
2018 ６月15日は６月15日は

～Happy Birthday♪ 一緒に歩む元気なとちぎ！～～Happy Birthday♪ 一緒に歩む元気なとちぎ！～
県民の日県民の日

県民の日記念イベント県民の日記念イベント 日時／6月16日（土） 10 : 00～15 : 00
栃木県庁本館（1階・2階・15階）、 栃木県議会議事堂（1階）、 東館、 昭和館、 県民広場、 昭和館前庭栃木県庁本館（1階・2階・15階）、 栃木県議会議事堂（1階）、 東館、 昭和館、 県民広場、 昭和館前庭

とちぎ版文化プログラムリーディングプロジェクト事業＆「本物の出会い　栃木」デスティネーションキャンペーン関連イベントとちぎ版文化プログラムリーディングプロジェクト事業＆「本物の出会い　栃木」デスティネーションキャンペーン関連イベント
場所

●６月16日（土）は東武宇都宮線に乗ってみよう!!

県民の日マスコット「ルリちゃん」県民の日マスコット「ルリちゃん」

【場所】栃木県庁本館1階県民ロビーほか【場所】栃木県議会議事堂（1階）

【時間】10：00～10：20

～聖火トーチ等展示＆トークショー～

●けんちょうde愛ふれあい直売所＆とちぎナイスハートバザールinけんちょう

　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145歳になったルリ。 
　今年度の県民の日記念イベントは「とちぎ版文化プログラムリーディングプロジェクト事業」と
「『本物の出会い　栃木』デスティネーションキャンペーン」と連携して実施するルリ。
みんな遊びに来てルリ。

【場所】東館4階講堂
【時間】13：30～15：00

●東京2020オリンピック・
　パラリンピック機運醸成イベント

●県事業の紹介等

～当日の主なイベント～

県民の日記念イベントにあわせ、 栃木駅～東武宇都宮駅間が一日無料になる乗車券を東武宇都宮線の各駅で配布します。 
※詳細については、 東武鉄道お客さまセンター（TEL 03-5962-0102）まで。 営業時間 8：30～19：00（年中無休、但し年末年始を除く）

【本館1階県民ロビー及び2階】
●「とちぎ未来大使」の紹介
●栃木県産花きのプレゼント
●障害者スポーツ体験 等
【本館15階】
●とちぎ結婚支援センターの紹介 等
【昭和館・昭和館前庭】
●クラフト体験　●県産品、とちまるくんグッズ等の販売 等

●知事メッセージ、議長メッセージ
●県民の歌斉唱

●ジプシーバイオリニスト古館 由佳子氏に
　よるハンガリー音楽の演奏

【県民広場】
●伝統工芸手仕事体験
●射的競技体験
●JR・東武子ども駅長制服撮影会
●県産牛乳試飲、バターづくり体験
●燃料電池自動車、電気自動車の
　展示 等

オープニングセレモニー

【時間】10：30～11：10
●栃木県警察音楽隊＆カラーガード隊に
　よる「ミュージックパトロール」

県民の日記念コンサート

【時間】11：20～12：00
ハンガリー民族音楽の紹介

【時間】14：15～14：45
とちキャラーズまつり
【時間】13：00～14：00
伝統芸能ステージ

【時間】12：10～12：50

文化振興基金助成事業
団体コンサート

●地産地消の取り組みとして開催して
いる「けんちょうde愛ふれあい直売
所」と障害のある方が真心込めて作
ったパンや小物などを販売する「とち
ぎナイスハートバザールinけんちょ
う」を同時開催！

●東京1964オリンピック聖火トーチを展示します。
また、オリンピック・パラリンピック関係者をお招
きし、東京2020オリンピック・パラリンピックに
向けたトークショーを開催します。



