令和２年１月２１日
一般社団法人 日光市観光協会
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国内外のお客様で、鬼怒川温泉ならではの「節分」と春節（旧正月）をお祝いする２日間

国内外のお客様で、鬼怒川温泉ならではの「節分」と春節（旧正月）をお祝いする２日間

鬼怒川温泉駅前でガラまきや抽選会を行い、盛大に節分と春節をお祝いします。ステージイベントや文化体験
コーナー、地元グルメの販売があり、国内外全てのお客様が楽しめるお祭りです。
鬼が主役となる「節分祭」こそ、鬼怒川温泉の“鬼“が１年で最も活躍する機会です。
鬼怒川温泉の鬼は良い鬼で、皆さまの邪気を払い開運に導くことから、豆まきの際の掛け声は、「福は内、鬼
も内」です。是非この機会に、鬼怒川温泉の良い鬼たちと一緒に、令和最初の「節分」を過ごしてみませんか。

≪

「鬼怒川温泉 春節・鬼まつり２０２０」

概要

≫

開催期間

２０２０年２月１日（土）・２日（日）

開催時間

10：00～15：00

実施場所

東武鉄道「鬼怒川温泉駅」駅前広場

主

催

鬼怒川温泉冬まつり実行委員会

共

催

（一社）日光市観光協会

協

力

鬼怒川温泉旅館組合、東武鉄道㈱、他

内

容

会場を春節飾りで彩り、中華圏の旧正月の雰囲気の中、下記内容で開催
いたします。（２日間共通）

≪イベント内容≫
◆大ガラまき大会 参加無料
◆ステージイベント 観覧無料

お客様の開運・招福を祈願し、福豆やお菓子など福を撒きます。
日光市内の郷土芸能によるステージを開催。
龍王太鼓、日光さる軍団による猿まわし、日光街道杉並木太鼓会、
鬼怒川囃子八汐会、鬼怒川ヤングオーナーズクラブ鬼祭會による神輿渡御 等

昨年度「鬼怒川温泉春節・鬼まつり２０１９」の様子
（左から：日光さる軍団による猿回し、龍王太鼓、鬼怒川ヤングオーナーズクラブ鬼祭會による神輿渡御）

◆体験 一部有料 ・お茶会（鬼怒川・川治温泉観光情報センターにて、１日先着２００名様限定）
・日本のお正月遊び体験（羽付き、書初め、けんだま）
・忍者手裏剣道場
・射的遊び

◆日光グルメの販売 8 店舗（予定）
販売物：おしるこ、焼きとり、栃木和牛串焼き、焼きそば、ピザ、にっこう５味からあげ、
甘酒、菓子、日光産いちご、他多数
◆「開運 七福鬼あつめスタンプラリー」
年はじめ、鬼怒川温泉の鬼で邪気を払い、開運祈願。
下記の期間は特別に、通年開催している「七福邪鬼払いスタンプラリー」とは異なる記念品を
授与いたします。
開催期間

1 月 23 日（木）～2 月 23 日（日）

場

所

鬼怒川温泉郷

内

容

新年と邪気を払うといわれる鬼怒川温泉の“鬼”にちなみ、スタンプラリーを開催。
全てのスタンプを集めた方へ、特別記念品を授与します。（先着１，０００名）

記念品交換 鬼怒川・川治温泉観光情報センターにて、９時～１７時まで対応
その他

■東武「SＬ大樹」との連携企画の実施
①コラボレーションヘッドマークの掲出 ※デザインは東武鉄道のプレスリリースをご確認ください
掲出日：２０２０年２月１日（土）・２日（日）
②SL 転車台でのガラマキ
出

演

鬼怒太、キヌちゃん（赤鬼）、カワちゃん（青鬼）

実施時間

①１３：４０～ （約１０分間）

実施場所

鬼怒川温泉駅転車台

③SL 大樹（1 号・３号）に乗車された方に、実行委員会ブースで販売している
「鬼子蔵汁」特別無料ふるまい券の配布。
・
「鬼子蔵汁（きしぞうじる）」とは…
鬼子蔵汁は昔、鬼怒川・川治温泉の地に住んでいた鬼子蔵さんが、病に倒れた妻のために
この汁を作って食べさせたところ、病が完治したといわれる話が伝えられ、その名にちなみ
名付けられた。１年の無病息災を願いながら召し上がっていただく料理です。

■訪日外国人誘客企画「NIKKO KINUGAWA-ONSEN Promotion 2020」との連携
１月２３日（木）から２月２３日（日）まで３２日間、日光市全域で外国人旅行者の誘客キャンペー
ンを開催し、春節期のさらなる外国人誘客、さらにはお客様の満足度向上に取り組みます。
①鬼怒川温泉駅構内に外国人案内デスクを特設
②テーマパーク無料入場ＤＡＹの開催
③観光施設の割引入園や利用特典
④ホテル・旅館の日帰り温泉入浴無料
⑤宿泊施設での日本のお正月料理のふるまい 他
※全ての特典は、外国人旅行者対象です。特典を受ける方には、外国人であることの確認の為、
パスポートや外国人登録証明書等をご提示いただきます。

