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◎雪割草展＆お雛様展示
　２月１８日（土）～ ２月２６日（日）

茂呂２０８６-１　　TEL ０２８９-７６-２３１０

鹿沼市花木センター　　８：３０～１７：００

◎さつきの里 むかしかたり 
２月１９日（日）・３月５日（日）
１４時～１５時　 銀座１丁目自治会館

中央公園イベント

屋台のまち中央公園　ほか

◎布豊飾り（ふふかざり）　２月１０日（金）～３月５日（日）
　　主宰／宇賀神弘子　

※月曜日は休園

屋台のまち中央公園　　１０時～１６時

申込不要。直接おいで下さい。
江戸期の時代雛（次郎左衛門・享保雛など）の
歴史と魅力を希望者に解説します。
※駐車場はありません

下田町１丁目８７７　　TEL ０２８９-６２-４５２８

豊田家　　１０時～１２時／１３時～１６時



展示場所 /店名 お雛様の種別 所在 見学時間 連絡先 備考

1 鹿沼市立図書館（本館）
図書館所蔵のおひな様関係の本・紙しば
い等の展示・貸出、小さなおひな様を
ガラスケースに展示

睦町287-14 9：30～19：00
土、日、祝日は18：00 64-9523 休館日：2月13・16・20・24・27日、

展示期間：3月3日（金）まで

2 日本料理 一蓮
ガラスケースに入った小さな五段飾り
（昭和25年製作）、現代作家による陶製
の内裏びな、木版画

睦町287-16 11：00～20：00 63-6116 定休日：月曜日、14：00～17：00は不在あり ★ランチ

3 アトリエおーはし 段かざり、手作りのおひな様 泉町2446-15 13：00～18：00 65-6559 展示期間：2月13日（月）～3月5日（日）〈木、金、土曜日休み〉

4 千手山公園 ガラスケース入り3段飾り 千手町2610 10：00～15：30
3月1日から16：00まで 65-0778 休園日：月曜日、祝日の翌日

5 日光珈琲 饗茶庵本店 陶器のおひな様 上材木町1737 11：00～19：00 60-1610 定休日：月曜日、第1、3火曜日 ★カフェ

6 屋台のまち中央公園 鉄びな、吊るしびな、段飾り 銀座1丁目1870-1 10：00～16：00 60-6070 ※拠点会場　休園日：月曜日 ★ランチ・カフェ

7 貸衣装 京屋 陶器びな（川俣征作） 銀座1丁目1875 外からの見学 64-1777

8 kanuma commons
（カヌマコモンズ） 7段飾り 銀座2丁目1869-3 外からの見学 ―

9 シバタ時計店 2段飾り 久保町1866 10：00～18：00 65-2552 定休日：火・日曜日

10 ギャラリー鈴木屋 段飾り、かぐやひめ 銀座2丁目1280 外からの見学 ―

11 Center（センター） 子どもの手作りひな人形
（&手作りコーナー） 銀座1丁目1273 9：00～17：00

第1・3日曜日は14：00まで ― 定休日：水・木曜日、第2・4日曜日

12 ちいさなちいさなおやつ屋さん
Kirara おひな様のクッキー（販売用） 末広町1916 11：00～18：30 63-6008 定休日：水曜日、第1、第3火曜日

展示期間：2月16日（木）～3月3日（金）　★焼き菓子販売

13 銘茶 小野口園 親王飾り、陶器びな 中田町1171-6 9：00～17：00 62-3016 ★お茶販売　

14 神山園茶舗 御殿びな、内裏びな、鶴亀、高砂他 中田町1175 9：00～17：00 62-3334 定休日：木曜日　　　　　　　　　　　　　★お茶販売

15 サロン ド ヌーヴォー 飾りびな 仲町1290 10：00～17：00 65-5552 定休日：火曜日

16 日光珈琲 朱雀 ガラス製（808GLASS作） 麻苧町1631 11：00～17：00 78-4225 定休日：月曜日、第1、3火曜日　　　　　　　　★カフェ

17 まちの駅 新・鹿沼宿 段飾り・吊るしびな等 仲町1604-1 9：00～19：00 60-2507 ※拠点施設　エントランスに展示　　　　　 ★ランチ

18 常陸屋呉服店 立ちびな 仲町1595 10：00～17：00 62-2538 定休日：火・水曜日

19 （有）秋山商店 7段飾り 下材木町1356-1 9：00～18：00 62-2462 ★鹿沼こんにゃく販売　

20 かぬま市民活動広場ふらっと 5段飾り 下横町1302 9：00～18：00 60-2212 展示期間：2月11日（土）～3月3日（金）

21 鹿沼市国際交流協会 小さいおひな様 下横町1302-5 9：00～17：00 60-5931 定休日：土・日・祝日

22 フレンドリーかぬま 鳴子のこけしのひな人形 下横町1302-5 9：00～21：00 63-2204 まちなか交流プラザ2階、事務所カウンター

23 中田時計店 川上澄生、ひな人形の版画 中田町1354-5 9：00～18：00 62-3868 定休日：火曜日

24 野の花ギャラリーサカモト 手作り・手描きびな 下田町1丁目1197 10：00～17：00 090-7412-6270 ※店主不在時は、外からの見学のみとなります。

25 豊田敏盟氏宅
次郎左衛門雛、享保雛、大木平蔵胡蝶雛、
大木平蔵雛（通称丸平雛）（15体揃い、
別に内裏雛1対）

下田町1丁目877 10：00～12：00
12：30～16：00 62-4528 展示期間：3月4日（土）・5日（日）、駐車場なし

26 カノヤ人形店 さつき染雛、いちご染雛 万町5000-14 13：00～16：00 62-2606 展示期間：2月10日（金）～2月28日（火）
※見学の際は、店員にお声がけください。

27 手づくり工房 あじさい ししゅうのおひな様、手作りおひな様 上野町138-3 11：00～16：00 62-2360 都合により休む場合あり　　　　　 ★手作り小物販売

28 翔和堂 手作りおひな様 府中町393-141 10：00～18：00 60-5106 店主外出時は不可　　　　　　　　　　　 ★小物販売

29 鹿沼市花木センター 3段飾り（ガラスケース入り） 茂呂2086-1 8：30～17：00 76-2310 定休日：木曜日

30 自然体験交流センター 7段飾り 板荷6130 9：00～16：00 64-8760 休館日：2月11・12・23・25日

31 スキップ
吊るしびな、ちりめん細工等手作
り作品

上日向197-18 10：00～15：00 62-2475 展示場所：ひなた保育園隣の民家

展示期間：2月17日（金）～3月10日（金）

32 特別養護老人ホーム
かぬま四季の里 7段飾り、吊るしびな 西沢町209 9：00～16：00 73-0013 ※見学時は受付に声をかけてください

33 蝋梅の里（ろうばいのさと） 親王飾り、吊るしびな 上永野273 10：00～16：00 090-1124-2281 日本最多株を誇る、貴重な6種も見どころ。

マスク着用での

ご来場を

お願いします

発熱や体調不良の方は

ご来場いただけません

備え付けの消毒液で

手指の消毒を

お願いします

混雑時は人数制限が

かかる場合があります

ご来場の方へ

のお願い

＊表紙の写真は昨年撮られたものです


