医師会館

あしかが織姫神社4 木
至桐生
29 祝
ウォーク

●受付会場

約6km

●参加人員

JR両毛線
栃木県足利庁舎

警察署

第三中学校
桜小

岩井山

地場産センター

伊

武

東

コムファースト

足利市立美術館 企画展「ブラチスラバ世界絵本原画展」
こんにちは（Ahoj）
！チェコとスロバキアの新しい絵本
４月１７日
（土）
〜６月６日
（日）
ＡＭ１０：００〜ＰＭ６：００
（入館はＰＭ５：３０まで）
休館日：月曜日
（５月３日は開館）、
５月６日
＊スロバキア共和国で開催されるブラチスラバ世界絵本原画展に出品された作
品を展示するとともに、
４組の作家に焦点を当て、創作活動の背景を探ります。
入館料：一般７１０円、高校・大学生５００円、中学生以下無料
※手指消毒、検温実施、緊急連絡先の記入、入場規制有
〔主催：足利市立美術館 ℡４３−３１３１〕

歩く、巡る、歴史のまちのアート散歩「あしかがアートクロス」

5月１5日
（土）
〜5月30日
（日） ＡＭ１０
：
００〜ＰＭ5：
００ 入場無料
会場：市立美術館、
足利叢林、
ゆきのわ長屋、
巴町Y邸、
谷医院、
くるみ亭
※手指消毒、検温実施、緊急連絡先の記入、入場規制有
〔主催：ARTあしかが実行委員会（足利市立美術館内） ℡43−3131〕

草雲美術館 「四十八鷹図」と芳年「風俗三十二相」
４月３日
（土）
〜６月１３日
（日） ＡＭ９：００〜ＰＭ４：００
休館日：月曜日
（ただし、
５月3日は開館、5月6日は休館日）
＊名を隠して発行された田崎早雲の浮世絵「生写四十八鷹図」。最後の浮
世絵師といわれる月岡芳年の傑作「風俗三十二相」激動の時代を生き
た二人の絵師の浮世絵対決。
入館料：一般・高校生２２０円
（団体１７０円）
、
中学生以下無料
※手指消毒、検温実施
〔主催：草雲美術館 ℡２１−３８０８〕

龍泉寺美術館 「栃木ゆかりの画家 田中一村が描く花」
４月１日
（木）
〜８月２９日
（日） ＡＭ１０
：
００〜ＰＭ４
：
００
休館日：月曜日
＊栃木ゆかりの画家田中一村が描く花を中心に沢山の作家の作品も展示
致します。心豊かなひとときをゆっくりお過ごし下さい
※手指消毒、検温実施
〔主催：龍泉寺美術館 ℡４１−５６８５〕

銘仙着物「春・夏コレクション」

４月２５日
（日）
〜５月８日
（土） ＡＭ１０
：
００〜ＰＭ４
：
００ 入館無料
＊明治から大正・昭和にかけて全国的に風靡した銘仙着物の展示や足利の織
物の歴史に触れていただける小さなミュージアム。
「大正ロマン」
「昭和モ
ダン」の銘仙着物が今再び世界中で注目を集めています。その鮮やかな
色彩、大胆なデザインと技法をじっくりと感じてみてはいかがでしょうか？
※手指消毒、検温実施、
入場規制有
〔主催：足利織物伝承館 ℡２２−３００４〕

■大型店イベント

【アシコタウンあしかが】
４月１８日
（日） ＡＭ１１：００〜ＰＭ５：００
「スプリングビンゴ大会」
当日のお買上レシート税込１，
０００円毎にビンゴカード１枚配布。
抽選時間①１３時〜②１５時半〜
各店より提供いただいた豪華賞品をご用意してお待ちしておりま
す。
（上限６００枚/１回）
※手指消毒、
検温実施、
ソーシャルディスタンスの確保
※マスクの着用をお願いします。
５月２日
（日）
〜５月３日
（月・祝） ＡＭ１１：００〜ＰＭ５：００
「春の祭典・足利よさこい祭り」

