』福島県観光キャンペーン2016 特別企画
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『
01 「フェルメールとレンブラント 17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち」展
東日本大震災復興事業

福島市

「光の画家」として知られ、現存する作品は世界中で30数点しかないヨハネス・フェルメールの作
品や、アムステルダムで名声を手にし、独特な発想、技法と構図で人気を得たレンブラント・ファ
ン・レインをはじめヤン・ステーンなど、17世紀オランダ黄金時代を彩った画家たちの作品のうち
ニューヨーク・メトロポリタン美術館、アムステルダム国立美術館の所蔵する作品を中心に展示し
ます。フェルメールの作品が展覧会へ出品されることがほとんどない中、ニューヨーク・メトロポリ
タン美術館の傑作《水差しを持つ女》、そしてレンブラントの《ベローナ》は日本初公開となります。

02
福島市

福島に桃源郷あり

花見山での花枝のプレゼント

03 第30回 ほろ酔いウォーク2016

福島市

04
福島市

4

2016 年

1

6 30

05

美肌と健康（発酵の力）
をテーマに女将プロデュース♪

菌活ウエルカムドリンク＆スイーツ♪

ふくしまでお得にランチ！

ランチでクーポン
（食うポン）

福島市

期間：4月～6月

左：ヨハネス・フェルメール《水差しを持つ女》
メトロポリタン美術館所蔵

Johannes Vermeer(1632-1675) / Young Woman with a Water Pitcher /
ca. 1662 / Oil on canvas / 45.7×40.6 cm / Marquand Collection,
Gift of Henry G. Marquand, 1889 (89.15.21)
Photo Credit : Image copyright © The Metropolitan Museum of Art.
Image source: Art Resource, NY

期間：4月上旬～下旬

右：レンブラント・ファン・レイン《ベローナ》
メトロポリタン美術館所蔵

Rembrandt Harmensz van Rijn(1606-1669) / Bellona / 1633 /
Oil on canvas / 127×97.5 cm / The Friedsam Collection,
Bequest of Michael Friedsam, 1931 (32.100.23)
Photo Credit : Image copyright © The Metropolitan Museum of Art.
Image source: Art Resource, NY

06 2016 ふくしま県北 山車フェスタ

福島市

期間：6/4㈯
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。

12 「政宗ダテニクル」試写会イベント

伊達市

07
二本松市

期間：
4/6㈬～5/8㈰

花見山にお越しいただいた方に、花見山花木農家生産の花枝を
本数限定でプレゼントし、福島の春をおすそ分けします。不定期
で花案内人や地元温泉地の女将等でお出迎えを行います。

08

大山忠作美術館特別企画展

二本松さくら展

二本松市

期間：
4/9㈯
～5/8㈰
日本画の巨匠たちが桜をテーマにした作品約30点を美術館全館に展
示し、館内を“さくら”で埋め尽くします。メイン作品は東山魁夷の≪花
明り≫です。東山魁夷の≪花明り≫は同氏が花を描いた作品の中で
最も有名で、実物を見ることが難しい作品といわれていますが、今回
は特別にご協力をいただき、名作を間近で観ることができます。

13
伊達市

新ご当地グルメ

なんちゃってだて巻

18
郡山市

ようこそ郡山へ！

郡山エキナカおもてなし事業

あだたらイルミネーション

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。

09
二本松市

期間：5/14㈯～6/5㈰
あだたら高原スキー場の斜面に沿ってちりばめられた250,000
球のイルミネーションが、天の川と安達太良山に咲く花をモ
チーフに、満点の星空と相まって幻想的な光景を生み出します。
期間中は特別に夜間ロープウェイも運行。

14
桑折町

期間：4/24㈰
福島ガイナックスと伊達市の共同制作の「政宗ダテニクル」。若き
日の17代伊達政宗と、政宗を支える歴代の当主が繰り広げる戦
国青春グラフティです。その伊達氏発祥の地をPRするアニメー
ションの一般試写会イベントを開催します。新たな政宗と出会え
る千載一遇のチャンスをお見逃しなく！

