竹 あかり

徳川三代将軍 大猷院

ライトア�プ

た い ゆ う いん
じょう ぎょうど う

金

令和

＆常行堂

��月�日 ・�日 ・�日 ・�
����年

祝

土

日

竹あかり

祝
日月

��：��～��：��（最終入場��：��） 入場料／大人 ���円、小・中学生 ���円

逍遥園ライトアップ
��月��日

����年

金

～��月��日 金

��：��～��：��（最終入園��：��）＊月～木は��：��まで

＊��月中は��：��から
＊但し、
��月�日・�日・��日は��：��まで
（最終入園��：��）
入園料／大人 ���円、
小・中学生無料 ＊但し、保護者同伴に限る

祝 ライトアップ限定
令和
風神・雷神 御朱印
１セット �,���円
※セットでのお分けになります

��月�・�・�・�日の�日間
各日��：��～��：�� 限定

無料シャトルバス運行
主 催
お問い合わせ

大猷院
日光山
にっこうざん

り ん の うじ

同時
開催

：00〜19：
三仏堂境内 11：
：
30

1日
（金） グルメマルシェ
日光山輪王寺
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輪王寺

竹林整備の間伐材などの竹を用いて、新しい日
本の文化を灯し、竹で幽玄な世界を演出する
「チカケン」。竹あかりの制作は「宇都宮共和大
学」また、竹は宇都宮の観光名所、
「若竹の杜
若山農場」の竹。今年のライ
トアップは、この3者
がタックを組んで灯りを灯します。自分のまちは自
分たちの手で照らそう。美しさだけでなく、日光の
「竹あかり」物語がここから始まります。

※ご飲食可能エリアはそれぞれ会場内のみとなります

日光市山内2300電話 0288-54-0531

協賛：日本たばこ産業株式会社
株式会社ティーエムシー

Third Tokugawa Shogun "TAIYU-IN" Mausoleum

Bamboo Lantern Light-up

November �（Fri）, �（Sat）, �（Sun）and �（Mon）����

��:��-��:��（Last admission ��:��）

Admission fees/ Adult ��� JPY, Elementary and Junior Highschool Student ��� JPY
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Shoyoen Garden

Nikko-zan Rinnoji Temple
���� Sannai, Nikko City

Shoyoen Light-up

October ��（Fri）‒
November ��（Fri）����

護摩堂
Gomado Hall
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During � days from November � to �
Between ��:�� and ��:�� on each day

den
Shoyoen Gar

Gourmet Marche

Rinnoji Temple “TAIYU-IN”

夜叉門
Yashamon Gate

1（Fri）,2（Sat）11:00-19:30
グルメマルシェ

Tel: ����-��-����

Admission fees/ Adult 500 JPY,
Free for Elementary and Junior Highschool Student
if they visit with their guardian

＊Open until 19:00on Monday to Thursday
＊From 17:00 in October
＊Open until 21:00（Last admission 20:30）on 8, 9, 10 November

割引券 Discount voucher
大猷院「竹あかりライトアップ」

入場料��円引き＊本券�枚につき�名様限り
＊本チラシをご持参ください
50 JPY off admission to
“Bamboo Lantern Light-up” in “TAIYU-IN” Mausoleum

有効期限

����年

(valid for one person per voucher)

��月�日（月・祝） Expired on November 4, 2019

