
AM9:30~PM3:30AM9:30~PM3:30

陶器・クラフトアートまつり

足利市駒場町1542 TEL.0284-91-1026

※イベント会場以外の本館施設等展示館は有料
　（下の割引券をご利用下さい）

栗田美術館
（イベント会場は無料）

 

陶器絵付け体験・染色体験・
クラフトアート体験など

今年は陶器・クラフトアートまつりに初出店!!
「たかうじくんとおりひめちゃん」
栃木県立足利工業高校産業デザイン科の生徒による
手作りオリジナル商品の販売など

足工産デ×足中特 「テトテ デザイン ラボ」
栃木県立足利特別支援学校との
コラボレーション商品の販売など

市内外の人気パン店が大集合！！
コーヒーやスープなども出店！！
※売り切れ次第終了

１１月２２日（金）～２４日（日）３日間
ＡＭ９:３０～ＰＭ３:３０

・純生食パン工房　ＨＡＲＥ／ＰＡＮ AM10：00～
・高級「生」食パン専門店　乃が美 AM11：00～（限定販売：1日 各100本）

開催日時

特別出店

足利産新蕎麦限定販売
AM10：00～（無くなり次第終了）

休館日：月曜日、祝日の場合は翌日
　　　  年末年始　１２月２８日（土）～１月２日（木）
ＡＭ９：３０～ＰＭ５：００まで（入館はＰＭ４：３０まで）

食べて健康、食べて美しくなる祭り

和服が好きな皆さん、せっかく着物を着たら写真に撮りましょう！
栃木県のデザイン特別賞を受賞した足利銘仙を着た「藤花園子」。
その「藤花園子」に扮し足利の魅力あるスポットで撮影した写真を
インスタグラムにアップして足利の魅力を発信しよう。

着物の着付け体験あり
（11月23日（土・祝）・24日（日）/1,000円～）

藤花園子気分に
プロによるヘア＆メイクちょこっとアレンジ

（11月23日（土・祝）/1,500円～/予約優先：0284-21-2649 キムラ美容院）

体験コーナー

ＭＵＳＩＣイベント♪

藤花園子インスタ映えコンテスト

飲食コーナー

足利市学生チャレンジショップ

栗田美術館特集陳列／伊萬里焼の割付文様

パンフェスタ

女性限定！！

会
場

日
時

１１月２２日（金）～２４日（日） ＡＭ９：３０～ＰＭ4：００
日
時

令和２年２月２４日（月・振）まで

22日 AM１０：００～ 堀優衣ちゃん藤花園子ライブショー

23日
AM１０：００～
PM１2：００～ チベットクリスタルボール演奏会

24日
AM１０：００～
PM2：００～ ケーナ奏者　Ｒｅｎさん

同時
開催

▼▼▼お得な割引券をぜひご利用ください！▼▼▼

【ご利用に関する注意事項】※本券は1枚で5名様まで有効です。※本券は
団体様でのご利用はできません。※本券は大人・小中高校生共通券となります。

【ご利用に関する注意事項】※本券は1枚で3名様まで有効です。
※本券は団体様でのご利用はできません。※他の割引との併用不可。

この券をご持参いただくと、栗田美術館
の施設が500円で見学できます。
＊陶器・クラフトアートまつり会場は入場無料です。

有効期限：令和元年11月22日金～24日日 開催期間：令和元年11月2日土～令和2年2月6日木

栗田美術館 入館料
通常1,250円�
栗田美術館 入館料
通常1,250円▶500円

開　催
期間中 100円割引券

栗田美術館特別入場券
未就学児
無　　料

Flower Fantasy
～光の花の庭２０１9～
イルミネーション

休園日：12月31日

金 日11月22日～24日11月22日～24日

検索サイト 検索足利秋まつり

足利商工会議所 TEL.0284-21-1354　足利市観光振興課 TEL.0284-20-2165
（一社）足利市観光協会 TEL.0284-43-3000

○ＪＲ両毛線あしかがフラワーパーク駅より
栗田美術館：徒歩約８分
あしかがフラワーパーク：徒歩約３分

会場への
交通アクセス

■応募期間：11月1日（金）～24日（日）まで
■応募条件：和服を着て足利市内で撮影（銘仙に限らず）
■応募方法：ハッシュタグを付けてご自身のインスタグラムにUPするだけ

