6月15日は

県民 の日
～一緒に歩む元気なとちぎ！～

令和４（2022）年

県民の日記念イベント

日時／6月１1日（土）１０：００～１５：００
場所／栃木県庁（宇都宮市塙田１-１-２０）

～ステージイベント～
【県議会議事堂１階】
オープニングセレモニー

【時間】10：0 0 ～

●知事、議長挨拶
●いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 PR
●県民の歌演奏

栃木県警察音楽隊ステージ

【時間】10：2 0 ～

「ルリちゃん」と
「とちまるくん」

～とちぎ防災・減災フェア～
【昭和館前広場】

はしご車展示・起震車体験・煙体験ハウス・消火器体験・
ちびっ子消防隊のほか、防災食・防災グッズや住宅用警報器・
消防防災ヘリ「おおるり」の PR コーナーもあります！

【本館 8 階危機管理センター】
【時間】13 : 0 0 ～

特別講演：世界を救う『パンの缶詰』
～『パンの缶詰』誕生秘話～
（株）パン・アキモト代表取締役 秋元 義彦

～国体・障スポ PR ゾーン～
【本館１階国体・障スポ情報発信コーナー】
冬季大会パネル展開催中！

とちぎアーティストバンク設立記念
♪元気発信コンサート

【時間】１1：0 0 ～
※演奏順不同
●クラシック音楽
・元気発信アンサンブル
阿久澤政行（ピアノ）、大貫裕子（ソプラノ）、
小 山 啓 久（ヴァイオリン）、野村 奈 美（チェ
ロ）、栗田智水（フルート）
・フルートとピアノのアンサンブル
瀧本実里（フルート）、黒岩航紀（ピアノ）
●邦楽
和
 久文子（箏）、福田智久山（尺八）、前川智世
（箏、十七絃箏）、黒須里美（箏）
●演歌
えひめ憲一（歌）、森藤晶司（ピアノ）

スペシャルゲスト★鈴木杏奈のミニライブ

【時間】13 : 0 0 ～
（ 歌＆トー ク）
■鈴 木 杏 奈（栃 木 県 出 身、声 優・歌手）

とちキャラーズ
PR ステージ

【時間】13 : 5 0 ～

栃木 SC PR ステージ

記念缶バッジづくり体験、ボッチャ・車いすスラローム体験を開催！炬火
トーチ（実物）を持って撮影できるフォトスポットも設置します。
●スタンプラリーでプレゼントをゲットしよう！

～県事業の紹介等～
【本館 1 階】

●ナイスハートバザール
●プロスポーツチーム PR
●ハンガリー文化紹介 など

●県民ゴルフ場 30 周年、博物館 40 周年、美術館 50 周年 PR
●とちぎ海浜自然の家クラフト体験 など

【本館 15 階南側】

●県警装備品展示、体験
●自転車シミュレーター

【県民広場】

など

●ミニとちぎの伝統工芸品展＠県民の日
●エコカー展示、間伐材を使用したしおりづくり
●いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会募金グッズ等販売

※新 型コロナウイルスの感染状況により開催中止もしく
は内容を変更する場合がございます。また、会場が屋
内のイベントについては、混雑防止のため入場制限を
行うことがあります。
※御 来場の際には、マスクの着用、手指の消毒、3 密の
回避等感染防止対策の徹底に御協力をお願いします。

など

栃木県庁舎のご案内
県議会
議事堂

南館

県民広場

県総合
文化センター

東館

本館

シンボルロード

県民の日は、明治６
（1873）年に当時の栃木県と宇都宮県が合併し、おお
むね現在と同じ栃木県が誕 生した 6 月 15 日を記念して制定されたルリ。
そして、今年で栃木県は 149 歳になったルリ。みんな遊びに来てルリ！
県民の日マスコット「ルリちゃん」

「ナイチュウ」

【本館２階】

昭和館前
広場

【時間】14: 3 0 ～
チアダ ンス パ フォーマンス

【本館 15 階北側】

昭和館

栃木会館
跡 地

令和4（2022）年度県民の日
■公

施設の無料開放・一部割引

■新型コロナウイルス感染症の感

園

施 設 名

所在地／連絡先

栃木県みかも山公園

栃木市岩舟町下津原 1747-1
TEL：0282-55-7272

イタリア大使館別荘
記念公園

日光市中宮祠 2482
TEL：0288-55-0880
（日光自然博物館）

日光市中宮祠 2482
英国大使館別荘記念公園 TEL：0288-55-0880
（日光自然博物館）

内

容

フラワートレイン利用料金無料

実施日
6月11、12、15日
9:20～16:20

観覧料無料

6月11、12、15日
9:00～17:00

観覧料無料

6月11、12、15日
9:00～17:00

栃木県日光だいや川公園

日光市瀬川 844
TEL：0288-23-0111

フィールドアスレチック施設、パークゴルフ場、
6月11、12、15日
グラウンドゴルフ場、ディスクゴルフ場の利用料
9:00～16:45
金無料

栃木県日光田母沢御
用邸記念公園

日光市本町８-27
TEL：0288-53-6767

御用邸本邸（研修室及び研修ホールを除く）、駐
車場の利用料金無料

6月11、12、15日
9:00～17:00

6月11、12、15日
9:00～16:45
（フィールド
フィールドアスレチック施設、ボート、花ちょう
アスレチック、
遊館の利用料金無料
ボート）
9:00～16:30
（花ちょう遊館）
栃木県井頭公園

