2015 年

01

花いっぱい、笑顔いっぱいでお迎えします

福島市

花見山でのおもてなし

期間：4月上旬～下旬

週末を中心に、
ご来場の方に花見山花木農家生
産の花枝プレゼント
（数量限定）や、花案内人・温
泉地の女将等が横断幕でのお出迎え・お見送り
（不定期）
を行います。
問・福島市観光コンベンション協会 ☎024-531-6432

09

菜の花畑とのコントラストが美しい

二本松市

合戦場のしだれ桜

期間：４月中旬～下旬頃

「三春の滝桜」の孫桜と言われており、滝が落ちるよ
うな見事な紅の花を咲かせます。そのたたずまいと
周囲の菜の花とのコントラストが見事で、人気が高
まっています。DCに向け景観整備を実施しました。
問・岩代観光協会 ☎0243-65-2803

鶴ヶ城天守閣再建50周年記念企画

17
会津若松市

天守閣リニューアル

期間：4/1㈬～

02

明治の面影残す

「檜枝岐歌舞伎」ふくしま旧廣瀬座公演
福島市

期間：6/21㈰

料金：S席 2,000円、A席 1,500円

江戸時代から続く東北を代表する歌舞伎「檜枝
岐歌舞伎」の公演を特別開催します。旧廣瀬座
（国指定重要文化財）は、全国的にも希少な明治
時代の芝居小屋です。
問・福島市文化課 ☎024-525-3785

10

ふくしまDCでデビューします！

おもてなし女子駅弁
県中エリア

期間：４月～6月

料金：1,100円

県中12市町村の元気を全国に発信する
「ふくしまど真
ん中!元気プロジェクト」が、
「おいしいものを少しずつ、
たくさん味わいたい」そんな欲張りな女子の心も満足
させる、12市町村の福を集めた駅弁を作りました。
問・福豆屋 ☎024-943-0528

鶴ヶ城天守閣再建50周年記念企画

18
会津若松市

會津十楽

(あいづじゅうらく)

期間：4月～6月※土日祝日のみ 11:00～16：00

03 「福が満開、福のしま。」
福島市

フェスタ2015

期間：5/23㈯・24㈰

04 第29回 ほろ酔いウォーク2015

05 ふくしま県北 山車フェスタ

期間：6/26㈮、27㈯

期間：4/11㈯

福島市

料金：前売り券 3,500円、当日券 4,000円

福島市

06
伊達市

15

白河市

白河市

郡山市

期間：４月～10月

元禄時代からの伝統を誇る「張子人形の里 高柴デコ屋敷」。そ
の集落を張子人形の職人が案内人となりご紹介して歩きます。人
形作りの歴史・文化に接しながら 、長寿・健康づくりのパワースポッ
トなど高柴地域の魅力に触れて歩けば御利益あること間違いなし!!
問・高柴デコ屋敷観光協会
（おいち茶屋内）☎024-971-3907

19
会津若松市

鶴ヶ城天守閣再建50周年記念企画

会津武家屋敷&会津藩主松平家墓所案内

期間：4月～6月※日・祝日のみ

あぶくま洞「竹取物語」

田村市

期間：竹取物語は6/30㈫まで（予定）

通常料金：大人1,200円、中人800円、小人600円、幼児無料

あぶくま洞内「月の世界」において、約1万球のイルミ
ネーションと竹灯りで演出し、幻想的な「竹取物語」の空
間を造りました。開洞以降初めての企画で、一度あぶくま
洞をご覧になられた方でも一味違った姿を楽しめます。
問・あぶくま洞管理事務所 ☎0247-78-2125

鶴ヶ城天守閣再建50周年記念企画

20

御三階 DC特別公開

会津若松市

期間：4/2㈭～6/30㈫ 9:00～16：30

小野町

小野町の学生に昔から親しまれている思い出のグルメ

おのまち小町アイスバーガー

料金：108円～350円

内側を焼いたバンズの中に、冷たいアイスを挟ん
でチョコレートソースをトッピング。バンズのカ
リッとした食感と、
アイスのひんやり感が抜群の相
性。ぜひ、一度ご賞味ください。

