚園）

10：00〜17：00

0285-72-6161

異なります）

45 G＋OO（ジープラスツーノウツ）

無休

10：00〜16：00

62 陶芸の森 長谷川陶苑

10：00〜18：00（閉店時間は天候により

46 手打ちそば うえの

10：00〜16：30

0285-72-2528

益子焼＆カフェレストラン 壷々炉

月（祝日の場合翌日）
雛人形と吊るし雛の展示。
雛めぐり限定五目ちらしセット。

0285-72-2637

不定休

やきもの散策を楽しみながらお食事と
スイートポテトでゆっくりと…

28 観音寺

11：00〜15：00
（L.O 14：30）
17：00〜21：00
（L.O 20：30）

61 えのきだ窯

期間中は無休（悪天候の場合は休業）

（11月〜2月）

9：00〜17：00

0285-70-1088
火（午後）
・水

陶雛の展示販売。雛人形の展示。

8：30〜17：15

木

雛人形の展示。
クレジットカードが使用可能になりました。

吊るし雛、陶雛、雛人形、絵手紙教室作品展示

0285-72-8846

10：30〜17：00

不定休

お着物でご来店の方にもれなく箸置きプレゼント！！

0285-72-2261

月

10：00〜18：00/ 10：00〜17：00

30 大塚はにわ店

( 益子町観光商工課 )

0285-72-3223

無休

10：00〜17：30

0285-72-3134

日

吊るし雛の展示。

11 益子郵便局
土・日・祝

41 知床窯 益子ギャラリー

25 （有）塚本金物店

陶雛の展示。雛人形の展示。

9：00〜17：00

9：00〜17：00

吊るし雛の展示、陶雛の販売

ましこ雛ワークショップ出来ます！
ご予約はお電話で。

手作り雛の展示

0285-72-2951

0285-72-6311

無休

陶雛の展示販売。

桜餅・草餅などの販売。

0285-72-3117

土・日・祝

10：00〜18：00

0285-72-6003

60 日本料理 茶力経ヶ坂

0285-72-2258

大きな階段飾り、折り紙吊るし雛展示
（益子小学校、益子西小学校、益子保育園、みどり保育園）
手編み・生け花各教室の作品展示。

58 小峰窯

42 こうじんや

「雛と兜展」開催中。和装小物あります。2月29日(土)11時〜
琴コンサート開催。(佐藤文玉予受社中)