真岡市下籠谷 99
TEL：0285-83-3121

栃木県那須野が原公園

那須塩原市千本松 801-3
TEL：0287-36-1220

栃木県とちぎわんぱ
く公園

壬生町国谷 2273
TEL：0282-86-5855

栃木県鬼怒グリーン
パーク

日光国立公園那須平
成の森★

高根沢町宝積寺 86-1
TEL：028-675-1909

那須町高久丙 3254
TEL：0287-74-6808

日光国立公園那須高原
ビジターセンター★

那須町湯本 207-2
TEL：0287-74-2301

屋台のまち中央公園

鹿沼市銀座 1-1870-1
TEL：0289-60-6070

貸自転車（普通）2 時間まで
大人 480 円→ 240 円（高校生以上）
小人 300 円→ 150 円
貸自転車（変わり種）1 時間まで
大人 320 円→ 160 円（高校生以上）
小人 200 円→ 100 円
パターゴルフ使用料（1 回 9 ホール）
大人 480 円→ 240 円（高校生以上）
小人 300 円→ 150 円

6月15日
9:00～16:45

フィールドアスレチック施設、そり遊び広場、サ
ンサンタワーの利用料金無料

6月11、12、15日
9:00～16:45

ふしぎの船の利用料金無料

6月11、12、15日
9:30～16:00

水上アスレチック施設、ローラースケート場、パー
クゴルフ場、ボートの利用料金無料

6月11、12、15日
8:45～16:30

貸自転車 ( 周回用変形自転車 )
30 分 300 円 ( 通常 500 円 )

6月15日
8:45～16:30
(受付16時まで)

県内にお住まいの方のみ希望者にオリジナル付箋
をプレゼント ※来場者特典

6月18日（土）、
19日（日）

体験プログラム
焼きペンコースター作り
300 円→無料（当日申し込み）

6月11、12、
13、14日
10:00～16:00
6月12日
9:00～16:30

「屋台展示館」無料開放

鹿沼市千手町 2610
TEL：0289-65-0778

遊戯施設（おとぎ電車・ジェットスター・観覧車） ６月12日
無料
10:00～16:00
※自動木馬等のコイン投入式遊具は除く
（雨天中止）

小山総合公園

小山市外城 371-1
TEL：0285-21-3190

総合公園サイクリングセンターの貸自転車（変形
自転車・変わり種自転車）の利用料金無料

6月11、12日
9:00～16:00

八幡山公園

宇都宮市塙田 5-1-1
TEL：028-624-0642

・宇都宮タワー無料開放
・ゴーカート無料開放

6月15日（水）
宇都宮タワー
9:00～16:30
ゴーカート
9:00～16:00

■スポーツ
障害者スポーツセン
ター（とちぎ福祉プ
ラザ内）

所在地／連絡先

藤岡渡良瀬運動公園

栃木市藤岡町藤岡 1218-1
TEL：0282-62-1301

テニスコート無料開放

6 月 11、12 日
9:00 ～ 17:00

藤岡総合体育館

栃木市藤岡町藤岡 1788
TEL：0282-62-4431

トレーニング室無料開放

6 月 11、12 日
9:00 ～ 17:00

西方総合公園内
テニスコート

栃木市西方町本城 1542
TEL：0282-92-0866

無料開放

6 月 11、12 日
9:00 ～ 17:00

岩舟総合運動場
テニスコート

栃木市岩舟町静 2292- １
TEL：0282-55-2500

無料開放

6 月 11、12 日
9:00 ～ 17:00

佐野市運動公園

佐野市赤見町 2130-2
TEL：0283-25-0403

無料開放（ローラー滑り台）

6 月 12 日
9:00 ～ 17:00

佐野市アリーナたぬま

佐野市戸奈良町 21

トレーニングジム無料開放

6 月 15 日
9:00 ～ 22:00

鹿沼運動公園
（ヤオハンいちご
パーク）

鹿沼市旭が丘 3164-1
TEL：0289-77-2898

温水プール及び卓球室の無料開放
温水プール 10:00 ～ 17:00
卓球室 8:30 ～ 17:00（30 分交代）

6 月 12 日

鹿沼総合体育館
（ＴＫＣ いちごア
リーナ）

鹿沼市下石川 694-1
TEL：0289-72-1300

小山市立体育館★

小山市塚崎１４０８-１
TEL：0285-28-1250

メインアリーナ・サブアリーナ無料開放

6 月 15 日
9:00 ～ 21:00

今市青少年スポーツ
センター

日光市根室 609-1
TEL：0288-26-1155

施設無料開放
各種スポーツ教室無料体験
小学生ホッケーセミナー【要予約】

6 月 12 日

栃木県立県南体育館

小山市外城 371-1
TEL：0285-21-0021

運動施設利用料金無料（普通利用の場合における
利用料金に限る）【要予約】

6 月 15 日
9:00 ～ 21:00

栃木県立
温水プール館

小山市外城 371-1
TEL：0285-22-4617

運動施設利用料金無料（普通利用の場合における
利用料金に限る）

6 月 15 日
10:00 ～ 21:00

栃木県立県北体育館

大田原市美原 3-2-62
TEL：0287-22-8012

運動施設利用料金無料（普通利用の場合における
利用料金に限る）

6 月 15 日
9:00 ～ 21:00

栃木県総合運動公園
東エリア

宇都宮市西川田 4-1-1
TEL：028-658-5900

運動施設使用料無料（普通利用の場合における使
用料に限る）

６月 15 日

大田原市屋内温水
プール

TEL：0287-24-0778

無料開放

6 月 15 日
10:00 ～ 21:00

いきいきプール
黒羽中学校屋内温水
プール

大田原市北野上 3597-1
TEL：0287-59-1031

無料開放

6 月 15 日
10:00 ～ 21:00

那須スポーツパーク★

大田原市湯津上 2745
TEL：0287-98-2811

テニスコート及びグラウンドゴルフ場の利用料半額
※ ただし、ナイター及び屋内コート利用除く

6 月 11 ～ 15 日
9:00 ～ 17:00

下野市ふれあい館

下野市三王山 698- ５
TEL：0285-47-1126

室内温水プール入場料割引（半額）
一般
550 円→ 270 円
小中学生 270 円→ 130 円
高齢者
440 円→ 220 円
※場合により入場制限あり。