問・伊達市観光物産協会 ☎024-529-7779

蔵のまち喜多方

「蔵馬車」復活
喜多方市

期間：4月～6月※土日祝日のみ

料金：1人 1,200円 ※会津武家屋敷見学、案内料含む

22 きたかた喜楽里博

喜多方市

料金：1コース大人1,500円、小人1,000円 2コース大人2,500円、小人1,500円

28 松川浦復興

29 SAMURAI

30

相馬市

南相馬市

南相馬市

福島の酒が二年連続「全国新酒鑑評会」金賞受賞数日本一

酒どころ会津 地酒イベント
会津エリア

問・会津若松観光ビューロー ☎0242-23-8000

チャレンジグルメ

問・蔵の街観光センター ☎0241-24-4111

コスチューム体験

期間：4月～10月
地 域のお宝と魅 力
溢 れる喜 多方 市 を
ステージに、地元の
人たちが贈る手づく
り博覧会です。期間
中は、ご当地グルメ
や 花 の イベ ント等
「見る」、
「 食べる」、
「体験する」
等のたく
さんのメニューでお
待ちしております。

27

問・会津武家屋敷 ☎0242-28-2525

期間：6/6㈯・７㈰

問・白河市産業部観光課 ☎0248-22-1111
JRバス白河支店 ☎0248-24-0489

問・小野町商工会青年部 ☎0247-72-3228

21

inしらかわ2015

全国のご当地キャラクター140体以上、中でも人気ラン
キングベスト10のキャラクターが大集合、笑顔と元気
を全国に発信します。40を超える福島県内のグルメ・物
産ブースも集結する、東北最大級の一大イベントです。

26
会津美里町

ゴンドラ料金：大人（中学生以上）1,200円、小人（4歳～小学生）700円

14 ご当地キャラこども夢フェスタ

竹灯と幾千のイルミネーションが織りなす

問・喜多方観光物産協会 ☎0241-24-5200

二本松市

期間：５/16㈯～６/７㈰

13

高柴デコ屋敷・デコ散歩

問・福島民報社事業局事業部 ☎024-531-4171

08 二本松！お祭り三昧！大集合！

あだたらイルミネーション

12

三百年続く人形作りの歴史・文化にふれあう

問・飯坂温泉観光協会 ☎024-542-4241

25 史跡慧日寺跡

期間：5/30㈯

二本松市

天の川と安達太良に咲く花をモチーフにした

11

問・
（公財）福島県観光物産交流協会 ☎024-525-4024

震災後、運休していた蔵馬車をふくしまDCに合わ
せて復活運行。2階建ての車体を大きな馬が牽引
し、
ガイドによる中心市街地のご案内や普段見ら
れない蔵見学を含めたまち歩きができます。

会津ころり三観音

期間：4/11㈯～9/30㈬ 9:00～16:30

07

あだたら高原スキー場のゲレンデに設置された
200,000球の灯りが幻想的な風景を生み出しま
す。期間中は特別ナイトゴンドラも運行。

御三階はかつては鶴ヶ城本丸内にあり戊辰戦争後、新政府軍によって
解体され阿弥陀寺敷地内に移築されました。外観は三階建てですが、
内部が四層になっており密議の場所として使用されたといわれていま
す。非公開だった御三階の一層部分と収蔵品を特別公開いたします。

3つお参りすればコロリと逝ける

梁川八幡神社 特別御開扉

応永33年（1426）伊達家11代持宗が造営上棟し
たもの。独眼竜政宗が天正10年4月に参詣した
社として有名です。約600年ぶりに「御尊像特別
御開扉」が決定しました。

DC特別企画として武家屋敷と墓所をセットでご案内します。会津武家屋
敷では家老屋敷の各部屋をどの様に使用していたかなど当時の様子を
詳しくご案内。また、新緑を楽しみながら散策する会津藩主松平家墓所で
は、広大な敷地の見どころや会津藩の歴史について学ぶことができます。

「ともし火と仏教声楽の夕べ」
磐梯町

伊達政宗が戦勝祈願した由緒ある神社

別 紙

福島市と周辺市町の各町会に伝わる山車が福島市
街地に一堂に集い、地元で継承する太鼓や囃子の音
を披露しながら練り歩きます。山車の引き手や演奏
を担うのは子どもたちから大人まで幅広い世代です。

城下町の礎を築いた蒲生氏郷が広く奨励した約400
年前の自由市「十楽」を現代に再現！当時の食を再現
した食楽ブース、匠の技を展示・販売する匠楽ブース、
伝統工芸品への絵付けなどの体験ブースが並びます。
問・サムライシティプロジェクト実行委員会 ☎0242-39-6539

6 30

飯坂温泉街のたくさんの飲食店を一晩で5軒飲食し
て3,500円という飲食イベントを実施!飲食店を5軒
回った後にはお楽しみ抽選会もあります。楽しく食べ
て、飲んで賞品をゲットして下さい。