天の川と安達太良に咲く花をモチーフにした

期間：6/24㈮・25㈯

岳温泉の源泉と湯もみされた温泉を入り比べ！

湯守と行く、源泉見学＆空中散歩ツアー

15 こおり桃源郷BBQフェス2016～春～

ピンクと黄色のコントラスト

こおり桃源郷と菜の花

桑折町

期間：4月中旬～下旬
伊達市の特産品である伊達鶏を活用した六次化商品。春巻風の
ものからスイーツ風まで、オリジナリティあふれる
「なんちゃって
だて巻」が市内各店で食べられます。アレンジも加わりさまざま
な味を楽しめます！ 個性あふれる新しいふるさとの味を是非お
試しください。

19 食が満開！
郡山美味しい街フェスティバル
郡山市

献上桃の郷桑折町の桃畑。阿武隈川を添うように果樹園が広が
り、桃の花で一面がピンク色に染まります。平成8年に皇太子ご夫
妻が訪れた際の記念碑があります。堤防から見下ろす風景はま
さに桃源郷です。キャンペーンにあわせ、桃畑に菜の花を植え、
ピンクと黄色のコントラストが楽しめます。

20
須賀川市

割引券を利用してお得に花の見どころを満喫！

すかがわ花めぐりスタンプラリー

女将の想いがたっぷりの「美肌効果」
と
「健康」によいウエルカム
菌活ドリンク、
ご夕食時には果物王国ふくしまのフルーツを使っ
た「菌活スイーツ」
を提供します。

10
伊達市

伊達氏スタンプコレクション

21
田村市

園内の遊具１０基をリニューアル！

やながわ希望の森公園で遊ぶ

伊達市

期間：4月～6月
オリジナル御朱印帳を片手に伊達氏ゆかりの史跡をめぐるスタ
ンプラリー。伊達氏発祥のルーツを紐解き、伊達氏ゆかりの史跡
を巡る広域連携企画です！ 伊達の力はだてじゃない！全8か所を
巡るとオリジナル扇子が貰えます！

16

園内では6種類2,000本以上の桜やツツジを楽しめます。
また、石
炭で走る本格的なミニSL「さくら1号」、農家レストランを楽しめる
「産業伝承館」、バンガローを備えたキャンプ場、古民家を移築し
た「お林の里」、
ミズバショウやハスも楽しめる湿性植物園などが
あります。園内の遊具10基をリニューアル！

17

食べる観光パンフレット

「おもてなし女子駅弁」
県中エリア

期間：4/17㈰
こおり桃源郷で特別にバーベキューを行います。青空の下で、美
しい桃花と半田山を望みながらのバーベキューは格別です。お
いしい空気と、おいしいお肉をたくさん食べて、幸せなひとときを
過ごしませんか。

11

伊達の力はだてじゃない！

期間：6/5㈰・26㈰
奥岳からロープウェイを利用し、安達太良の山頂までトレッキン
グします。
くろがね小屋で昼食＆入浴（希望者）後、普段は立ち
入る事ができない岳温泉の源泉を湯守の案内で見学し、泉質
や遷都の歴史を学びます。その後は引き湯を見学しながら下山
するトレッキングです。

福島市街地を中心に通常1,000
円以上のランチメニューをクーポ
ン持参で1,000円で提供します。
福島市内の飲食店約50店舗が加
盟しており、キャンペーンにあわ
せて6月まで延長して実施します。

期間：4月～6月

三百年続く人形作りの歴史・文化にふれあう

高柴デコ屋敷・デコ散歩

郡山市

期間：4月～6月

期間：4月～6月

おもてなし女 子 駅 弁 のコンセプトは「 食 べる観 光 パンフレッ
ト」。12種類のおかずにはそれぞれ地域とつながるストーリー
があります。駅弁には可愛らしいミニブック
「別冊おもてなし女
子駅弁」も添えられ、ふくしまの女子目線で県中地域12市町村
の魅力を紹介しています。

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!!