6 月 12 日 ( 日 )
9:00 ～ 19:00

高根沢町宝積寺上川原 828
TEL：028-675-7211

県民感謝デ -（特別料金設定 詳細はとちまるゴ
ルフクラブ HP で公開）

6 月 10 ～ 15 日

那須町寺子乙 2584-6
TEL：0287-72-6788

無料開放

6 月 12 日（日）
9:00 ～ 16:30

栃木県民無料デイ（有料ガイドが無料）様式等別途有 9月4日（日）、5日
（月）
申しこみ抽選方式

千手山公園

施 設 名

施 設 名

所在地／連絡先

内

容

実施日

とちまるゴルフクラブ
（栃木県民ゴルフ場）
那須スイミングドーム★

内

容

トレーニング室の無料開放
トレーニング室 10:00 ～ 17:00
（ガイダンス受講済の方）

実施日

6 月 12 日

6 月 15 日 ( 水 )
10:00 ～ 21:00

■美術館
施 設 名

所在地／連絡先

内

容

実施日

栃木県立美術館

宇都宮市桜 4-2-7
TEL：028-621-3566

6月11、12、15日
観覧料無料
企画展「題名のない展覧会―栃木県立美術館 50 9:30～17:00
年のキセキ」
（最終入館16:30）

草雲美術館

足利市緑町 2-3768
TEL：0284-21-3808

無料開放

6月12日
9:00～16：00

足利市立美術館

足利市通二丁目 14-7
TEL：0284-43-3131

無料開放

6月12日
10:00～18:00
（※入場は17:30
まで）

栗田美術館★

足利市駒場町 1542
TEL：0284-91-1026

入館料

大人 1,250 円→ 750 円
小中高生
500 円→ 250 円

あだち好古館

栃木市万町 4-2
TEL：0282-22-0149

入館料

大人
小中学生

佐野市立
吉澤記念美術館

佐野市葛生東 1-14-30
TEL：0283-86-2008

観覧料無料
収蔵企画展 コレクション選展Ⅰ タキコレ―滝の
美術―

6月11日
9:30～17:00

佐野市高砂町 2794-1
まちなか活性化ビル 1 階
TEL：0283-22-0311

観覧料無料。記念品（ポスターまたはポストカー
ド）進呈
※ 先着 50 名

6月15日
9:00～17:00

入館料半額

6月15日
9:30～17:00

6 月 15 日
9:00 ～ 21:00

宇都宮市若草１-10- ６
TEL：028-678-6677

運動施設利用料金無料（普通利用の場合における
利用料金に限る）

スカイパーク宇都宮
パラグライダース
クール★

宇都宮市古賀志町 1800
TEL：028-652-6503

パラグライダー体験コース料金【要予約】
体験コース 6,000 円→ 5,400 円
タンデムフライトコース
14,000 円→ 13,000 円
体験＋タンデムフライトコース
17,000 円→ 16,000 円

