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立春に聴く
癒しの音色ケーナ
ホテル高雄
伊勢町3-8-5
☎42-1121

時間●18：00～（食事スタート)　
料金●5,500円（40名) 
　　　ライブ＋料理

足利の観光の中心足利学校や鑁
阿寺に２～３分のビジネスホテル
で、あしかが美人を使った料理の
あとに、心にしみるケーナの音色を。
演奏者のRenは足利出身で、現在
全国各地でコンサート活動中。

そばコース料理に
太鼓・三味線つけてVol.2　
味のめん処喜八
上渋垂町1250-1
☎70-6721

時間●18：00～
料金●3,000円（35名) 
　　　料理＋ビール１杯
　　　（追加ドリンク別料金)

例幣使そばを主にしたコース料理
とお好みの地酒（別料金)でいつも
と違う“喜八”の夜。食後には黎明
座代表の川久保研二の太鼓、稲村
喜彦の三味線をお楽しみください。
黎明座は年間50ステージを超え
る和太鼓集団。

二胡の音色～酒井和嘉子～
で中華料理を味わう
レストラン鼓々里
田中町32-11地場産センター１F
☎70-5655 

時間●18：30～（食事スタート)
料金●5,000円（30名) 
　　　料理＋１ドリンク
　　　（追加別料金)

日本人には難しいとされる中国の
曲においても、本国の著名奏者か
ら賞賛を得ている二胡奏者酒井和
嘉子。成長が著しい注目の若手女
性奏者です。味はもちろん空間も
大切に考える鼓々里で素敵なひと
ときを。

大川公一コンサート
「My Favorite Songs」
東葉館
葉鹿町1981
☎62-0136

時間●18：00～（食事スタート)
料金●4,000円（50名) 
　　　料理＋１ドリンク
　　　（追加別料金)

古くから地蔵の湯として知られた
東葉館。地元（小俣町)出身で藍染
めの世界でも活躍する大川公一の
ステージ。「私の好きな歌々」を
テーマにジャズやスタンダード、そ
の他、巾広いレパートリーで魅了し
ます。

ポム・ド・テール
江川町1-16-8
☎43-3002

時間●開場 18：00
　　　スタート 18：30
料金●5,500円（20名)
　　　ライブ＋食事

足利をはじめ両毛地域を中心に演
奏活動を続けているブルーノート
トリオの3回目です。阿部輝夫（ギ
ター)、川島潤一（ベース)、小林啓
一（ビブラホン)の息の合った演奏
とコース料理で、身も心もほっと
ホット。

渡良瀬橋43  大塚みか 
美人の国ディナーショー
ニューミヤコホテル足利本館
９Fレストラン「La Belle Vue」
南町4254-2東武足利市駅北側
☎71-3333

時間●開場 17：30　
　　　スタート 18：00～
料金●6,500円（40名) 
　　　料理＋１ドリンク付
　　　（追加別料金)
渡良瀬橋43の中にあって、最近は
ソロ活動を始めた足利生まれ足利
育ちの大塚みかのライブステージ
と、特製のビアンドコース（ファース
トドリンク付き)を渡良瀬川を見下
ろす眺望の、モダンで心地良い
ニューミヤコホテルの空間で。

初心者のための懐石料理の
いただき方とマナー
小林懐石料理マナー教室
福居町283
☎71-0837

時間●18：30～
料金●10,000円（10名まで) 
　　　懐石料理＋ドリンク（お酒)＋
　　　抹茶＋お菓子

興味はあるけれど、なかなか踏み
込めない「茶懐石」の席。そんなあ
なたにおすすめの企画。懐石料理
のフルコースをいただきながら、楽
しく懐石のマナーを体得できる。日
本伝統の奥深さを知る絶好の機
会に…

三遊亭歌橘落語会

和風レストラン加茂川
福居町1278-5
☎72-5252

時間●受付 17：30～　
　　　スタート 18：00
料金●4,000円（35名) 
　　　料理＋ウーロン茶
　　　（追加別料金)
たまには「福居で寄席」を。足利出
身の栃木県初の真打ち三遊亭歌
橘の落語と、ソースカツ丼で知られ
た加茂川の味を楽しんでいただき
ます。「あしかが輝き大使」として、
その存在も良く知られたところで
ある。

★申し込み＆問い合わせは各開催店に！
　足利市外局番は0284

2017 参加店 企画案内風土祭コース

銘酒「群馬泉」で、
とことん女子会
月とうさぎ
田中町955-2
☎73-0195

時間●受付 17：30～　
　　　スタート  18：00
料金●5,000円
　　　（20名／同伴に限り男性も可)