≪参考資料≫
■鬼怒川・川治温泉の鬼のキャラクターについて
計３つの鬼のキャラクターがいます。
①赤鬼のキヌちゃん
②青鬼のカワちゃん

※キヌちゃん・カワちゃんは、双子の子どもの鬼です

③鬼怒太

（左）キヌちゃん （右）カワちゃん

鬼怒太

※こちらご案内に記載の内容は、変更になる場合があります。予めご了承ください。
《本件に関するお問合せ》 (一社)日光市観光協会 鬼怒川・川治支部

担当：八木澤

TEL：０２８８－２２－１５２５ FAX：０２８８－７７－０２０１
Email：kinugawa-kawaji@nikko-kankou.org

春節とは？／What’s SHUNSETSU?
春節とは、太陰暦の元旦にあたる日です。
中国や、台湾・シンガポールなど、多くの国で
盛大に新年を迎えたことをお祝いします。
日本人にとっての大晦日やお正月と同じで、
一年の中で最も重要なお祝いのひとつです。
SHUNSETSU is New Year’s Day on the chinese lunar
calendar. It is celebrated in many countries such as
China, Taiwan and Singapore, and is one of the most
significant holidays of the year.

節分とは？／What’s SETSUBUN?
節分とは季節の変わり目を意味し、旧暦上では二月三日で冬が終わります。
古くから季節の変わり目には鬼が来ると言われ、厄払いの為に豆をまきます。
”鬼は外、福は内”の掛け声が一般的ですが、鬼怒川では鬼は守り神。
”福は内、鬼も内”という珍しい掛け声で厄を払います。
SETSUBUN is celebrated on February 3rd for the seasonal division between
winter and spring based on Japanese old calendar. Since it has been believed that
"ONI" appears on the day, people throw roasted soybeans to get rid of it shouting
"Oni get out, Luck come in!". (ONI is a horned-ogre from traditional Japanese folklore
which has demonlike appearance) In Kinugawa-onsen, since "ONI" is known as
a gurdian god, people say it in a unique way, "Luck come in, Oni come in!" instead.

郷土芸能ステージ／Folk Entertainment Stage

龍王太鼓・和太鼓／
Japanese drums

お囃子／

Japanese traditional music

猿まわし
（日光さる軍団）／
Performing monkey show

※ 内容やスケジュール等は変更になる可能性が
ございます。予めご了承ください。

文化体験／Culture and Tradition Experience
お茶会／

お正月遊び／

Japanese tea ceremony

Shodo and New Year Game
Experience
１０：００〜１５：００
書道、けん玉、羽根つき 等

１０：３０〜
※２００名様限定、無料

神輿渡御／Mikoshi

忍者手裏剣・射的体験／

Ninja Star and Shooting Gallery
Experience
１０：００〜１５：００
１回１００円

グルメ／Gourmet Foods
おしるこ、焼き鳥、ほたて焼き、ピザ、
焼きそば、ロングフランク、
とちぎ和牛串焼き、チョコバナナ、
にっこう５味からあげ、甘酒、
パン、菓子、肉まん、けんちん汁など、
日光産いちご／Strawberry 様々なグルメをご用意しております。

二月一日／Februry 1 (Sat)

豪華賞品が当たる抽選会を実施いたします
ご購入400円 ごとに抽選券を1枚お渡しいたします。
10:30 〜14:30の間に、イベント会場に設置された
実行委員会テントに抽選券を持ってお越しください。
豪華賞品が当たる抽選会にご参加いただけます。

二月二日／Februry 2 (Sun)

10：00 〜

龍王太鼓オープニング

10：00 〜

龍王太鼓オープニング

10：15 〜

大ガラまき大会

10：15 〜

大ガラまき大会

10：35 〜

宿泊者限定大抽選会

10：35 〜

宿泊者限定大抽選会

11：30〜

龍王太鼓演奏

11：30〜

お囃子演奏

12：00〜

猿まわし公演

12：00〜

神輿渡御 ＜鬼怒川ヤング

12：30〜

お囃子演奏

12：30〜

和太鼓演奏

13：40〜

SL転車台よりガラまき

13：00〜

お囃子演奏

13：50〜

お囃子演奏

13：40〜

SL転車台よりガラまき

14：20〜

猿まわし公演

13：50〜

神輿渡御 ＜鬼怒川ヤング

[ 約15分]
[ 約15分]
[ 約25分]
[ 約20分]
[ 約30分]
[ 約30分]
[ 約10分]
[ 約30分]
[ 約30分]

＜龍王太鼓保存会＞

＜冬まつり実行委員会＞
＜冬まつり実行委員会＞
＜龍王太鼓保存会＞
＜日光さる軍団＞
＜平ケ崎お囃子会＞
＜東武鉄道＞

＜平ケ崎お囃子会＞
＜日光さる軍団＞

[ 約15分]
[ 約15分]
[ 約25分]
[ 約30分]
[ 約30分]
[ 約30分]
[ 約30分]
[ 約10分]
[ 約30分]

＜龍王太鼓保存会＞

＜冬まつり実行委員会＞
＜冬まつり実行委員会＞
＜鬼怒川囃子八汐会＞

オーナーズクラブ鬼祭会＞
＜日光街道杉並木太鼓会＞
＜鬼怒川囃子八汐会＞

＜東武鉄道＞

オーナーズクラブ鬼祭会＞

＼宿泊券等が当たる！／

宿泊者限定大抽選会