施設名 所在地／連絡先 内　　容 実施日

栃木県体育館 宇都宮市中戸祭1-6-3
TEL：028-622-4201

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）、
各種スポーツ教室無料体験 【要予約】

6月15日

とちぎ健康の森
（とちぎ健康づくり

センター）

宇都宮市駒生町3337-1
TEL：028-623-5858

（健康の森管理課）
多目的運動フロア無料開放

6月17日
13:00～
16:30

障害者スポーツセンター
（とちぎ福祉プラザ内）

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） 6月15日

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

ﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾀﾞー 体験ｺｰｽ料金【要予約】
体験コース 5,000円→ 4,500円
ﾀﾝﾃﾞﾑﾌﾗｲﾄｺｰｽ 12,000円→11,000円
体験＋ﾀﾝﾃﾞﾑﾌﾗｲﾄｺｰｽ15,000円→ 14,000円

6月9、10日

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17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17日

9:00～17:00

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9、10日

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9、10日

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9、10日

栃木市屋内運動場 栃木市川原田町760
TEL：0282-25-0930 無料開放 6月9、10日

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9、10日

8:00～17:00

かかしの里★ 栃木市大平町西山田1771-3
TEL：0282-43-8288

一部施設無料開放
（ローラースライダーマット貸出無料）

6月15、16、
17日

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9、10日

9:00～16:30

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9、10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9、10日

9:00～17:00

施設の無料開放・一部割引
■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上お出かけください。   ★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。

■公園

■美術館

■スポーツ

施設名 所在地／連絡先 内　　容 実施日

栃木県みかも山公園 栃木市岩舟町下津原1747-1
TEL：0282-55-7272 フラワートレイン利用料金無料 6月9、10、

15日

屋台のまち中央公園 鹿沼市銀座1-1870-1
TEL：0289-60-6070 「屋台展示館」無料開放 6月10日

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）
観覧料無料 6月9、10、

15日

英国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）
観覧料無料 6月9、10、

15日

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、グラウンドゴルフ場、
ディスクゴルフ場の利用料金無料

6月9、10、
15日

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9、10、
15日

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9、10、
15日

栃木県井頭公園 真岡市下籠谷99
TEL：0285-83-3121

フィールドアスレチック施設、ボート、
花ちょう遊館の利用料金無料

6月9、10、
15日

貸自転車（普通）2 時間まで
大人 200円、小人 150円
貸自転車（変わり種）1 時間まで
大人 150円、小人 100円
パターゴルフ使用料（ 1回 9 ホール）
大人 200円、小人 150円

6月15日

栃木県那須野が原公園 那須塩原市千本松801-3
TEL：0287-36-1220

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9、10、
15日

貸自転車（普通）2 時間まで
大人 200円、小人 150円 6月15日

栃木県とちぎわんぱく公園 壬生町国谷2273
TEL：0282-86-5855 ふしぎの船の利用料金無料 6月9、10、

15日

栃木県鬼怒グリーンパーク 高根沢町宝積寺86-1
TEL：028-675-1909

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9、10、
15日

貸自転車（周回用変形 30 分まで）無料 6月15日

日光国立公園那須平成の森★ 那須町高久丙3254
TEL：0287-74-6808

那須平成の森ガイドウォーク
①[3.5時間コース] 大人  2,800円→無料
 小中学生 1,400円→無料
②[2時間コース] 大人  1,600円→無料
 小中学生 800円→無料
※①は健脚向け 9:15 ～（川を渡りアッ

プダウンのあるコースです。）
　②は初心者向け 13:00 ～
　申込方法・詳細はホームページ参照
　申込締切：5月31日午後5時（必着）

6月10日

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

体験プログラム作り
エコバック作り 300 円→無料
※時間：午前 10 時～午後３時（当日申し込み）

6月16、17日

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

観覧料無料
企画展「国吉康雄と清水登之 ふたつの道」

6月9、10日
15日

足利市立美術館 足利市通2-14-7
TEL：0284-43-3131 無料開放 6月10日

草雲美術館 足利市緑町2-3768
TEL：0284-21-3808 無料開放 6月10日

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 6月9、10日

とちぎ蔵の街美術館 栃木市万町3-23
TEL：0282-20-8228 無料開放 6月15、16、

17日

あだち好古館 栃木市万町4-2
TEL：0282-22-0149

入館料  大　　人　400円→300円
　        小中学生　250円→200円 6月15日

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
「ひそやかな別天地ー伊藤若冲
≪菜蟲譜≫と江戸から近代の「絵の本」ー」