明治時代に一度石垣を残して取り壊された鶴ヶ城の天守
閣が再建されたのは1965年のことでした。そして今年
2015年に天守閣再建50周年を迎えるにあたり、鶴ヶ城に
ゆかりが深い場所でさまざまな記念企画を実施します。
問・鶴ヶ城 ☎0242-27-4005

1

JRA福島競馬場を会場に、
60以上のブースが並び、
自
慢のご当地グルメや県産品の販売のほか、
人気アー
ティストやフラガール、
ご当地アイドル、
ご当地キャラ
など盛り沢山の内容で福島県の魅力を発信します。

※イメージ

天守閣・茶室麟閣共通入場券：大人510円、小中学生150円
天守閣単独入場券：大人410円

4

期間：5/30㈯

二本松の秋・冬の代表的な祭りを一堂に会した夢の
イベント！二本松の提灯祭り・針道のあばれ山車・小浜
紋付祭り・木幡の幡祭り等の二本松を代表する祭りが
一度に見れる今回限りのスペシャルイベントです。

問・富士急安達太良観光 ☎0243-24-2141

問・二本松市役所観光課 ☎0243-55-5095

16

震災からの復興、
復興式と桜まつり

白河小峰城再オープン

ゴルフするなら、迷わず、
しらかわ打!！

ゴルフタウンしらかわ
県南エリア

期間：復興式 4/18㈯・19㈰

東日本大震災により被災し、入場できなかった小峰城が三重
櫓の天守閣まで登れるようになります。それを記念して、復興
式を開催。セレモニーやお祝いの催し、さらにたくさんのイ
ベントや地場産品の販売で賑わう桜まつりも同時開催。

福島県の南部、JR東北新幹線新白河駅を中心とする「しらかわエリ
ア」内には、魅力ある多彩なゴルフ場が数多くあり、最短でJR東京
駅から2時間以内でティーグラウンドに立てるゴルフ場も。ふくしま
DC記念コンペやゴルフ場等を巡るスタンプラリーも開催します。

23 迎賓館DC特別公開

24 野口英世記念館

問・白河市産業部観光課 ☎0248-22-1111

猪苗代町

問・ゴルフタウンしらかわ推進協議会 ☎0248-46-2300

猪苗代町

期間：5/1㈮～10/31㈯

リニューアルオープン

期間：4月～10月

凱旋帰国100周年記念

料金：無料 ※天鏡閣館内と特別公開の場合は
天鏡閣とセットになるため、別途参加料がかかります。

料金：一般600円、小中学生300円、未就学児無料

通常は庭園のみを公開している福島県迎賓館ですが、DC特別企画
として4月下旬から6月30日までの間、案内人の解説付きで特別一
般公開いたします。オプションとしてロイヤルティーセットの提供や
明治のドレス試着体験など、プレミアムな体験が盛りだくさん。

2階建ての展示スペースは従来の1.6倍の広さになり、展示方法も
最新の手法で世界で活躍した野口英世の生涯や時代背景を紹
介します。また、新展示館内には日本で最初の試みとなる「細菌」
をテーマとした展示コーナー「バクテリウム」をオープンします。

問・天鏡閣 ☎0242-65-2811

問・野口英世記念館 ☎0242-65-2319

大震災を乗り越え今なお空高く幹をのばす

かしまの一本松

会津坂下町
西会津町

県北エリア
山形
新

料金：拝観料 300円～500円
（お問合せください）

料金：大人500円、高校生400円、小中学生300円

国指定史跡慧日寺跡に復元された金堂前の石敷き広場に
おいて、例年の夏開催に加えて「ともし火と仏教声楽の夕
べ」を、DC期間に特別開催いたします。公演会では、約20
人の僧侶が唱える荘厳な声明（しょうみょう）を披露します。
問・磐梯山慧日寺資料館 ☎0242-73-3000

31
-

語り部ガイド等
復興関連素材

鳥追観音、立木観音、中田観音をお参りすれば、健康で長患
いせずに「ころり」と往生できるといわれています。オリジナ
ルの御朱印帳を片手に、三観音を巡ってみませんか。三観
音巡りの証としてぜひ各寺寺務所へお立ち寄りください。
問・妙法寺：にしあいづ観光交流協会 ☎0241-45-2213
恵隆寺：恵隆寺寺務所 ☎0242-83-3171
問/弘安寺：中田観音寺務所 ☎0242-78-2131