9 益子町観光協会（益子駅舎内）

40 もえぎ城内坂店

24 赤羽まんぢう本舗

27 陶庫
第２火曜
（期間中は2/12休）

自家製酵母と国産小麦のベーグル・パンのお店です。

090-6627-4568

火

75年前の宇都宮の老舗の最高品の雛人形。
お雛様の藍染めコースター・額絵。

8 道の駅ましこ

2/8〜3/3
「MCAAの陶雛展」を会期中開催します。

お買物や体験・お食事が楽しめる益子最大の窯元です。

0285-72-3162

益子の長閑な空間で極上のフレンチトーストを！
着物のリメイクと雑貨の展示販売

0285-72-5530

9：00〜18：00

11：00〜17：00

ましこ雛・内裏雛の展示。

0285-72-2024

管理栄養士のお惣菜屋さんtentekoと小さな
おやつ工房tomotの雛めぐり限定のコラボカフェ。

https://nichinichisha.com
日・月

期間中雛cafeOPEN。
雛祭りをお祝いする器を揃えてお待ちしております。

0285-72-3153

昭和56年の雛段を展示しています。
揚げ菓子サービス。

0285-72-2968

9：30〜17：00

火・祝・年末年始
未就学児の親子を中心に、世代を超えた様々な人達が
交流できる場所です。ぜひ遊びにいらして下さい。

雛人形の展示。益子産のとちおとめで造った
苺のお酒の試飲。

11：00〜17：00

0285-81-7121

金土日祝オープン・平日は不定期オープン

22 ましコッコハウス
無休

10：00〜16：00（期間中）

陶雛の展示販売。
2/8〜2/9 第4回ましこ手づくり暮らふと市2020開催。

吊るし雛の展示

9：00〜17：00

0285-72-2386

無休

今年も益子町内でボランティア活動をしている悠楽塾の皆
さんが雛めぐりをご案内。ましこ雛を一堂に展示します♪

雛祭りシフォンケーキ・たなかじゅり作陶雛

3 益子の酒造 外池酒造

9：00〜17：00

0285-72-4444

2/10、
2/17、
2/25、
3/2（期間中）
古今雛など100点以上のお雛様展示・販売。
限定ランチメニューあり！

0285-72-3221

水・木（祝日営業）

無休

56 碧いうつわと田舎料理 陶知庵

38 益子焼窯元共販センター（新館売店）

70 益子バラ工房
月

0285-72-9111

10：00〜17：00

火・水

木・日（午後）※予約は可
陶雛の展示（佐々木一子作）。
桃や菜の花で雛アレンジの花束1,000円。

十二支雛

窯元よこやまの直営店。
陶器と雛人形の販売。

ステンドグラスのお雛様・ガラス雛・焼き物のお雛様展示
販売。ステンドグラス制作・ガラスアクセサリー・和布の
洋服・作家物ブラウス販売。

16 たちばなや 時計店

35 カフェ レシナ

53 古窯いわした 岩下製陶

71 ペンションしいの木

0285-72-2230

8：00〜18：30

不定休

090-7944-7140

おしゃべり係がこつこつと作った手作り雛を展示します。

17 Cafe Bar Banda
0285-81-5549

18：00〜23：00

日・月

11：00〜17：00

10：00〜18：00

0285-72-4989

月（祝日の場合は火曜）

不定休

益子の里山の中、静かなカフェでお雛様を飾っております。

36 やまに大塚

54 享美術 うめばちや

72 Gallery MuYu（むうゆう）

0285-72-7711

9：30〜17：30

090-2321-8862

無休

10：00〜19：00

不定休

2/29 城内公民館にて、きものレンタル致します。
要予約。

18 足利銀行 益子支店

37 カレーキッチン yamani

55 カフェ キカラキ

土・日・祝

0285-72-7711

雛人形の展示

11：30〜15：00

0285-81-6460

金

0285-72-2255

10：00〜17：00

年始（1/1のみ）

塙・田野・本通りエリア

近隣の雛めぐり情報

益子駅〜さくらテラス駅前情報館
約 27km お車で約 46 分

第 17 回氏家雛めぐり
2020年2月8日（土）〜3月8日（日）

歴史あるさくら市氏家のまちなか約70ヶ所に様々な雛人形やつるし飾りが
飾られます。
主催：氏家雛めぐり実行委員会/さくら市氏家観光協会
問合せ：028-681-5757

第11回かぬまおひな様めぐり
2020年2月8日(土)〜3月8日(日）

益子駅〜屋台のまち中央公園
約 33km お車で約 57 分

※期間中でも展示会場のスケジュールによりご覧いただけない場合があります。

江戸期〜現代のおひな様を屋台のまち中央公園などの公共施設やお店の
店頭、ご家庭に多数展示。おひな様は「ひな壇・つるしひな・手作りのひな人
形」などを飾ります。
鹿沼市観光物産協会 鹿沼市銀座1-1870-1（屋台のまち中央公園内）
問合せ：0289-60-6070(月曜日を除く）

第20回笠間のひなまつり 〜桃宴〜
2020年1月22日（水）〜3月1日（日）

益子駅〜陶の小径
約 24km お車で約 36 分

会場／陶の小径、ギャラリーロード、やきもの通り他

笠間市内の工房やギャラリーでは、店舗の一角にワンスペースを設け陶び
なを展示販売いたします。市内の飲食店や工房では、ひなまつりにちなん
だメニューの提供やワークショップを開催いたします。
主催：桃宴実行委員会/（一社）笠間観光協会（笠間市笠間1357番地1）
問合せ：0296-72-9222

