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　　日光ぶらりスペシャル 2017 春 / 初夏 

プレDC記念

●参加費：当日受付にてお支払い下さい

●緊急の場合の連絡先（当日のみ）
　NPO法人日光門前まちづくり事務局／小池：090-2876-3695

◎お申し込み

　mail：nikkomonzen@gmail.com
または

　FAX：0288-54-2032
　お名前、連絡先、年齢、ご希望のコース名などご記入の上
　お申し込み下さい

●注意事項
　・トイレはコースの途中にいくつかございます（公衆トイレ）。また、
途中、郷土センターにてトイレ休憩の時間を取ります。
　・お食事処、オススメのお土産、地元だからこそ知っているとって
おきの情報などなど、ガイドスタッフまでお気軽にお尋ね下さい。
　・その他、わからないことがございましたらなんでもどうぞ。お気
軽にお尋ね下さいませ。

※キャンセルについて

　キャンセルの場合、以下の通りキャンセル料をお支払いいただきます。

　開催 3日前から前日まで：参加費の 50％
　開催当日：参加費の 100％

「知っている」「見たことある」
「行ったことある」日光を
ぶらぶらと歩きながら、
より “深く” “楽しむ” ための
「まちなかガイドツアー」

それが

日光ぶらり

荷とととことん

定番!
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215/

11:00～12:00

木・祝

10:00～12:00

5/

水・祝

渡辺幸広（なべし）
▷このコースのガイド：

日光門前まちづくり応援団

岡井　健
▷このコースのガイド：

散歩師 /都市計画・環境デザイン
日光門前まちづくり 理事長

小池秀明
▷このコースのガイド：

稲荷町出身！
日光門前まちづくり 事務局長

謎解き稲荷町～なぜ稲荷町はここにある？！

『日光』はなぜ『NIKKO』になったのか？

日光門前ちょい食べぶらり！

１２５０年前、勝道上人により開かれ、
江戸時代、徳川家康公の東照宮鎮座により聖地として
発展してきた『日光』。
明治以降は国際的な観光地『ＮＩＫＫＯ』として
世界的にも著名な場所として変貌を遂げました。
では、なぜ、『日光』は『ＮＩＫＫＯ』へと変わっていったので
しょうか？　
今に残る歴史の痕跡、地形などから、その秘密を読み解くまち
あるき。日光をより深く知りたい方、必見ですよ！

駅からほど近い、日光東町に位置する稲荷町は、東町の中でも
比較的新しい町で、かつては「出町」と呼ばれていました。
実はこの稲荷町、他の町とは違って、隠れた謎があるんです。
いったいどうして稲荷町はここにあるのか？
江戸時代、ここには何があったのか？
微かに残る痕跡や地形などを探りながら、稲荷町の謎を
解き明かします。

　
　集合・出発：10:00　東武日光駅（正面入口前）
　ルート：　東町エリアを回歩きます。
　　　　　　詳しくは、当日のお楽しみ！
　解散：12:00 頃　神橋
　　（コース距離＝約 1.5 キロ）

◆東町コース　
　集合：9:50　JR 日光駅前
　出発：10:00　出発
　ルート：　当日のお楽しみ！
　解散：12:00 頃　勝道上人像前　
　（コース距離＝約 2キロ）

旅の楽しみと言えば…
やっぱり、何と言ってもおいしいもの！食べ物ですよねえ～
日光には、日光ならではのおいしい食べ物がいっぱい！　
とはいえ全部一度には食べられないよなあ…　
ということで、スタッフ厳選の日光グルメを “ちょい食べ” しながら、一
緒にまちあるきも楽しんでしまおう、という欲張りなコースです。お気に
入りのグルメが見つかったら、まちあるきの後に、お店でゆっくりお食事
やお買物を楽しんでくださいね！

5/

東町コース▷ 10:00～12:00

コース名 :

　
　集合・出発：11:00　東武日光駅（正面入口前）
　ルート：　当日のお楽しみ！
　　　　　　稲荷町エリアを歩きます！
　解散：12:00 頃　日光郷土センター　
　（コース距離＝約 1キロ）

コース名 :

コース名 :

　
◆西町コース
　集合：13:20　勝道上人像前
　出発：13:30　出発
　ルート：　当日のお楽しみ！
　解散：15:30 頃　日光奉行所前　
　（コース距離＝約 2キロ）

500 円

2,000 円

1,000 円
各コース

※午前午後通し
でご参加の場合
は計 1,800 円 !!

参加費（１人）
参加費（１人）

参加費（１人）
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日光はなぜ
NIKKO に？

謎解き
稲荷町

東町
スペシャル

西町
スペシャル ちょい食べ

四月・五月は “まちあるき” の月！
五月は毎週開催！

5 月の予定

乞うご期待 乞うご期待

　

ち い食べ！
定定番番!!