イルミネーションと、色とりどりの花の共演

あぶくま洞花物語

12

伊達市・桑折町・国見町 10
（伊達氏スタンプコレクション）

01

山形新幹

期間：4月～6月（実施内容により異なる）
郡山駅構内に花の装飾を施すほか、新幹線改札口（中央口）前
に特設PRブースを設け観光ガイドも行います。
また、キャンペーン期間中のイベント列車運行時に、お客様へ
郡山らしい“郡山名物”などによる振る舞いでおもてなしいたし
ます。

22
田村市

地元の食材をふんだんに、
懐かしい味のお食事

あぶくま洞団体用食事メニュー

期間：有料期間中
期間：４/２３㈯～６/２５㈯
市内飲食・小売店をスタンプラリー形式で食べ歩き、
スタンプを3
つ集めると抽選で参加店の食事券などの景品が当たる企画です。

23
田村市

田村市ご当地カレー！

たむら八彩
（やさい）
カレー

須賀川牡丹園、大桑原つつじ園、日本しゃくなげ・つつじ苑、岩
瀬牧場の4施設にお得に入場できる割引券付きのスタンプラ
リー。施設入場の際スタンプを押してもらい、4施設分集めると
オリジナルグッズをプレゼント。

24
平田村

ジュピアランドひらた 世界のあじさい園

期間：4月～6月

磐 越 西線

32 立木観音

およそ8,000万年の歳月が創りあげたあぶくま洞。洞窟内では
大小さまざまな鍾乳石が点在し、その多様さは、東洋一とも言
われています。今年のテーマは「光」
と
「花」で洞窟入口付近を装
飾しています。煌びやかなイルミネーションと色とりどりの花の
共演をお楽しみください。

25 いしかわ桜まつり

見
線

只

32 鳥追観音

48

44 45

石川町

46 47

期間：4月～6月
あぶくま洞食堂で団体客用に地元の野菜や特産品を使用した
昔ながらの郷土料理メインのお食事を提供します。田村市の特
産品であり、話題のじゅうねん（エゴマ）をふんだんに使用して
いるだけではなく、地元のお豆腐屋さんの厚揚げや味噌なども
使用した特別メニューです。

期間：6月
地元産の野菜などの食材を8種類以上（野菜5種類以上）使い、
彩り良く仕上げることを原則に、地元の飲食店や生産者が協力
してメニューを提供する田村市の新しいご当地カレーが誕生し
ました。

ジュピアランドひらた内に世界中の800種類のあじさいを植栽
する「世界のあじさい園」がオープンしました。品種数は日本一
を誇ります。標高が高いため、着色や花持ちが良く栽培に適して
おり、今年は生育過程を楽しむことができます。

期間：４/９㈯～２４㈰
DCを契機に、町内各店でお花見グルメ・スイーツなどの限定メ
ニューを提供します。団体向けのお花見弁当も好評です。無料
周遊バス（土日運行）を利用すれば、2,000本の桜並木や樹齢
500年を超える高田桜を巡ることができます。4月1日～30日ま
で毎日ライトアップするあさひ公園の夜桜は幻想的です。
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26 ゴルフタウンしらかわ

県南エリア

27 ひがししらかわフラワー＆
ご当地キャラフェスタ in 矢祭山
県南エリア

期間：4月～6月
JR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
あります。いずれもJR東北新幹線新白河駅からほど近く、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。トーナメント開催実績のある名門コースか
ら、初心者・中級者向けのコースまで、あらゆるゴルファーにオススメできるゴルフ場
がたくさんあります。4月～6月にはアフターDC杯ゴルフコンペを特別開催します。

32
会津美里町

3つお参りすればコロリと逝ける

会津ころり三観音ご朱印めぐり

28 ご当地キャラこども夢フェスタ in しらかわ

白河市

33 会津十楽（あいづじゅうらく）

会津若松市

白河市

4

30 南湖公園桜と音楽の祭典♪

白河市

1
31
会津エリア

6 30
福島の酒が三年連続「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

期間：4/15㈮・16㈯

期間：5/7㈯・8㈰
キビタンをはじめ県南地域のご当地キャラやご当地ヒーローが
会場を盛り上げるとともに、矢祭町特産のゆずのシャーベット
の早食い競争を開催するほか、六次化商品などの特産品の販
売も行います。

29 福島プロジェクションマッピング2016

2016 年

期間：5/21㈯・22㈰
全国から150体以上のご当地キャラクターが大集合し、本県の笑
顔と元気を発信します。
また県内グルメや物産ブースも集結する
東北最大級のイベントです。大人気キャラクターも登場します。

34 阿弥陀寺 御三階 特別公開

会津若松市

会津若松市の鶴ヶ城にて3年連続で開催された「プロジェクショ
ンマッピングはるか」を白河市で開催。サブタイトルを「～白河
花かがり～」
と題し、
「桜」をテーマに、白河市に新しく建築される
白河文化交流館「コミネス」の巨大な壁を舞台として、生命感あ
ふれるメッセージを発信します。