6 月 11、12 日
9:00 ～

足利市民体育館

足利市大橋町 1-2007-3
TEL：0284-43-0536

補助競技場及びトレーニング室無料開放

6 月 13 日
9:00 ～ 17:00

足利市体育センター
（総合運動場内）

足利市田所町 1123
TEL：0284-41-3963

無料開放

6 月 13 日
9:00 ～ 17:00

佐野市人間国宝田村
耕一陶芸館

栃木市総合運動公園
プール

栃木市川原田町 760
TEL：0282-23-2523

無料開放

6 月 11、12 日
10:00 ～ 17:00

安藤勇寿「少年の日」 佐野市御神楽町 623-1
美術館
TEL：0283-67-1080

栃木市総合運動公園
テニスコート

栃木市川原田町 760
TEL：0282-23-2523

無料開放

6 月 11、12 日
10:00 ～ 17:00

栃木市総合運動公園
陸上競技場

栃木市川原田町 760
TEL：0282-23-2523

無料開放

6 月 11、12 日
10:00 ～ 17:00

大平運動公園内
テニスコート★

栃木市大平町蔵井 1547
TEL：0282-43-1119

無料開放

6 月 11、12 日
8:00 ～ 17:00

かかしの里★

栃木市大平町西山田 1771-3 一部施設無料開放
TEL：0282-43-8288
（ローラースライダーマット貸出無料）

6 月 11、12 日
9:00 ～ 17:00

栃木市つがスポーツ
公園テニスコート★

栃木市都賀町家中 4785-3
TEL：0282-27-5133

無料開放

6 月 11、12 日
9:00 ～ 17:00

栃木市出流ふれあいの森

栃木市出流町 417
TEL : 0282-31-0810

ローラーすべり台用マット貸出無料

６月 12 日、
13 日、15 日
9:00 ～ 17:00

400 円→ 300 円
250 円→ 200 円

入館料無料 開館 30 周年・川上澄生没後 50 年
記念企画展
「書物を彩る蔵書票」展

6月11、12日
9:30～17:00
（最終入館 16:30）
6月15日
10:00～17:00

6月12日
9：00～17：00
入館は16：30まで

鹿沼市立
川上澄生美術館

鹿沼市睦町 287-14
TEL：0289-62-8272

小杉放菴記念日光
美術館

日光市山内 2388-3
TEL：0288-50-1200

入館料無料
※駐車場も 2 時間以内無料

6月15日
9:30～17:00
（最終入館 16:30）

小山市立車屋美術館

小山市乙女 3-10-34
TEL：0285-41-0968

小川家住宅の入館料無料

6月11、12、15日
9:00～17:00
（入館は16:30まで）

入館料無料

6月15日
9:30～17:00
（最終入館 16:30）

益子陶芸美術館
益子町益子 3021
（陶芸メッセ・益子） TEL：0285-72-7555
和気記念館

塩谷町玉生 648
TEL：0287-45-1010

入館料
500 円→ 200 円
中学生以下無料

6月13、14、15日
10:00～16:00

感染状況等により内容の一部が変更になることがありますので、各施設にお問い合わせのうえお出かけください。
施 設 名

所在地／連絡先

内

エミールガレ美術館★

那須町高久丙 132
TEL：0287-78-6030

入館料 100 円引き
ガラス製品プレゼント

那珂川町
馬頭広重美術館

那珂川町馬頭 116-9
TEL：0287-92-1199

観覧料無料

容

実施日
6月15日
9:30～17:00
（最終入館 16:30）
6月12日(予定)
９:30～17:00
(最終入館16:30)

■博物館・水族館
施 設 名

所在地／連絡先

内

容

宇都宮市睦町 2-2
TEL：028-634-1311

6月11、12、15日
観覧料無料
9:30～17:00
企画展「異界 ～あなたとふいにつながるせかい～
（最終入館
」
16:30）

栃木県子ども総合科
学館

宇都宮市西川田町 567
TEL：028-659-5555

観覧料、遊具利用料無料

6月11、12、15日
9:30～16:30

旧篠原家住宅

宇都宮市今泉 1-4-33
TEL：028-624-2200

入館料無料

６月15日
９:00～17:00

とびやま歴史体験館

宇都宮市竹下町 380-1
TEL：028-667-9400

粗品（クリアファイル）進呈
※ 先着 30 名様

6月12、14、15日
９:00～17:00

とちぎ山車会館

栃木市万町 3-23
TEL：0282-25-3100

入館無料

6月11、12日
9:00～17:00

栃木市おおひら歴史
民俗資料館

栃木市大平町西山田 898-1
TEL：0282-43-8686

入館料無料
※新型コロナウイルス感染拡大状況により入場制
限等を実施する場合もあり

6月11、12、15日
9:00～17:00

栃木市横山郷土館

栃木市入舟町 2-16
TEL：0282-22-0159

オリジナルポストカードプレゼント
※各日先着 30 名様

6月11、12、15日
9:00～17:00

栃木市立文学館

栃木市入舟町 7-31
TEL：0282-25-5400

観覧料無料
※新型コロナウイルス感染拡大状況により入場制
限等を実施する場合もあり

６月11、12、15日
９:30～17:00

岡田記念館

栃木市嘉右衛門町 1-12
TEL：0282-22-0001

入館料

塚田歴史伝説館

栃木市倭町 2-16
TEL：0282-24-0004

入館料

山本有三ふるさと記念館

栃木市万町 5-3
TEL：0282-22-8805

無料開放

佐野市郷土博物館

佐野市大橋町 2047
TEL：0283-22-5111

入館料無料
第 75 回企画展「佐野の近代化と田中正造」

6月1２日
9:00～17:00

鹿沼市民文化センター

鹿沼市坂田山 2-170
TEL：0289-65-5581

プラネタリウム観覧料無料

6月11日13:30
12日11:00、
13:30

栃木県立日光自然博物館

日光市中宮祠 2480-1
TEL：0288-55-0880

観覧料無料

6月11、12、15日
9:00～17:00

3D 迷路・恐竜館★

6月12日
9:30～17:00

大人 700 円→ 500 円
小中学生 350 円→ 300 円

6月15日
9:30～17:00

真岡市科学教育センター

真岡市田町 1349-1
TEL：0285-83-6611

「プラネタリウム」無料公開

栃木県なかがわ水遊園

大田原市佐良土 2686
TEL：0287-98-3055

「おもしろ魚館」観覧料無料

大田原市なす風土記
の丘湯津上資料館

大田原市湯津上 192
TEL：0287-98-3322

大田原市ふれあいの
丘自然観察館

大田原市福原 1411-22
TEL：0287-28-3251

6月15日
9:00～17:00
（最終入館16:30）

6月1～30日
10:00～17:00
(受付終了)
毎週水曜日定休
（臨時休館の場
合もあり。HP掲
載：不定休）

入館料無料

６月11、
12、15日
9:00～17:00

入館料無料

６月11、12日
9:３0～1６:３0
（ただし入館は
16:00まで）

大田原市ふれあいの
丘天文館

大田原市福原 1411-22
TEL：0287-28-3254

入館料無料【要予約】

6 月 11、12 日
13:30 ～ 21: ０0
（ただし入館は
20:30 まで）

大田原市黒羽芭蕉の館

大田原市前田 980-1
TEL：0287-54-4151

入館料無料

６月11、
12、15日
9:00～17:00
（ただし、入館は
16:30まで）
６月11、
12、15日
9:00～17:00
（ただし、入館は
16:30まで）