日本酒・焼酎の種類の豊富な店。
今回は太田の銘酒「群馬泉」を蔵
元直々の解説付で。通には評判の
酒や、この時期限定の逸品を、酒に
合わせた料理とともに堪能してい
ただきます。基本は女性のみだが、
同伴なら男性もOK。

indigo after dark～
食とお酒とフラメンコ
bar mood indigo
通2-4-3
☎21-3030

時間●1部 18：00～、
　　　2部 21：00～
料金●３,800円（36名) 
　　　1drink + indigo plate
　　　（タパス料理）
心地よい音の中、美味しいお酒とお
料理のお店『bar mood indigo』で
は、1回目の風土祭で素敵な夜を演
出してくれた桜井淳子氏の本場ス
ペインのフラメンコをお届けしま
す！今回もタブラオのような空間で
お酒とお料理をご用意いたします！

開華（第一酒造）とともに
蕎麦を楽しむ
蕎麦切り 稲おか
朝倉町2-11-28
☎73-2323

時間●18：00～20：00
料金●5,000円（20名） 
　　　地酒「開華」付き

2016年度全国燗酒コンテストで
最高金賞を受賞した佐野市の「第
一酒造」の蔵元をゲストに、同蔵の
開華各種を楽しみます。粗びきせ
いろや変わりそばなどを、有機農
法の野菜を主にした料理と一緒に
堪能してください。

「DON  ALMAS」
情熱のフラメンコギター
大麦工房ロア工場直売店
大月町3-1
☎64-8847 or 73-3730

時間●開場 18：00　
　　　スタート 19：00
料金●3,000円（100名） 
　　　ライブ＋足利料理＋１ドリンク

前回につづいて「DON  ALMAS」
の出演です。フラメンコをベースに、
ブルースやロックを融合した、ギ
ター2本とパーカッションのライブ。
大麦工房ロア併設のファーマーズ
「つちのか」の地元料理と。

寿永アリサ　ラテンLIVE

あしかがフラワーパーク
「ウエステリア」
迫間町607
☎91-4939

時間●18：00～開場　
　　　18：30～（食事スタート）
料金●7,000円（80名） 
　　　ビュッフェ料理＋１ドリンク
　　　（追加別料金）

前回の風土祭でも好評を得た寿
永アリサ。抜群のリズム感と音感と
パフォーマンスで聴く者を魅了す
る。これまでの両毛地域でのライ
ブはすべて満席。ピアノ、ベース、
パーカッションのバックメンバーも
見事。

「渡舟窯」渡辺良一氏の作品と
冬の特別懐石料理
京かのこ
伊勢町2丁目4-29
☎43-1790

時間●受付 17：30～　
　　　スタート 18：00
料金●10,000円（20名）  
　　　1ドリンク付
　　　（税・サービス料込）
冬の贅沢な食材を使い、真心をこ
めて作り上げた特別な懐石料理と、
平成８年に、足利市猿田町に「渡
舟窯」を築窯し作陶を続ける渡辺
良一氏の作品とのコラボレーショ
ンをお楽しみください。作品の展示
販売も行います。

声優・斎藤次郎が詠む
「崔華國詩集“猫談義”の世界」
あしかが旬亭
助戸仲町492-1
☎43-1161

時間●18：30～（食事スタート）
料金●5,000円（26名） 
　　　料理＋１ドリンク
　　　（追加別料金）

前回に続き、足利三中出身の声優
斎藤次郎の朗読。外国映画の吹き
替えを中心にアニメ、ゲーム、ナ
レーションで活躍。新鮮な魚介類
を活かした会席料理や定食、一品
料理が評判の旬亭の味と斎藤次
郎の朗読に注目。

チェロとヴァイオリンの
クラシックデュオ
出演／町田正行（チェロ）　
　　　石井啓太（ヴァイオリン）
ITARU
堀込町2579-4 ☎64-8655

時間●受付 18：00～　
　　　スタート 18：30
料金●5,500円（30名） 
　　　ライブ＋料理＋１ドリンク
　　　（追加別料金） 
足利風土祭では２回目となる組み
合わせのライブ。二人とも全国的
な活動の中で「足利カンマーオー
ケスター」の団員もつとめている。
あしかが美人などを使用したミニ
コース料理と心にやさしい音楽を
ともにお楽しみください。

★申し込み＆問い合わせは各開催店に！2017 参加店 企画案内風土祭コース

ジャズディナー　
ブルーノートトリオ