アキレス

県道足利環状線

各イベントでは、栃木県が展開する「新型コロナ感染防止対策取組宣言」運動に取り組むとともに、
適切な予防対策を実施しています。※感染状況により、時間・内容等が変更になる場合があります。

４月１７日
（土）
〜５月２３日
（日） ＡＭ９：３０〜ＰＭ５：００
休館日：4月19日、26日、5月10日、17日
＊今回の特集陳列では、伊萬里焼の大まかな変遷に併せて、銘の記され
た多種多様な製品を鑑賞してもらう企画です
※ソーシャルディスタンスの確保、手指消毒、検温実施
〔主催：(一財)栗田美術館 ℡９１−１０２６〕

わたらせ
健幸緑地

線

崎

勢

国道２９３
号

市民プラザ

伊萬里、柿右衛門、鍋島を所蔵する世界屈指の陶磁美術館
栗田美術館 特集陳列「伊萬里焼の変遷と銘」

◎会場オーバルコート

足利駅

渡良瀬川

中橋緑地多目的広場➡中橋➡わたらせ健幸緑地➡福寿大橋➡
わたらせグリーンプラザ➡岩井橋➡わたらせ河畔運動場内➡
中橋緑地多目的広場
（スタンプ台紙押印式です。）

足利織物伝承館

至

助戸公民館

足利市駅

チェックポイントエリア

足利春まつり協賛行事

東山小

県道桐生・岩舟線

スタート
ふれあいマルシェ会場
ゴール

参加無料

チェックポイント予定箇所

生涯学習センター
多目的広場

福寿大橋

500名（足利市民限定）
※事前予約制

東山トンネル

県道足利・千代田線

県道
足
利・
太田
線

渡良瀬橋左岸・
中橋緑地多目的広場

国道293号

トンネル通り

田中橋

午後1時受付開始

（午後1時30分まで）

中橋

渡良瀬橋

渡良瀬コース

市立美術館

会議所北サテライト

あずま通り

けやき小 大日東駐車場
ばんな寺
足利学校

国道 ２９３号

春

織姫山

Withコロナ
さいこうふれあいセンター

グランド通り

足 利 春 ま つ り

太平記館・あしナビ協賛

足利春まつり２０２１

４月２９日
（木・祝）
〜５月５日
（水・祝）
あしナビ：ＡＭ８：００〜ＰＭ６：００
太平記館売店：ＡＭ９：
００〜ＰＭ６：００
＊お弁当の販売等(１０時〜１５時)
※手指消毒、検温実施
〔主催：
（一社）足利市観光協会 ℡４３−３０００〕

ふれあいマルシェ 入場無料
日
場
内

足利春まつり将棋大会

５月５日
（水・祝） ＡＭ９：００〜ＰＭ６：００
場所／足利市民プラザ 西館
※手指消毒、検温実施
〔主催：日本将棋連盟足利支部 ℡６３−０８４０〕

主

まちなか商店街イベント

足利春まつり囲碁大会

５月３日
（月・祝） ＡＭ９：００〜ＰＭ１５：００
場所／足利商工会議所4F会員サロン
※手指消毒、検温実施
〔主催：日本棋院足利支部 ℡０９０−２３３５−２３８８〕

春の緑化フェア２０２１

５月９日
（日） ＡＭ９：００〜ＰＭ４：００
場所／有楽公園内
＊草花の即売会、軽食売店、
ガーデニング講習会（カーネーションの寄せ
植え作り※要事前予約）
栃木県緑化苗木配布会
※参加者への入口での受付、手指消毒、検温実施
〔主催：(公財)足利市みどりと文化・スポーツ財団 ℡４０−１７８７〕

まちをおさんぽ 希望のこいのぼり

４月２９日
（木・祝） ＡＭ８：３０〜ＰＭ５：００
場所／足利商工会議所 友愛会館
＊幼稚園児に配布したこいのぼりに色を塗ってもらい、回収したこいのぼ
りを１つにして大きなこいのぼりにし、友愛会館の外に掲載する。
※手指消毒実施
〔主催：(一社)足利青年会議所 ℡４２−６３００〕