6月10日

佐野市人間国宝
田村耕一陶芸館

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

安藤勇寿
「少年の日」美術館

佐野市御神楽町623-1
TEL：0283-67-1080 入館料半額 6月15日

鹿沼市立川上澄生美術館 鹿沼市睦町287-14
TEL：0289-62-8272

入館料無料　企画展
「鹿沼市制70周年記念　川上澄生と旅に
出よう！ ～とちぎの木版画をたどる～」

6月10日

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 6月10日

小山市立車屋美術館 小山市乙女3-10-34
TEL：0285-41-0968 小川家住宅無料 6月15、16、

17日

益子陶芸美術館  
（陶芸メッセ・益子）

益子町益子3021
TEL：0285-72-7555 入館料無料 6月15日

和気記念館 塩谷町玉生648
TEL：0287-45-1010

入館料　500円→200円
高校生以下無料

6月15、16、
17日

那須オルゴール 美術館★ 那須町高久丙270
TEL：0287-78-2733 入館料半額 6月15日

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 6月15日

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 6月15日

施設名 所在地／連絡先 内　　容 実施日
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9、10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9、10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16日

鹿沼運動公園　　　　
（キョクトウ ベリースタジアム）

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10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

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）
6月10日

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 【要予約】 6月10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

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

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

大田原市屋内温水プール 大田原市若草1-1480-1
TEL：0287-24-0778 無料開放 6月15日

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

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9、10日

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　　　500 円→ 250 円
小中学生　250 円→ 120 円
高齢者　　400 円→ 200 円
※入場制限あり

6月17日

市貝町町民テニスコート 市貝町上根1577
TEL：0285-68-0020 無料開放（事前予約制） 6月15日

8:30～17:00

とちまるゴルフクラブ
（栃木県民ゴルフ場）

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
15～21日

那須スイミングドーム★ 那須町寺子乙2584-6
TEL：0287-72-6788 無料開放 6月10日

桐生市新里温水プール
（カリビアンビーチ）★

群馬県桐生市新里町野461
TEL：0277-70-2121

入館料のみ無料
※３歳未満及び日常おむつを使用して
　いる方は入場できません。

6月15日



施設の無料開放・一部割引
■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上お出かけください。   ★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。

■博物館・水族館 ■温泉・保養施設

■史跡等

施設名 所在地／連絡先 内　　容 実施日

栃木県立博物館 宇都宮市睦町2-2
TEL：028-634-1311

観覧料無料
企画展「とちぎの技・匠」

6月9、10、
15日

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9、10、

15日

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

とびやま歴史体験館 宇都宮市竹下町380-1
TEL：028-667-9400

粗品（一筆箋）進呈
※先着30名様

6月
12日～17日

とちぎ山車会館 栃木市万町3-23
TEL：0282-25-3100 無料開放 6月15、16、

17日

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
※ワークショップなどは有料

6月9、10、
15日

栃木市横山郷土館 栃木市入舟町2-16
TEL：0282-22-0159 無料開放 6月15、16、

17日

岡田記念館 栃木市嘉右衛門町1-12
TEL：0282-22-0001

入館料　　 大人　800円→700円
　　　　　 小人　400円→300円 6月17日

塚田歴史伝説館 栃木市倭町2-16
TEL：0282-24-0004

入館料   大人　 　  700円→500円
　         小中学生　350円→300円 6月15日

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 6月15日

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67回企画展「とちぎ和算の世界
ー佐野にある日本最古の算額ー」