32 白水阿弥陀堂ライトアップ

いわき市

期間：4/25㈯～5/24㈰

酒どころ会津では、DC期間中「あいづ呑んべえ
ウォーク」、
「酒蔵探訪のんびりウォーク」、
「会津清
酒屋台村」、
「お花見列車」、
「芸妓・膳・夜桜列車」、
「ほろ酔い会津の地酒列車の旅」等イベントが盛
りだくさんです。
問・酒蔵探訪のんびりウォーク：喜多方商工会議所 ☎0241-24-3131
上記以外：極上の会津プロジェクト協議会 ☎0242-39-1251

33
いわき市

東日本大震災からの復興を実感する。

塩屋埼灯台復旧と雲雀乃苑

料金：各店舗により異なる
（お問合せください）

松川浦の観光産業復興の為に、各店舗が旬の食材を活
かしたメニューを考案しており、春、秋、冬でメニューが
変わります。いずれは相馬産の海産物でいっぱいの松川
浦復興チャレンジグルメになることを目指しています。
問・相馬市観光協会 ☎0244-35-3300
相馬市松川浦観光振興グループ ☎0244-38-8808

34
いわき市

スパリゾートハワイアンズ50周年記念
ポリネシアン・グランドステージ

「 BIG MAHALO！！」～ありがとう・ありがとう・ありがとう～

料金：DC特別料金 500円 ※要予約

一千年以上の伝統を持つ「相馬野馬追」の里で、サ
ムライ体験はいかが？鎧甲冑スタイルで街へ出れ
ば、気分はタイムスリップ！スタッフが着付けから
街歩きのおすすめポイントまでサポートします！
問・野馬追通り銘醸館 ☎0244-26-8040

南相馬市鹿島区の南右田地区には数万本の松の木
によっておよそ3㎞の松並木がありましたが東日本
大震災により一本だけが生き残る形となりました。復
興のシンボル「かしまの一本松」を是非ご覧下さい。

26

問・南相馬市かしま観光協会 ☎0244-26-3700

35 復興飲食店街「夜明け市場」 36
いわき市

磐 越 西線

県全域

朝寝・朝酒・朝湯＋朝スペシャル

小原庄助のんびりプラン

見
線

只

26 鳥追観音

立木観音

中田観音

23

20

津波の被害があったエリアや原発事故の影響で
やむなく郷土を離れた皆さんも震災語り部ガイド
やスタディツアー、避難先での営業再開などふく
しまDCに参加しています。

問・企画により異なりますので、
総合ガイドブックをご覧ください。

料金：企画により異なりますので、
総合ガイドブックをご覧ください。
DC開催にあわせ、
全国でも珍しい新緑の季節のラ
イトアップを特別開催!照明デザイナーによるLED
の光と国宝・白水阿弥陀堂の見応えたっぷりの優
雅なコラボレーションをぜひご鑑賞ください。
問・いわき市観光交流課 ☎0246-22-7477

料金：塩屋埼灯台：中学生以上200円、小学生以下無料 雲雀乃苑：無料

海抜70ｍの灯台から一望する太平洋は圧巻です。
また、震災当時の様子を後世に伝えるべく、灯台の
ふもとにある山六観光の店内で、社長自らが震災当
時の写真を見せながらその体験を語ってくれます。

問・塩屋埼灯台 ☎0246-39-3924 山六観光 ☎0246-39-3636

料金：入館料：中学生以上3,240円、小学生2,060円
3歳以上1,450円、3歳未満児無料

フラガールによる夜のポリネシアンショーが、50周
年をきっかけに新しく進化します。
従来のダイナミッ
クなショーに、
プロジェクションマッピングという新
しい
「光」
を加え、
今までにない演出効果を実現！！
問・スパリゾートハワイアンズ ☎0246-43-3191

問・夜明け市場 ☎0246-38-6586

“朝寝・朝酒・朝湯”を楽しむ時間ほど贅沢なものはあ
りません。県内各地で温泉が湧く温泉の国・ふくしま
では、デスティネーションキャンペーン期間中、朝寝・
朝酒・朝湯に加え、＋αのおもてなしを提供します。
問・詳しくは各宿へお問い合わせください。
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新白河駅

36 福島県全域（小原庄助のんびりプラン）

相双エリア
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県中エリア
磐

郡山駅
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27 会津エリア全域
（酒どころ会津）
31 語り部ガイド等 復興関連素材
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北
本
線
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会津エリア

16 しらかわエリア
（ゴルフタウンしらかわ）
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常
磐

09

19

10 県中エリア（おもてなし女子駅弁）
復興を願うオーナーたちが集まり、日本の夜明
け、福島の夜明けをいわきから発信するために
オープンしました。昭和レトロ感にひたりながら、
美味しい食事とお酒をどうぞ。
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料金：夜間特別拝観料：500円
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県南エリア

いわき駅
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