35 会津若松駅前物産市

期間：4/23㈯
桜の開花時期に合わせ音楽フェスティバルを開催。桜で彩られ
た会場で、様々なジャンルの音楽を奏でる老若男女が楽しめる
イベントを開催いたします。

36

会津若松市

喜多方市

酒どころ会 津で は 、キャンペ ーン期 間 中「 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」、
「 吞んべえ“会津地酒列車”の旅」等イベントが盛りだくさ
んです。

37 きたかた喜楽里博

蔵のまち喜多方

蔵馬車の運行

喜多方市

会津坂下町
西会津町

期間：4月～6月
期間：4月～6月
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。

38
喜多方市

地元短大生が案内する

蔵の街ふれあい散歩

期間：4月～6月期間中のＧＷ、平日を除く土日に実施。
昭和レトロの風情あふれる街「喜多方」を短大生と一緒に散歩
しませんか？たくさんの蔵や趣のある街並みをはじめ、
ラーメン
やお酒、味噌など食文化も魅力いっぱいの「喜多方」をご案内し
ます。

44
南会津町

地酒で乾杯！
！

デジタルフォトコンテスト

期間：4月中旬～5月上旬
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。

39
喜多方市

東北一の産地で味わう！

朝採りアスパラ体験

50 松川浦復興チャレンジグルメ

相馬市

期間：4月～6月
東日本大震災の津波で被害を受けた松川浦の仲間たちが立ち
上げた「相馬市松川浦復興チャレンジグルメ」。松川浦の観光産
業復興のために各店舗が旬の魚介類を使った海鮮料理を味わ
うことができます。いつか松川浦の海産物でいっぱいになるこ
とを目指しています。

御三階はかつては鶴ヶ城本丸内にあり戊辰戦争後、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します。
※外からの見学となります。

40 史跡慧日寺跡『月待ちの灯り』

磐梯町

期間：4月～6月
東北一のアスパラ産地喜多方で旬のアスパラの朝採り体験をし
てみよう！ 前日に農家民宿に泊まり、田舎暮らしを体感して、朝
採り体験に行くのがおすすめです。収穫体験では、収穫のコツ
や、産地ならではの調理方法や生産者のアスパラに対する想
い、地域の情報等に触れることができます。

45 条例の日に乾杯！
！

約1,000個の灯籠が史跡慧日寺跡金堂と中門を照らし、思わず
写真を撮りたくなる幻想的な空間を生み出します。
灯籠の灯りで昼間とは全く違う金堂周辺を、訪れた人々が散策
したり、慧日寺に関するビデオを鑑賞。初夏の宵闇に浮かび上
がる金堂・中門と灯籠の共演をお楽しみください。

檜枝岐村

期間：6/21㈫
南会津町の乾杯条例施行日に日本酒講座を開催し、同会場にて
振る舞い酒や特産品等の試食を実施します。
南会津町の自慢のお酒を思う存分堪能することができます。

51 甲冑着付け体験

江戸時代から受け継がれてきた檜枝岐歌舞伎では、役者が自ら
化粧をします。役者の気分を味わうため、見本を見ながら自分
で化粧体験をします。

いわき市

期間：4月～6月
武将甲冑・足軽甲冑の着付け体験を野馬追通り銘醸館にて実施
しています。1000年以上の伝統を持つ「相馬野馬追」の里で、甲
冑を身につけ相馬野馬追の歴史に触れてみませんか。本格的
な甲冑を楽しむことができます。

会津若松駅前に会津ならではの特産品やグルメの出店が立ち
並び、美味しいもの、楽しいものが目白押しのイベントです。
会 津 旅 行 の お 土 産もそろいます。4月はオープ ニングセレモ
ニーに合わせて、6月はファイナルセレモニーに合わせて開催し
ます。

41 野口英世記念館 初出展資料展示
猪苗代町

期間：
4/1㈮～H29.3/31㈮
いわき市市制施行50周年記念事業として、いわき市全域を博覧
会の会場に見立て、さまざまな観光施設やイベント等を連結
し、一年を通して楽しい「いわき」を提供します。また、市内13地
域に情報発信の拠点を設置し、各地域ならではの周遊コース等
を体験いただけます。