6月10日

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
プラネタリウム室内にて来場者撮影写真
プレゼント

6月9日
13:30
10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9、10、

15日

日本のこころのうた
ミュージアム・
船村徹記念館

日光市今市719番地1
TEL：0288-25-7771

割引料金の適用
通常　大人540円　小人320円
　⇒　大人430円　小人210円
小人は小学生、中学生、高校生。小学生未満は無料。

6月16日

とりっくあーとぴあ
日光★

日光市小佐越1-4
TEL：0288-77-3565

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

6月
1～30日

日光･鬼怒川３Ｄ
宇宙･恐竜館★

日光市小佐越1-83
TEL：0288-70-1066

入場料半額
大人1,400円→700円　小人900円→450円

6月
1～30日

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 6月16、23日

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 6月9、10、

15日

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 入館料無料 6月9、10、

15日

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

入館料無料
9:00～17:00（ただし、入館は16:00まで）

6月15、16、
17日

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15、16、

17日

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9、10、

15日

大田原市那須与一伝承館 大田原市南金丸1584-6
TEL：0287-20-0220 入館料無料 6月9、10、

15日

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9、10日

山縣有朋記念館 矢板市上伊佐野1022
TEL：0287-44-2320

入館料　大人　   700円→500円
　　　　子ども　350円→200円
　　　　身障者　500円→300円

（身体障害者手帳の提示が必要）
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15日

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

6月15、16、
17日

とちぎ明治の森記念館 那須塩原市青木27
TEL：0287-63-0399 観覧料無料 6月9、10、

15日

山あげ会館 那須烏山市金井2-5-26
TEL：0287-84-1977

入館料　大人　　　　250円→150円
　　　　小・中学生　100円→無料 6月15日

壬生町おもちゃ博物館 壬生町国谷2300
TEL：0282-86-7111 入館料無料 6月17日

那須歴史探訪館 那須町芦野2893
TEL：0287-74-7007 観覧料無料 6月3日

トリックアートの舘★
トリックアート迷宮？館★
ミケランジェロ館★

那須町高久甲5760
TEL：0287-62-8388 入館料半額 6月9、10、

15日

キングハム３Ｄ
メルヘン水族館★

那須町高久甲4583-16
TEL：0287-63-8787

２階・３D水族館入館料無料
串フランク　1本300円→150円

6月
1～15日

ＳＬランド
ミュージアム★

那須町高久乙24-2
TEL：0287-63-4005

入館料 　大人 1,080円→540円
　          小人   640円→320円

6月
1～15日

那須クラシックカー
博物館★

那須町高久甲5705
TEL：0287-62-6662

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

6月
1～15日

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

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

アクアワールド
茨城県大洗水族館★

茨城県東茨城郡大洗町
磯浜町 8252-3
TEL：029-267-5151

入場料割引
大人 1,850円→1,230円(税込)
小中学生 930円→620円(税込)
幼児(3歳以上) 310円→210円(税込)

6月15日

施設名 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、
次回から使える入浴料割引券（2割引）の
配布

6月15日

ザ・グランドスパ
南大門★

宇都宮市今泉3-2-18
TEL：028-622-1126

大人入館料　平日　1,944円→1,080円
午前10時から午後8時までの入館者に限る 6月15日

鬼怒川パークホテルズ★ 日光市鬼怒川温泉大原1409
TEL：0288-77-1289

日帰り入浴料
　12：00～18：00（最終入浴17：30迄）
　大人　864円→550円
　小人　540円→450円
※タオル、 バスタオル有料になります。

6月
1～15日

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

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

矢板市城の湯
やすらぎの里

（城の湯温泉センター）
矢板市川崎反町295
TEL：0287-44-1010

当日一律200円割引
 （当日　一般：300円、
　65歳以上及び小学生：200円）

6月15日

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

各日10部屋限定。
エグゼクティブツインルーム（38.6㎡）
１泊　通常62,000円→16,000円にて。
但し、 15日（金）22日（金）29日（金）は、
19,000円、 9日（土）16日（土）23日（土）
30日（土）は除外日とさせていただきます。
※ 上記は１室あたりの料金で税金、サー

ビス料金 10％が含まれます。（1 名で
も 2 名でも同料金で利用可）

※ 平日は、特別料金にて朝食付きも御
用意可能、お問い合わせください。

※ チェックイン時栃木県在住・在職・
在学の証明書（免許証等）をご提示
ください。

6月
9日～30日

（要予約）

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15日

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

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

日光東照宮宝物館★ 日光市山内2301
TEL：0288-54-2558

入館料　一般    1,000円→900円
　　　　小中学生 400円→360円

6月9、10、
15日

日光東照宮美術館 日光市山内2301
TEL：0288-54-0560

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

6月14、15日

日光二荒山神社宝物館★ 日光市中宮祠2484
TEL：0288-55-0017

拝観料
  大人　500円→400円
  小人   250円→200円

6月9、10、
15日

日光山輪王寺宝物殿・
逍遙園

日光市山内2300
TEL：0288-54-0531

入館料    大人　300円→240円
             小人　100円→  80円
※当日、宝物殿で受付した場合

6月15、16、
17日

笠石神社（那須国造碑）
大田原市湯津上430
TEL：0287-98-3758
　　 0287-98-2501

開碑　大人　500円→300円 6月15日

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9、10、

15日

■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（高校生以上）1,200円→1,000円
　小人 　　　　　 600円→500円