たかうじ市

５月９日
（日） ＡＭ９：００〜ＰＭ２：００
場所：鑁阿寺(野外ステージ前広場)
＊まちなか活性化を目的とした市民マーケットです。
※手指消毒実施
〔主催：まちなか・にぎわせ隊 ℡４１−２２３１〕

■スポーツイベント

足利春まつり少年柔道大会

４月２５日
（日） ＡＭ９：１５〜ＰＭ４：００
場所／足利市民武道館
※手指消毒、検温実施、選手は試合前2週間の体調報告
〔主催：足利市柔道連盟・足利市体育協会柔道部 ℡０９０−４９５５−０９３４〕

多種多様なよさこいチームによる演舞、
Ｂ級グルメ屋台、ハン
ドメイド雑貨店が多数出店。大鍋料理の提供有
※観覧席のソーシャルディスタンスの確保、マスク着用、手指消
毒、検温実施、出演者の氏名、住所、
２週間の体調記録提出。
５月４日
（火・祝）
〜５月５日
（水・祝） ＡＭ１１：００〜ＰＭ５：００
「こどもの日イベント」
逆バンジーやホバーサッカー等、楽しく体を動かすイベント
当日のお買上レシート税込１，
０００円以上提示で無料で参加
可能。
※受付にて手指消毒、検温実施、各庭具の１回１回の消毒、マ
スク着用、主催側の体調を記録、検温実施
〔主催：アシコタウンあしかが ℡４３−２７０７〕

時／４月２９日（木・祝） ＡＭ１０：００〜ＰＭ４：００
所／渡良瀬川左岸・中橋緑地多目的広場
容／◎足利ＹＥＧブース
（かき氷の販 売・ちびっこ縁日・青 年部 事 業 所の足利物
産コーナー）
◎グルメコーナー
（たこ焼き・焼きそば・牛串・ハラミ・ケバブ・牛筋のせガー
リックライス・ドライカレー・クレープ・ドリンク等）
◎イベント
（健康レクリエーション・キッズジャンケン大会・足利市
健康増進課によるスマートウェルネスブース）。
催／足利商工会議所青年部（☎２１−１３５４）

あしかが春ウォーク応援キャンディー
日

時／４月２９日（木・祝）
AM９：００〜PM１２：００
場 所／東和銀行足利支店前
内 容／あしかが春ウォークに合わせて通
１丁目東和銀行前にてウォークラ
リー参加者に応援キャンディーの
配布（先着５００個）と、通１丁目
のお店のＰＲを行います。また、じゃんけんで勝った方に
“令和うちわ”をプレゼントします。
問合せ／通１丁目商業会 きんこん館内（☎４１−５７０３）

通２丁目まちなか元気祭り
日

時／４月２９日（木・祝）
AM10：00〜PM3：00（予定）
場 所／足利市立美術館前
内 容／◎岩舟武蔵太鼓演舞
①AM１１：００〜
②PM2：００〜
問合せ／通2丁目商業会 プラザハマダ内
（☎41−2301）

通３丁目お祭り広場

日 付／４月２９日（木・祝）
場所・内容・時間／
◎縁日コーナー（有料）：
焼 き そ ば 、カ キ 氷 、焼 き ま ん
じゅう、おむすび、豚汁
足利商工会議所第一駐車場／
AM１０：００〜PM3：００
◎たきがわよしひろ和楽器演奏（和太鼓・尺八）
通3丁目商店街駐車場／
①AM10:00〜 ②PM1：00〜
◎マーチングバンドサザンクロス
通３丁目商店街駐車場／
①AM１１：００〜 ②PM2：００〜
問合せ／通３丁目商店街振興組合 フルーツいでい内
（☎22−0360）

織姫コミュニティ
日

時／４月２９日（木・祝）
AM10：00〜PM12：00
場 所／織姫観光駐車場
内 容／◎消防 第一 分団と織 姫交番によ
る消防 車・パトカー・白バイの
展示（予定）
◎山火事防止キャンペーン
問合せ／通４丁目商業会 ㈱丸川屋内（☎21−4141）