215/2
0:00～12:0010

日

渡辺幸広（なべし）
▷このコースのガイド：

日光門前まちづくり応援団

日光門前ちょい食べぶらり！日光

集合・出発：10:00　東武日光駅（正面入口前）
ルート：　東町エリアを回歩きます。
　　　　　詳しくは、当日のお楽しみ！
解散：12:00 頃　神橋
　（コース距離＝約 1.5 キロ）

旅の楽しみと言えば…
やっぱり、何と言ってもおいしいもの！食べ物ですよねえ～
日光には、日光ならではのおいしい食べ物がいっぱい！　
とはいえ全部一度には食べられないよなあ…　
ということで、スタッフ厳選の日光グルメを “ちょい食べ” しながら、一
緒にまちあるきも楽しんでしまおう、という欲張りなコースです。お気に
入りのグルメが見つかったら、まちあるきの後に、お店でゆっくりお食事
やお買物を楽しんでくださいね！

コース名 :

2,000 円
参加費（１人）

初!

初!

西町コース▷ 13:30～15:30

ごめ
んな
さい

延期
にな
りま
した
！

延期



定番!

13205/

10:00～12:30

土

10:00～12:30

土

吉新一郎
▷このコースのガイド：

日光門前まちづくり副理事長

岡井　健
▷このコースのガイド：

散歩師 /都市計画・環境デザイン
日光門前まちづくり 理事長

小池秀明
▷このコースのガイド：

稲荷町出身！
日光門前まちづくり 事務局長

日光と言えば？！…世界遺産・二社一寺に華厳の滝、奥日光の自然 etc　はい、その通りですね。
でもね、日光はそれだけじゃないんです。
東照宮は行ったことあるけどなあ、まちなかって歩いたことないんだよなあ…
　実は、そんなお客様はたくさんいらっしゃるんです。
日光の玄関口でもある東町地区には、日光のまちがどうしてできたのか、
どうやって発展しきたのか、そんなヒントがたくさん隠れています。
日光が初めてという方も、何回も日光に来ているよという方も、
「日光ぶらり」の定番・東町コースを歩いて、
「日光が日光であるわけ」を探ってみましょう！

日光の門前町は、日光のシンボルでもある神橋を境に、大きく東町と西町に分かれます。
日光の玄関口として駅もあり、お店も多く華やいだ印象のある東町に比べ、西町はひっそりと
静かな佇まいを見せています。
かつて世界遺産・二社一寺を支えた、ある人たちが住んでいた場所でもあり、
日光の歴史を形作った痕跡もたくさん残っています。
さて、西町には何があったのか？　
日光の「隠れたもう一つの顔」とも言える西町を、
じっくり、ゆっくり歩きます。
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500 円

参加費（１人）

今日はたっぷり東町今日はたっぷり西町 東西
午前はスペシャル！午前はスペシャル！

午後は「早わかり」午後は「早わかり」
一時間のショートコース！

日光門前西町スペシャル 日光門前東町スペシャル
定番!

13:30～14:30
日光門前西町ショートコース

日１時間・ワンコイン（５００円）で参加できるショートコースです。これだけは見てほしい！
スタッフ厳選の西町をスポット的に早めぐり、西町を気軽に楽しんでいただけます。

13:30～14:30
日光門前東町ショートコース

まちあるきに参加したいんだけどなあ、時間がなあ…　という方におススメの、１時間・ワンコイン（５００円）
で参加できるショートコースです。
二社一寺の参道でもある国道１１９号線をまっすぐ、日光の入口である駅から神橋までの道のりを歩きます。
ここを歩けば日光がだいたい分かるかも？！

1,500 円

参加費（１人）

　
　集合・出発：10:00　日光総合会館（正面玄関前）
　ルート：　西町エリアを回歩きます。
　　　　　　詳しくは、当日のお楽しみ！
　解散：12:30 頃　日光総合会館
　　（コース距離＝約 1.5 キロ）

小池秀明
▷このコースのガイド：

稲荷町出身！
日光門前まちづくり 事務局長

1,500 円

参加費（１人）

　
　集合・出発：10:00　JR 日光駅前
　ルート：　東町エリアを回歩きます。
　　　　　　詳しくは、当日のお楽しみ！
　解散：12:30 頃　神橋
　　（コース距離＝約 1.5 キロ）

500 円

参加費（１人）
　
　集合・出発：13:30　日光総合会館（正面玄関前）
　ルート：　西町エリアを回歩きます。
　　　　　　詳しくは、当日のお楽しみ！
　解散：14:30 頃　日光総合会館
　　（コース距離＝約 1.5 キロ）

　
　集合・出発：13:30　JR 日光駅前
　ルート：　東町エリアを回歩きます。
　　　　　　詳しくは、当日のお楽しみ！
　解散：14:30 頃　神橋
　　（コース距離＝約 1.5 キロ）

定番!定番!