6月15日

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

ワンデーパスバンド
　おとな（高校生以上）
　2,100円→1,500円
　こども（3歳から中学生）
　1,600円→1,000円

6月9、10、
16、17日

（ただし、雨
天は休園）

宇都宮ヒカリ座
宇都宮市江野町7-13
プラザヒカリ
TEL：028-633-4445

入館料の割引を実施予定
※詳細は直接お問い合わせください。 6月15日

あしかが
フラワーパーク★

足利市迫間町607
TEL：0284-91-4939 栃木県民に限り入園無料 6月15、16、

17日

とちぎ花センター 栃木市岩舟町下津原1612
TEL：0282-55-5775 「鑑賞大温室」観覧料無料 6月9、10、

15日

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

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）4,700円→2,700円
　小人（小学生以下）2,400円→無料

6月9～17日
※6月13日
　定休日

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

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
1～15日

グランデ・イソーラ★
（レンタルゴーカート）

日光市小佐越333
TEL：0288-77-3500 ８周料金3,000円を2,000円に割引 6月9、10日

巨大迷路パラディアム
in鬼怒川★

日光市柄倉465
TEL：0288-77-2239

入場料  大　人　800円→500円
           子ども　500円→300円
※口頭で県民である旨申出

6月
14～20日



2018 ６月15日は６月15日は

～Happy Birthday♪ 一緒に歩む元気なとちぎ！～～Happy Birthday♪ 一緒に歩む元気なとちぎ！～
県民の日県民の日

県民の日記念イベント県民の日記念イベント 日時／6月16日（土） 10 : 00～15 : 00
栃木県庁本館（1階・2階・15階）、 栃木県議会議事堂（1階）、 東館、 昭和館、 県民広場、 昭和館前庭栃木県庁本館（1階・2階・15階）、 栃木県議会議事堂（1階）、 東館、 昭和館、 県民広場、 昭和館前庭

とちぎ版文化プログラムリーディングプロジェクト事業＆「本物の出会い　栃木」デスティネーションキャンペーン関連イベントとちぎ版文化プログラムリーディングプロジェクト事業＆「本物の出会い　栃木」デスティネーションキャンペーン関連イベント
場所

●６月16日（土）は東武宇都宮線に乗ってみよう!!

県民の日マスコット「ルリちゃん」県民の日マスコット「ルリちゃん」

【場所】栃木県庁本館1階県民ロビーほか【場所】栃木県議会議事堂（1階）

【時間】10：00～10：20

～聖火トーチ等展示＆トークショー～

●けんちょうde愛ふれあい直売所＆とちぎナイスハートバザールinけんちょう

　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145歳になったルリ。 
　今年度の県民の日記念イベントは「とちぎ版文化プログラムリーディングプロジェクト事業」と
「『本物の出会い　栃木』デスティネーションキャンペーン」と連携して実施するルリ。
みんな遊びに来てルリ。

【場所】東館4階講堂
【時間】13：30～15：00

●東京2020オリンピック・
　パラリンピック機運醸成イベント

●県事業の紹介等

～当日の主なイベント～

県民の日記念イベントにあわせ、 栃木駅～東武宇都宮駅間が一日無料になる乗車券を東武宇都宮線の各駅で配布します。 
※詳細については、 東武鉄道お客さまセンター（TEL 03-5962-0102）まで。 営業時間 8：30～19：00（年中無休、但し年末年始を除く）