（仮題）

期間：4月～5月

野口英世記念会で所蔵している書、絵画、資料を中心に今まで
展示していなかった現物資料を特別に展示します。他団体等が
所蔵している資料の中でも記念館での展示は初めての資料ば
かりです。貴重な現物資料をみていただくことで、野口英世の新
たな魅力を感じることができます。

47 山人まつりキャンペーン

檜枝岐村

期間：4月～6月
山人料理は山で働く男達が食べた料理です。檜枝岐村内の旅館
（4軒）、民宿（30軒）で、旬の食材一品サービス等を行います。公
衆浴場、食堂、売店をめぐるスタンプラリーも同時開催です。

53 国宝白水阿弥陀堂夜間特別拝観

いわき市

42 野口英世記念館 おもてなしデイ

猪苗代町

43 観音寺川の桜のライトアップ

猪苗代町

期間：4月～6月の各月1回
さまざまなおもてなしを通して、お客様に野口英世、野口英世記
念館の魅力を伝えるイベント。
「 紙芝居」
「ガイドツアー」に加え、
「なりきり撮影会（白衣、つけひげなどで野口英世に変身し、館内
で記念写真を撮影する）
「起き上が小法師の絵付け体験」
（野口英
世の起き上がり小法師に絵付けをする）」
「抽選会」などを予定。

48 只見雪むろまつり

期間：4月中旬～下旬
観音寺川の両岸約1㎞に咲き誇る桜並木。毎年見頃の期間には
桜まつりが開催されます。また、LEDを使用した七色のライト
アップも実施され幻想的な夜桜を楽しむことができます。

49 戸赤のやまざくら祭り

只見町

下郷町

期間：6/19㈰
只見ふるさとの雪まつりで使用した、雪を活用し只見伝統の雪む
ろを作成。雪むろに貯蔵した日本酒やどぶろく、米などの農産物や
特産品をふるまいます。遅くまで残る雪を使ってのゲームや各種
体験、
ご当地グルメも味わえる家族で楽しめるイベントです。

54 農と食の体験ファーム

いわき市

期間：4/29㈮・㈷・30㈯
集落で明治時代から守り続けてきた山桜（オオヤマザクラなど）
の開花日に合わせて、
「 戸赤のやまざくら祭り」を開催しています。
地元のそば打ち職人が作る「打ち立て、茹で立て」のそばを食べ
たり、地域のお母さんたちが作る特産品も購入できます。また、参
加型の餅つき体験も実施します。花と食が楽しめるイベントです。

55
全

県

朝寝・夜酒・朝湯＋朝スペシャル

小原庄助のんびりプラン

期間：4月～6月

期間：4/29㈮・㈷～5/5㈭・㈷
期間限定で夜間特別拝観を実施。国宝の白水阿弥陀堂の中で、住職の法話
を聞くことができます。お堂の中には黄金に輝く阿弥陀如来、その両隣に観
世音菩薩と勢至菩薩、手前に持国天と多聞天が安置されており、いずれも国
の重要文化財に指定されております。また、提灯を手に境内を散策してみて
はいかがですか？
（提灯の数に限りがあります）19時～20時（20時30分閉門）

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。

※土日祝日のみ

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。

期間：4月～6月

期間：5月～6月

52 いわきサンシャイン博

南相馬市

期間：4/2㈯・3㈰、6/25㈯・26㈰

期間：6/3㈮～5㈰

46 檜枝岐歌舞伎 化粧体験

南会津町

期間：5月～8月
南会津の地酒に関係するデジタル写真を募集して大賞を決め
るフォトコンテストを開催します。南会津の地酒に触れながら写
真を撮ってみてください。

期間：4月～6月

ワンダーファームでは、食べて、見て、触れて農業や食を体験し、野菜の美味しさ
や食の大切さを、楽しみながら感じていただけます。JRとまとランドいわきファー
ムが併設され、新鮮なトマトを中心に、旬の野菜たっぷりのビュッフェレストラ
ン、直売所、トマト加工品をつくる工場があり、各種イベントなども開催いたしま
す。2016年2月直売所・レストランオープン、5月にグランドオープンします。

“朝寝・夜酒・朝湯・朝スペシャル”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、
キャンペーン期間中、朝寝・夜酒・朝湯・朝スペシャルに加え、＋
αのおもてなしを提供します。