第11章 真岡・浪漫ひな飾り
2020年2月1日(土)〜3月3日(火)
会場／真岡市久保講堂

月・火

城内坂エリア

スタンプを集めて

里山・道祖土・大羽・七井エリア

雛人形の展示

11：00〜17：00

0285-85-8617

13：00〜17：00

木

見た事のない布「テキスタイルの箱舟展」開催。
「奇跡の魔女雛」展示販売。

73 七井駅

城内坂より少し裏道にあるカフェで
のんびりした時間をお過ごし下さい。

期間限定雛ランチ
カレーとおそば、ドリンク、デザート付

19 益子焼 そえや

火・水・木

陶雛の展示販売コーナーの設置。
雛めぐり限定絵付け体験開催。

陶雛販売と雛段飾り・吊るし雛展示。
お雛様顔出し看板で記念撮影。

9：00〜15：00

11：30〜14：30

ピーチティーサービス

shaaapu雑貨店のアクセサリー販売。
2/12、2/26のランチは雛メニュー。

0285-72-2129

0285-72-3075

雛めぐりの思い出に！

折り紙吊るし雛展示
（七井小学校、七井保育園、やわらぎ保育園、七井幼稚園）

※別紙の「スタンプラリー応募用紙」に各エリアの
スタンプラリー参加店舗にて最低1箇所押印、全3
箇所以上で応募可能！アンケートに答えて応募箱
に投函していただくと抽選で7名様に益子町の地
域通貨「ましこスマイル通貨」が当たります♪

ましこスマイル通貨

益子駅〜真岡市久保講堂
約 6.9km お車で約 15 分

開館時間：10：00〜16：00（※最終日〜15：00）

料金：入場無料
休館：２月４日（火）、２月１２日（水）、２月１８日（火）、２月２５日（火）
主催：真岡市観光協会
問合せ：0285-82-2012

古民家 でぇのうちの ひなまつり
2020年2月26日（水）〜3月3日(火)
13:00〜16:00

益子駅〜古民家でぇのうち
約 12km お車で約 19 分

会場／古民家 でぇのうち（市貝町市塙754）

里山の隠れ古民家でお雛様を無料公開致します。
のんびり ほっこり田舎のお雛様をお楽しみ頂けます。
問合せ：dnouchi30@gmail.com

ふるさと茂木まつり「ひなまつり展」 益子駅〜ふみの森もてぎ
約 15km お車で約 23 分
2020年1月30日(木)〜3月3日(火)
会場／ふみの森もてぎ

開催中は、ふみの森もてぎ、真岡鐵道茂木駅ききょう館で華やかなひな
人形がお楽しみいただけます。
７段の大きなひな飾りの他にも、コンパクトな親王飾りやかわいらし
いつるしびなもご覧になれます。ぜひお越しください。(入場無料)
主催：ふるさと茂木まつり運営委員会
問合せ：0285-63-5644(茂木町役場商工観光課観光係)

主催 ｜ 益子の雛めぐり実行委員会

共催：益子町商工会、益子町観光協会、益子図書館友の会、益子本通り会、城内坂通り会、里山通りの会、益子参考館前通り商店街、NPO法人MCAA

後援：益子町、
ＮＨＫ宇都宮放送局、株式会社とちぎテレビ、株式会社エフエム栃木、株式会社栃木放送、朝日新聞宇都宮総局、産経新聞社宇都宮支局、東京新聞、
毎日新聞宇都宮支局、日本経済新聞社宇都宮支局、読売新聞宇都宮支局、株式会社下野新聞社、株式会社真岡新聞社

お問い合わせ ｜ 益子の雛めぐり実行委員会（益子町観光協会 TEL 0285-70-1120 ）
詳しくは
facebookページ「益子の雛めぐり」
@mashiko.hinameguri を検索してください♪