大田原市南金丸 1584-6
TEL：0287-20-0220

入館料無料

矢板市立矢板武記念館

矢板市本町 15-3
TEL：0287-43-0032

無料開放

6月11、12日
9:30～16:00

山縣有朋記念館

矢板市上伊佐野 1022
TEL：0287-44-2320

入館料から 100 円引き

6月15日

那須野が原博物館

那須塩原市三島 5-1
TEL：0287-36-0949

無料開放

6月12日
9:00～17:00

木の葉化石園

那須塩原市中塩原 472
TEL：0287-32-2052

入園料 高校生以上 500 円→ 400 円
小中学生
300 円→ 無料

大田原市那須与一伝承館

６月13、
14、15日
9:00～17:00
（最終入館
16:30）

容

実施日

とちぎ明治の森記念館

観覧料無料

山あげ会館

那須烏山市金井 2-5-26
TEL：0287-84-1977

入場料
大人
250 円→ 150 円
小・中学生 100 円→ 無料

６月15日
9：00～16：00

那須歴史探訪館

那須町芦野 2893
TEL：0287-74-7007

観覧料無料

6月1２日（日）
8:30～16:30

那須クラシックカー
博物館★

那須町高久甲 5705
TEL：0287-62-6662

那須テディベア・
ミュージアム★

那須町高久丙 1185-4
TEL：0287-76-1711

入館料半額

6月15日
9:30～17:00
（最終入館 16:30）

那珂川町なす風土記
の丘資料館

那珂川町小川 3789
TEL：0287-96-3366

観覧料無料

6月15日
９:30～17:00
（最終入館 16:30）

小山市立博物館

小山市乙女 1-31-7
TEL：0285-45-5331

第 76 回企画展「小山の遺跡 速報展」の入館料
無料

６月11、
12、15日
９:00～1７:00
（入館は16:30まで）

1,000 円→ 500 円
大人
小中高生
600 円→ 300 円
小学生未満
無料

入館料半額

6月11～1５日
9:00～18:00
（最終入館 17:30）
営業時間は状況に
より変動する場合
がございます。

■温泉・保養施設
所在地／連絡先

内

容

実施日

道の駅うつのみや
ろまんちっく村

宇都宮市新里町丙 254
TEL：028-665-8800

湯処あぐり・アグリスパ利用者に対し、次回から
６月15日
使える入浴料割引券（1 割引）の配布（先着 100 名）
10:00～21:00
※ 営業時間 10:00 ～ 21:00

上河内地域交流館
梵天の湯

宇都宮市今里町 18-4
TEL：028-674-8963

梵天カード（10 ポイントで１回無料入浴）当日は、
６月15日
プラス１ポイントプレゼント
10:00～21:00
※利用に際しての条件 ⇒ 有料入浴者対象

大田原市黒羽温泉
五峰の湯

大田原市堀之内 674
TEL：0287-59-7010

無料開放

6月15日
10:00～21:00
（最終入館
20:00）

大田原市湯津上温泉
やすらぎの湯

大田原市湯津上 5-776
TEL：0287-98-2141

無料開放

6月15日
10:00～21:00
（最終入館
20:00）

矢板市城の湯やすら
矢板市川崎反町 295
ぎの里（城の湯温泉
TEL：0287-44-1010
センター）
ザ・グランドスパ
南大門★

宇都宮市今泉 3-2-18
TEL：028-622-1126

当日限定 入浴料一律 200 円割引
（当日：一般 500 円⇒ 300 円
65 歳以上及び小学生 400 円⇒ 200 円）
大人入館料 平日 1,980 円→ 990 円
午前 10 時から午後 8 時までの入館者に限る

日帰り入浴料
12:00 ～ 17:00（最終入浴 18:00 迄）
日光市鬼怒川温泉大原 1409
鬼怒川パークホテルズ★
大人 880 円→ 550 円
TEL：0288-77-1289
小人 550 円→ 110 円
※ タオル、バスタオル有料になります

神奈川県横浜市西区みなと
横浜ベイホテル東急★ みらい 2-3-7
TEL：045-682-2222

6月25日
11:00～、
13:30～
6月11、12、15
日 9:30～16:30
（最終入館16:00）

内

6月11、12、15日
9:00～17:30

施 設 名

大人 800 円→ 700 円
小人 400 円→ 300 円

入場料半額
大人 1400 円→ 700 円
小人 900 円→ 450 円

所在地／連絡先
那須塩原市青木 27
TEL：0287-63-0399

実施日

栃木県立博物館

日光市小佐越 1-83
TEL：0288-70-1066

施 設 名

６月15日（水）
10:00～20:00
6月15日

6月1～15日

各日 10 部屋限定。エグゼクティブツインルー
ム (39.6-40.5㎡ ) １泊通常 70,000 円・（日 ) ～
( 木 ) → 17,000 円。・（金）→ 20,000 円・（土）
→除外 (6/ ４･11･18･25)
※上記料金は１室あたり、料金、税金、サービス
６月1～30日
料金 13％が含まれます。(1 名 /2 名でも同料金
（要予約）
にて利用可 )
※朝食付きをご希望の場合は、お一人様あたり、
3,000 円（税サ込）。
※チェックイン時に栃木県在住・在職・在学の証
明書 ( 免許証等 ) をご提示ください。