【本館1階県民ロビー及び2階】
●「とちぎ未来大使」の紹介
●栃木県産花きのプレゼント
●障害者スポーツ体験 等
【本館15階】
●とちぎ結婚支援センターの紹介 等
【昭和館・昭和館前庭】
●クラフト体験　●県産品、とちまるくんグッズ等の販売 等

●知事メッセージ、議長メッセージ
●県民の歌斉唱

●ジプシーバイオリニスト古館 由佳子氏に
　よるハンガリー音楽の演奏

【県民広場】
●伝統工芸手仕事体験
●射的競技体験
●JR・東武子ども駅長制服撮影会
●県産牛乳試飲、バターづくり体験
●燃料電池自動車、電気自動車の
　展示 等

オープニングセレモニー

【時間】10：30～11：10
●栃木県警察音楽隊＆カラーガード隊に
　よる「ミュージックパトロール」

県民の日記念コンサート

【時間】11：20～12：00
ハンガリー民族音楽の紹介

【時間】14：15～14：45
とちキャラーズまつり
【時間】13：00～14：00
伝統芸能ステージ

【時間】12：10～12：50

文化振興基金助成事業
団体コンサート

●地産地消の取り組みとして開催して
いる「けんちょうde愛ふれあい直売
所」と障害のある方が真心込めて作
ったパンや小物などを販売する「とち
ぎナイスハートバザールinけんちょ
う」を同時開催！

●東京1964オリンピック聖火トーチを展示します。
また、オリンピック・パラリンピック関係者をお招
きし、東京2020オリンピック・パラリンピックに
向けたトークショーを開催します。

■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上お出かけください。
★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。

■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：028-648-6480

無料歯科検診、 無料歯科相談
※とちぎ歯の健康フェスタ2018内で実施。
　記念品（口腔ケア用品）進呈。

6月10日
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）の利用料金が
1人2時間100円→無料

6月9日
9:00～22:00

物外軒茶室・庭園 足利市通6-3165-2
TEL：0284-20-2230 無料公開 6月10日

老人福祉センター
東幸楽荘

足利市大久保町1368-4
TEL：0284-91-1125 無料開放 6月15日

老人福祉センター
西幸楽荘

足利市大前町1452
TEL：0284-62-6121 無料開放 6月15日

老人福祉センター
南幸楽荘

足利市下渋垂町808-1
TEL：0284-72-8590 無料開放 6月15日

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 無料開放 6月15日

栃木市老人
福祉センター長寿園

栃木市薗部町2-14-9
TEL：0282-22-0333 無料開放 6月15日

栃木市老人
福祉センター泉寿園

栃木市今泉町1-2-7
TEL：0282-27-3818 無料開放 6月15日

栃木市老人
福祉センター福寿園

栃木市千塚町210
TEL：0282-31-3666 無料開放 6月15日

茂呂山
老人福祉センター

佐野市茂呂山町10-1
TEL：0283-24-5500

無料開放（予定）
※ご利用の際は、事前にお問い合わせください。 6月15日

田之入
老人福祉センター

佐野市田之入町834
TEL：0283-22-3991

無料開放（予定）
※ご利用の際は、事前にお問い合わせください。 6月15日

田沼
老人福祉センター

佐野市戸奈良町1-1
TEL：0283-61-1139

無料開放（予定）
※ご利用の際は、事前にお問い合わせください。 6月15日

遠原の里福祉センター 佐野市閑馬町515-3
TEL：0283-65-7071

無料開放（予定）
※ご利用の際は、事前にお問い合わせください。 6月15日

葛生あくと
福祉センター

佐野市あくと町3084
TEL：0283-86-4714

無料開放（予定）
※ご利用の際は、事前にお問い合わせください。 6月15日

栃木県障害者保養
センター那珂川苑

那珂川町小口1728
TEL：0287-92-5511 休憩利用料金（420円）を無料 6月9、10、

15日

施設の無料開放・一部割引

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）

県民の日に関する
お問い合わせは

http://www.pref.tochigi.lg.jp/
TEL 028-623-3422
FAX 028-623-2121

競輪場通り

宇都宮市
消防本部
中央消防署
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栃木県庁舎へのご案内

栃木県庁舎へのアクセス

施設名 所在地／連絡先 内　　容 実施日

鬼怒川温泉
ロープウェイ★

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→800円
小人（４歳～小学生） 550円→400円

6月15日

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　2,800円→2,400円
　小人　1,800円→1,600円
　幼児　   600円→   400円