芸術の秋！食欲の秋！楽しいイベント盛りだくさん！

陶芸家による陶器販売 工芸作家によるクラフトアート作品の販売

市内で様々なイベントが開催されます。足利の　　を楽しもう！秋

ハッシュタグ：＃藤花園子 ＃ashikaga ＃足利 ＃むらさき祭り ＃あしかがフラワーパーク ＃栗田美術館

いいね！の多さ＆足利の魅力発信度の高さで優勝が決まる！
賞品の発送をもって受賞のご連絡とさせていただきます。
当日参加された方全員に藤花園子商品プレゼント！

　ーユルヴェーダ
むらさき祭 2019わ

カラオケ★バトル

10冠おめでとう！

インスタグラムの投稿の無料サポート有。

和ーユルヴェーダむらさき祭事務局 担当：高橋
TEL：0284-72-7526／メールアドレス：info@searun.jp【お問合せ先】

日
時

優勝は豪華賞品
プレゼント！



足利市観光振興課  TEL：0284-20-2165 足利市迫間町607  TEL：0284-91-4939

巡回
バス

無料
11月23日土㊗・24日日の2日間

足利学校さままつり

◎主なイベント◎主なイベント

特集：足利氏ゆかりの寺社めぐり（足利氏ゆかりの寺社１１カ所を公開）

令和元年11月23日土㊗・24日日

足利の文化財一斉公開２０１9
令和元年11月23日土㊗・24日日

史跡足利学校内

AM10：00～ＰＭ2：00 AM10：00～ＰＭ2：00

史跡足利学校
企画展「元号」
ー令和から江戸時代後期までー

足利楽市・楽座IN
国宝鑁阿寺

令和元年12月8日日まで

令和元年11月23日土㊗

11月23日土㊗
◇お茶を楽しむ集い（AM10：00～ＰＭ3：00）
◇漢字段位試験（AM9：00～ＰＭ4：00）

11月23日土㊗・24日日
（AM10：00～ＰＭ4：00）
場所：鑁阿寺境内
内容：手づくり雑貨販売など

令和元年11月22日金～24日日は史跡足利学校、草雲美術館、市立美術館 無料開放

（ＡＭ９：００～ＰＭ４：３０）　休館日：11月11日月
◎開催場所：足利学校遺蹟図書館（史跡足利学校内）
◎主な内容：
　元号の典拠を示す貴重書籍を一堂に展示し、
　元号の由来について広く紹介。

釋奠（せきてん）

（AM10：00～ＰＭ12：30）

（AM9：30～ＰＭ4：00）

◎開催場所：史跡足利学校　方丈
◎主な内容：釋奠と庠主講話・記念講演など

初心者歓迎！
お手軽体験
1回：980円
所要時間：約10分

休館日：月曜日（祝日・振替休日を除く）
祝日・振替休日の翌日
AM10:00～ＰＭ6：00（入館はＰＭ5：30まで）
TEL：0284-43-3131

安野光雅展
令和元年11月2日土～
12月22日日

令和元年11月2日土～令和2年2月6日木
点灯時間：ＰＭ4：30～ＰＭ9：00（土日祝はＰＭ9：30まで）  ※12月31日火は休園日

Flower Fantasy～光の花の庭２０１9～

11/22金・23土㊗・24日の３日間
「昼の部AM９：００～PM3：００」入園無料！

※時刻表は各バス・各バス停に設置しているほか、足利市ホームページにも掲載しています。

あしかがコース よしかねコース
ＪＲ足利駅⇒東武足利市駅⇒下野國一社八幡宮⇒今福浄水場⇒
瑞泉院⇒浄林寺⇒通７丁目⇒織姫神社・法玄寺⇒善徳寺・太平記館（巡回）
※JR足利駅発車時刻【第１便:午前９時20分／最終便:午後３時１０分】

ＪＲ足利駅⇒鑁阿寺西門⇒法楽寺東⇒美人弁天⇒吉祥寺東⇒巌華園南⇒
光得寺⇒樺崎八幡宮⇒郷土資料展示室⇒善徳寺・太平記館前（巡回）
※JR足利駅発車時刻【第１便:午前９時2０分／最終便:午後３時１０分】

休館日：月曜日、祝日の翌日
AM9:00～PM4:00まで
TEL：0284-21-3808

令和元年
12月22日日まで 令和元年11月9日土

開催場所：こころみ学園の葡萄畑　
　　　　 （足利市田島町）
参 加 費：4,000円（税込）
AM10:00～PM3:00
（受付：ＡＭ８：００～ＰＭ２：３０まで）

電話ガイド：0284-42-1807

参加費：大人3,500円
（着物レンタル・着付込）

定　員：50名（要事前申込）
申込み：足利商工会議所

（TEL：0284-21-1354）

令和元年11月16日土・17日日

AM10:00～ＰＭ5：00まで
TEL：0284-21-1354

令和元年11月2日土～
11月24日日
（期間中は無休）

開催場所：足利織物会館２階・4階
ＡＭ10:00～ＰＭ4:00
TEL：0284-21-1511

令和元年11月9日土

国宝書籍特別公開
１０月２５日金～１１月１０日日期 間

足利

物
語

チェックポイント（足利学校・物外軒・ゆきのわ長屋周辺）を2カ所
まわってスタンプをもらおう！
スタンプを押印されたチラシを足利織姫神社へ
持参した方に「縁結び風船」をプレゼント！

夜の街を彩る
　 風船の灯り 縁結び風船プレゼントLED

ライト
付き

各日先着300名様

大人気の3種の
肉盛りプレートを
始め、ボリューム
満点のメニューを
ご賞味下さい。

文化財一斉公開は、
便利な市内無料巡回バスで！！

切り絵アニメーション
「字降松(かなふりまつ)」
令和元年１１月２３日土㊗～２４日日
ＰＭ５：３０～ＰＭ８：００
◎開催場所　史跡足利学校
◎入場無料　上映時間　約５分
雨天決行（荒天中止）
制作：文星芸術大学 ハシトカミ
      （令和元年度　栃木県大学地域連携活動支援事業）

11月24日日
◇小学生論語かるた大会（AM10：00～ＰＭ1：00）

日本遺産 史跡 足利学校 あしかがフラワーパーク

足利市立美術館
第３６回 収穫祭

ココ・ファーム・ワイナリー

着物を着てまちなか散策を楽しもう

足利道楽・楽ジュアリーツアー

普段は公開されない貴重な文化財を一斉に公開。歴史のまち足利の
魅力を紅葉の季節に楽しめる２日間です。詳しくは文化課HPまで。

高みにのぼる、田崎草雲
草雲美術館

相田みつをふるさと展

足利商工会議所友愛会館
ギャラリーカッサ

第４2回足利繊維まつり
足利織物会館

入場
無料

肉フェス開催！ 寄せ植え教室食欲の秋
芸術の秋

開催場所：足利市内神社仏閣・展示施設・史跡など６７ヵ所
　　　　　※「公開日」、「公開時間」は各公開場所によって異なります。

足利義兼公没後８２０年記念

TEL：文化課 0284-20-2230

『ふしぎなえ』原画 1968

ラグ