■史跡等
施 設 名

所在地／連絡先

内

容

実施日

史跡足利学校

足利市昌平町 2338
TEL：0284-41-2655

無料開放

6月12日
9:00～17:00（※
入場は16:30まで）

古峯神社古峯園★

鹿沼市草久 3027
TEL：0289-74-2111

入園無料

6月15日
9:00～17:00

日光二荒山神社宝物館★

日光市中宮祠 2484
TEL：0288-55-0017

日光東照宮美術館★

日光市山内 2301
TEL：0288-54-0560

笠石神社（那須国造碑）

大田原市湯津上 430
TEL：0287-98-3758

開碑

乃木神社宝物館

那須塩原市石林 795
TEL：0287-36-1194

入館料無料

6月11、12、15日
9:00～16:00

野木町煉瓦窯

野木町大字野木 3324- １

見学料無料

６月11日、
12日、15日
9:00～17:00

出流山満願寺★

栃木市出流町 288
TEL：0282-31-1717

奥ノ院鍾乳洞拝観料無料

6 月 15 日
8:00 ～ 15:00

拝観料

大人 500 円→ 400 円
小人 250 円→ 200 円

入館料１割引

大人
800 円→ 640 円
高校生
600 円→ 480 円
小中学生 400 円→ 320 円

大人 500 円→ 300 円

★は県民に限るため、学生証や
免許証などの提示が必要です。

6月13、14、15日
9:00～16:30
6月12、13、15日
6月15日
9:00～17:30

■レジャー
施 設 名

所在地／連絡先

内

容

実施日

宇都宮動物園

宇都宮市上金井町 552-2
TEL：028-665-4255

入園料
大人（中学生以上） 1,400 円→ 1,200 円
小人
700 円→ 600 円

とちのきファミリー
ランド

宇都宮市西川田 4-1-1
TEL：028-659-1332

6 月 11、12、
13、15 日
ワンデーパスバンド
9:30 ～ 17:00
おとな（高校生以上）
2,700 円→ 2,000 円
（ワンデーパス
こども（3 歳から中学生）2,000 円→ 1,500 円
バンドの販売は
15:40 まで）

宇都宮市江野町 7-13
プラザヒカリ
TEL：028-633-4445

入館料の割引
一般
学生
高校生・中学生・小学生

宇都宮ヒカリ座

1,800 円→ 1,200 円
1,500 円→ 1,000 円
1,000 円→ 800 円

6 月 15 日
6 月 15、16、
17、18、19 日
10:00 ～ 17:00
（予定）
※詳しくはお問い
合わせください

あしかがフラワー
パーク★

足利市迫間町 607
TEL：0284-91-4939

とちぎ花センター

栃木市岩舟町下津原 1612
「鑑賞大温室」観覧料無料
TEL：0282-55-5775

6 月 11、12、
15 日
9:30 ～ 17:00
（最終入館 16:30）

足尾銅山観光★

日光市足尾町通洞 9-2
TEL：0288-93-3240

入坑料半額

6 月 15 日
9:00 ～ 17:00
（最終入場 16:15）

江戸ワンダーランド
日光江戸村★

日光市柄倉 470-2
TEL：0288-77-1777

通行手形（フリーパス券）
大人（中学生以上） 4,800 円→ 2,400 円
小人（小学生以下） 2,500 円→ 1,250 円

6 月 11 ～ 19 日
※ 6 月 15 日は
定休日
9:00 ～ 17:00
（最終入場 16:00）

東武ワールドスク
ウェア★

日光市鬼怒川温泉大原 209-1
TEL：0288-77-1055

グランデ・イソーラ★ 日光市小佐越 320-1
（レンタルゴーカート） TEL：0288-77-3500

栃木県民に限り入園料半額

入園料
大人（中学生以上） 2,800 円→ 2,100 円
小人（４歳以上） 1,400 円→ 1,000 円

6 月 15 日
9:00 ～ 17:00
（最終入園 16:00）

８周料金 3,000 円を 2,000 円に割引

6 月 11、12 日
10:00 ～ 16:00
（最終受付 15:30）

日光市鬼怒川温泉滝 834
TEL：0288-77-0700

往復乗車料金
大人（中学生以上） 1,100 円→ 1,000 円
小人（４歳～小学生） 550 円→ 500 円

鬼怒川ライン下り★

日光市鬼怒川温泉大原
1414
TEL：0288-77-0531

乗船料【要予約】
大人 2,900 円→ 2,500 円
小人 1,900 円→ 1,700 円
幼児
600 円→ 400 円

鬼怒川温泉オート
キャンプ場★

日光市鬼怒川温泉滝 1053
TEL：0288-77-2334

・テントサイト１区画１泊 30％割引
4400 円→ 3080 円
6 月 11 日（土）、
・温泉「上滝乃湯」
12 日（日）
入浴料大人 100 円、小人 50 円割引
※予約時に県民であることの告知が必要（キャンプの時）

鬼怒川温泉
ロープウェイ★

とりっくあーとぴあ日光★

日光市小佐越 1-4
TEL：0288-77-3565

大田原市子ども未来
大田原市中央 1-3-15
館（わくわくらんど・
TEL：0287-47-4125
キッズタウン）
陶芸体験教室よこやま
益子町益子 3527-7
TEL：0285-72-9211
陶芸体験教室よこやま★
・陶芸体験教室よこ
やま
・和風カフェレスト
ラン益子の茶屋
・益子 森のレスト
ラン
・陶芸の丘よこやま

那須ハイランドパーク★

那須高原りんどう湖
ファミリー牧場★

那須ワールド
モンキーパーク★

9：30 ～ 17：30
6 月 11 日 ( 土 )、
12 日（日）、15
日（水）の 3 日間

入館料無料

6 月 15 日
9:00 ～ 17:00

6 月 1 ～ 30 日
益子焼陶芸ろくろ体験（作品２～３個付きセット）
9:00 ～ 15:00
3,900 円 ( 税込 4,290 円 ) のところ→ 3,600 円 ( 税
毎週月曜、第 1･
込 3,960 円 ) にて。（配送の場合送料別途）
３火曜定休