6月15日

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泊を50％割引
・温泉「上滝乃湯」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）

6月9、10、
15日

小山シネマロブレ
小山市中央町3-7-1
ロブレビル7階
TEL:0285-21-3222

入館料の割引
一般　　　　1,100円
中学生以下　　900円

（他の割引との併用は出来ません）
6月15日

小山シネマ
ハーヴェスト

小山市喜沢1475
おやまゆうえん
ハーヴェストウォーク内
TEL：050-3196-9000

入館料の割引
一般　　　　1,100円
中学生以下　　900円

（他の割引との併用は出来ません）
6月15日

大田原市子ども未来館
（わくわくらんど・
キッズタウン）

大田原市中央1-3-15
TEL：0287-47-4125 入館料無料 6月15日

陶芸体験教室
よこやま★

益子町益子3527-7
TEL：0285-72-9211
TEL：0120-696-864
(予約専用)

ろくろ体験料金半額
※1日先着20名限定
※焼きあげ代金3,240円及び
　作品配送料金別途必要

6月1～30日
（平日限定
 土･日･祝日
 除く）

那須
ハイランドパーク★

那須町高久乙3375
TEL：0287-78-1150

入園料
　大人　1,600円→1,000円
　小人　   800円→   500円
入園＋フリーパス
　大人　5,300円→4,400円
　小人　3,700円→2,900円

6月1～30日
（ただし、6月
 19、20、26、
 27日は休園
 日）

那須りんどう湖
LAKE VIEW★

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

6月1～30日

那須サファリパーク★ 那須町高久乙3523
TEL：0287-78-0838

入場料500円割引
大人（中学生以上）　  2,800円→2,300円
小人（３歳～小学生）  1,900円→1,400円

6月9～17日

那須ワールド
モンキーパーク★

那須町高久甲6146
TEL：0287-63-8855

入場料半額
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

6月9～17日

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 6月15日

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

足利市田中町906-11
TEL：0284-71-1311
那須塩原市若葉町66-75
TEL：0287-63-0222
宇都宮市簗瀬町175
TEL：028-637-1517
宇都宮市滝の原2-4-40
TEL：028-635-1711
小山市犬塚7-20-5
TEL：0285-27-9788
大田原市美原1-6-18
TEL：0287-23-4160
栃木市片柳町2-2-2
TEL：0282-24-8053

 ・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日～6月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1000枚（計7000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

サンリオ
ピューロランド★

東京都多摩市落合1-31
TEL：042-339-1110

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～）パスポー
トを平日￥3,300、休日￥3,800 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 歳～ 17 歳）パスポー
トが無料になります。
※ 本特別料金は、栃木県に在住・在勤・

在学の方の限定企画ですので、代表
者（購入者）の方は、栃木県在住・在勤・
在学の確認ができるものを必ずお持
ちください。

★小人パスポート平日￥2,500
　　　　　　　　休日￥2,700
★ 前売り券・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。

6月1～25日

※休館日：
6月6日（水）・
7日（木）・
14日（木）・
21日（木）を
除く。

キッズランドおやま★
小山市中央町3－7－1
ロブレビル５Ｆ
TEL：0285-39-7742

子どもの入場料を無料にします。
※保護者は通常通り一人100円 6月15日

スタンプカードのポイント割増 6月16、17日

おもちゃのまち
バンダイミュージアム

壬生町おもちゃのまち
3－6－20
バンダイコレクション
センター内
TEL：0282-86-2310

入館料半額
大人　1000円→500円
シルバー（65才以上）　800 円→400円
子 供    600円→300円
※子供料金は中学生まで、 3才までは無料
　他にイベントを実施予定。

6月16日

●JR宇都宮駅西口バスターミナル
　①②⑥⑦⑪⑫⑬番のりば発のバスで、　「県庁前」下車（徒歩５分）
　㊳番のりば発のバス（きぶな号）で、　「県庁東」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

駐車場に限りがありますので、ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。