ドリンクバー無料（ランチご注文の方対象）

6 月 1 ～ 30 日
11:00 ～ 16:00
（ラストオーダー
15:20）
毎週月曜定休

益子 森のレストラン
益子町益子 4037
TEL：0285-70-2223

ドリンクバー無料（ランチご注文の方対象）

6 月 1 ～ 30 日
11:00 ～ 16:30
（ラストオー
ダー 16:00）
毎週金曜定休

陶芸の丘よこやま
益子町益子 2984
TEL：0285-72-7992

6 月 1 ～ 30 日
益子焼陶器店内商品 10％割引（一部対象外あり） 9:00 ～ 16:30
毎週月曜定休

那須町高久乙 3375
TEL：0287-78-1150

入園＋フリーパス
大人 5,600 円→ 4,600 円
小人 3,900 円→ 3,100 円

6 月 1 ～ 30 日
10:00 ～ 16:30
（ただし、6 月
15、16、22、
23 日は休園）
6 月 1 ～ 30 日
※休園日：6 月 15、
16、22、23 日
※平日・土日で
営業時間が異な
ります。

那須町高久丙 414-2
TEL：0287-76-3111

入場料
大人（中学生以上） 1,600 円→ 800 円
小人（３歳～小学生） 800 円→ 400 円

那須町高久甲 6146
TEL：0287-63-8855

有料入園者対象 入園料半額
大人（中学生以上） 2,100 円→ 1,050 円
小人（3 歳～小学生）1,200 円→ 600 円
※通常料金からのみ対象
精算前に、居住の分かるものを提示

6月11日、
12日、
18日、
19日のみ
9:30～17:00

入館料半額

6 月 12、13、
15 日
9:30 ～ 17:00
6 月 1 ～ 15 日
9:00 ～ 17:00

那須町高久甲 4583-16
TEL：0287-63-8787

串フランク 1 本 300 円→ 200 円
キングハム製品 10%off

那須ロープウェイ

那須町湯本那須岳 215
TEL：0287-76-2449

運賃１割引

サンリオピューロランド★

6 月 15 日
9:00 ～ 15:45
（最終受付
15:25）

美術館入館料半額
大人（中学生以上）1,900 円→ 950 円
小人（3 歳以上） 1,100 円→ 550 円

那須高原キングハム
おみやげ館★

東京都多摩市落合 1-31
TEL：042-339-1111

6 月 15 日
8:30 ～ 16:00
（上り最終）
16:20（下り最終）

実施期間中にサンリオピューロランドチケット窓口で
大人（18 歳～ 64 歳）が、デイパスポートを当日
窓口価格 (3,600 円～ 4,900 円）でご購入頂くと、
購入された大人のチケット枚数分のみ、小人（3
5月27日～6月21日
歳～ 17 歳）のデイパスポートが無料になります。
（※6月１、８、９、
※本特別料金は、栃木県に在住の方の限定企画で
16日は休館日）
すので、代表者（購入者）の方は、とちぎ笑顔
つぎつぎカードを必ずお持ちください。
★小人デイパスポート 2,500 円～ 3,800 円
★前売り券・e パスポート・招待券・株主優待券
などは、当企画では使用できません
★他の割引券との併用は出来ません
★シニアデイパスポート・アフタヌーンパスポー
トは対象外です。

所在地／連絡先

10:00～17:00
※日によって異
なる

内

容

実施日

足利スターレーン
足利市田中町 906-11
TEL：0284-71-1311

・足利スターレーン
・黒磯ボウル
・宇都宮ゴールド
レーン
・宇都宮第二トー
ヨーボウル
・小山ゴールドレーン
・王冠ボウル
・サンプラザボウル

黒磯ボウル
那須塩原市若葉町 66-75
TEL：0287-63-0222
宇都宮ゴールドレーン
宇都宮市簗瀬町 175
TEL：028-637-1517
宇都宮第二トーヨーボウル
宇都宮市滝の原 2-4-40
TEL：028-635-1711
小山ゴールドレーン
小山市犬塚 7-20-5
TEL：0285-27-9788

・７つのボウリング場で共通利用出来る次回無料
券（ゲーム料金無料）を、6月1～15日の期間
に、1回の利用につき1枚配布。
・各ボウリング場で1,000枚（計7,000枚）を配布。
※期間内であっても無料券が無くなり次第配布終了。
※無料券の利用は6月1日～8月31日まで。

無料券の配布期間
6 月 1 ～ 15 日
無料券の利用可
能期間
6 月 1 日～
8 月 31 日

王冠ボウル
大田原市美原 1-6-18
TEL：0287-23-4160
サンプラザボウル
栃木市片柳町 2-2-2
TEL：0282-24-8053

鴨川シーワールド★

千葉県鴨川市東町 1464-18
TEL：04-7093-4803

鴨川シーワールド 入館料割引
・大人（高校生以上）
3,000円→2,500円
・小人（小学生～中学生）1,800円→1,500円
・幼児（４歳～） 1,200円→1,000円
※入館窓口にて栃木県在住の証明（運転免許証・
保険証など）をご提示下さい。
※他の割引券、クーポン券、団体、旅行業扱いは
適用不可とさせていただきます。

スパリゾート
ハワイアンズ★

福島県いわき市
常磐藤原町蕨平 50
TEL：0570-550-550

入場料が通常料金の 20％引き
通常料金
感謝月間料金
大人
3,570 円（税込） 2,860 円（税込）
小学生 2,250 円（税込） 1,800 円（税込）
幼児
1,640 円（税込） 1,320 円（税込）
※大人は中学生以上、幼児は 3 歳以上
※栃木県在住の証明を提示のこと、１人の提示に
つき５人まで適用

佐野プレミアム・
アウトレット★

佐野市越名町 2058
TEL：0283-20-5800

栃木県に在学・在住・在勤が証明できるものをご
提示いただくと、クーポンシート１枚＆オリジナ
ルノベルティ１つをプレゼント。
※インフォメーションセンターでのお渡し

群馬サファリパーク★

群馬県富岡市岡本１
TEL：0274-64-2111

6月12～19日（6
月15日は休園日
入園料特別割引
のため除く）
大人（高校生以上） 2,700 円→ 1,700 円
9：30～17：00
小人（３歳～中学生）1,400 円→ 1,000 円
栃木県に在学・在住・在勤が証明できるものを提示。 （入園受付は16：
00まで）

6 月 15 日
9:00 ～ 16:00

和風カフェレストラン益子
の茶屋
益子町益子 3527-7
TEL：0285-72-9210

那須とりっくあーとぴあ★
（トリックアートの館） 那須町高久甲 5760
（トリックアート迷宮？館） TEL：0287-62-8388
（ミケランジェロ館）

施 設 名

6 月 15 日
9:00 ～ 17:00

6月1日～30日
営業時間は日に
ちにより異なる
ため、要問合せ

6月1日～30日
営業時間
10:00～21:30

6月15日
10：00～20：00

■その他の施設
施 設 名

所在地／連絡先

内

容

実施日

とちぎ歯の
健康センター

宇都宮市一の沢 2-2-5
TEL：028-648-0471

県民の方向け「歯の健康」に関するリーフレット ６月14日～16日
の配布、ポスター展示など
10:00～15:00

とちぎ青少年センター

宇都宮市駒生 1-1-6
TEL：028-624-2203

多目的ホール（個人利用）の利用料金
１人２時間 100 円→無料

6月11日
9:00～22:00

6-3165-2
栃
木 県 庁足利市通
舎へ
のご案
内
物外軒茶室・庭園
無料公開

6月12日
9:00～16：00

TEL：0284-20-2230

無料開放

6月15日
9:30～17:00

老人福祉センター
宇都宮中央警察署足利市大久保町 1368-4
TEL：0284-91-1125
東幸楽荘
●

無料開放

6月15日
9:30～17:00

老人福祉センター
昭和
西幸楽荘

無料開放

老人福祉センター
北幸楽荘

足利市江川町 3-62-2
TEL：0284-43-3812

競輪場通り

警察
6月15日
本部
9:30～17:00
研修館
田
トンネル
庁舎
宇都宮市 ● 無料開放
川 ( ※現在、新型コロナ感染防止のため利 6月15日
栃木市老人福祉センター 栃木市薗部町 2-14-9
用者を県内在住者に限定している。よって状況次
消防本部
長寿園
TEL：0282-22-0333
9:00～17:00
第で市内在住者のみに開放）
栃木 中央消防署
県庁
無料開放 ( ※現在、新型コロナ感染防止のため利
県庁
栃木市今泉町 1-2-7
6月15日
栃木市老人福祉センター
西門前
用者を県内在住者に限定している。よって状況次

小学校

泉寿園

N

足利市大前町 1452
八幡山公園

TEL：0284-62-6121

TEL：0282-27-3818

栃木市老人福祉センター 栃木市千塚町 210
福寿園
TEL：0282-31-3666

第で市内在住者のみに開放）

9:00～17:00

県議会

県庁舎

県庁舎

塙田4( ※現在、新型コロナ感染防止のため利
無料開放
東館
本館 6月15日
議事堂
用者を県内在住者に限定している。よって状況次
9:00～17:00
第で市内在住者のみに開放）
壇田4

県庁舎
南館

栃木 交通防犯課
県総合栃木市役所
会館
文化 公共交通対策係
運賃無料
センターTEL：0282-21-2153
県庁前 佐野市茂呂山町
二荒山
10-1
茂呂山老人福祉センター
無料開放
池上町 県庁前 TEL：0283-24-5500
本町 神社
大通1
佐野市田之入町 834
田之入老人福祉センター
無料開放
大通り
TEL：0283-22-3991
県庁前
至
佐野市戸奈良町 1-1
田沼老人福祉センター
無料開放
オリオン通り
鹿
TEL：0283-61-1139
東武
沼
佐野市閑馬町 515-3
宇都宮駅
遠原の里福祉センター
無料開放
市
TEL：0283-65-7071
←
佐野市あくと町
3084
南大通り
（石井街道）
葛生あくと福祉センター
無料開放
TEL：0283-86-4714
NHK●

ふれあいバス

6月15日

JR
宇
都
宮至
駅水
戸
市
→

県民広場

6月14日
昭
9:00～18:00
和

昭

館 和
6月15日
9:00～16:00
前
館

庭
6月15日
9:00～16:00
県総合
文化
センター

6月15日
9:00～16:00

栃木
6月15日
会館

9:00～17:00

栃木県庁舎へのアクセス
●JR宇都宮駅西口バスターミナル
「県庁前」下車（徒歩5分）
①②⑥⑦⑪⑫⑬番 のりば発のバスで、
38 番のりば発のバス（きぶな号）で、
「県庁前東」下車（徒歩1分）
●JR宇都宮駅より徒歩25分 ●東武宇都宮駅より徒歩12分

公共交通機関をご利用ください。

駐車場に限りがありますので、ご来場の際は

県民の日に関するお問い合わせは

栃木県県民生活部 県民文化課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20（本館７階）
TEL 028-623-3422 FAX 028-623-2121

