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福島の旅

大わらじ

青森

ねぶた祭

盛岡

さんさ踊り

山形

花笠まつり

福島

わらじまつり

仙台

七夕まつり

秋田

竿燈まつり

春も過ぎ去り、新緑の季節となりました。福島県は連日の暑さで、
もう夏も目の前と感じさせる日
々ですが、
さらに福島を熱くするイベント「東北六魂祭」の開催で、6月がスタートします。
キビタン観光通信vol.2も、福島を熱くするべく、今年の六魂祭の開催地である福島市が位置す
る
「県北」を特集するほか、
まもなく募集を開始します、ふくしまデスティネーションキャンペーンの
キャッチコピー募集情報をいち早く紹介いたします。
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検 索

今月の

情報

2015 年 4 月～6 月
「ふくしまデスティネーションキャンペーン」開催決定 !！

あなたのキャッチコピーで、

ふくしまを咲かせよう。
「ふくしまDC」キャッチコピー募集
2015 年 4 月から 6 月、国内最大級の観光キャンペーンである「ふくしまデスティネーションキャンペーン」
を開催します。その観光キャンペーンに全国からたくさんの方にきてもらうためのキャッチコピーを県民のみな
さんから募集します。（県外に避難されている方を含みます）花、自然、歴史、名所、食、ひと・・・たくさんの魅
力があるふくしま。わたしたち自身がまずこのふくしまの応援団となり、県民によってふくしまを全国に発信す
ることが、キャンペーンが全国に広げるきっかけになるはず。たくさんのご応募をお待ちしています。
あなたの言葉で春満開のふくしまにみんなを呼ぼう。

ふくしま（DC）デスティネーションキャンペーンとは？
2015 年 4 月～6 月、JR グループ 6 社と福島県が協力して、全国から福島にきてもらう観光キャンペーンです。
イベント列車やオリジナルの観光ツアーなどでいっしょに地域を盛り上げていきます。さらに2014年 4 月～6 月
にはプレ・デスティネーションキャンペーンを行い、1 年前から全国に「ふくしま」を発信していきます。
募集するキャッチコピーは、2014 年 4 月頃から本格的に活用させていただく予定です。

応募について

応募 期 間

2013 年 6 月 6 日
（木）～7 月 15 日（月）

応募方法 :［応募用はがきの場合］はがきの花のマークに、キャッチコピーを書き好きな色に塗って投函してください。
［官製はがきの場合］21文字以内のキャッチコピーと住所とお名前を書いて

〒960-8790 福島中央郵便局 私書箱 7 号 福島県観光復興キャンペーン委員会事務局
に郵送してください。

［メールの場合］21文字以内のキャッチコピーと住所とお名前を書いて
info@fukushimadc-exco.jp 宛に送ってください。

お問合せ先： info@fukushimadc-exco.jp 宛に送ってください。

※ご応募に際しご記入いただいた個人情報に関しましては、本キャンペーンに関する目的に限って利用させていただきます。
また、同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供はいたしません。（法令等により開示を求められた場合を除く）
応募用のはがきの花のマークに、
キャッチコピーを書き、花を好きな色に塗って
ポストに投函するだけで応募ができます。

詳しい情報は HP にて

http://www.tif.ne.jp/dc

ふくしまを咲かせよう

検索
検索

※ホームページは 6/6 よりスタート

応募用はがき

ふくしまDC 進捗情報
5月8日
（水）、
「平成25年度第１回福島県観光復興キャンペーンＤＣ分科会」を実施。事務局より事業計画、予算、
スケ
ジュール等の素案について提案し、分科会のメンバーで検討を行いました。
今後2回程度ＤＣ分科会を開催し、最終的な事業内容等について検討を重ねてまいります。

■６月 ３日 ・ ４日 先進県（仙台・宮城ＤＣ）視察 自治体観光関係者向け
■６月１１日
第２回分科会実施
■６月２６日・２７日 先進県（仙台・宮城ＤＣ）視察 ガイド・語り部向け

2

福島市・二本松市・伊達市・本宮市・桑折町・国見町・川俣町・大玉村の 4 市3 町 1 村からなる
「県
北地域」。磐梯朝日国立公園や、霊山、霞ヶ城、2 つの県立自然公園、高湯温泉・土湯温泉・岳温泉
など全国屈指の温泉地、雄大な景観が望める吾妻・安達太良連峰・阿武隈山地などの豊かな自然、
また、現在無料開放中の観光有料道路（磐梯吾妻スカイライン）、など数多くの魅力あふれる観光素
材があります。

福島はフルーツ王国

県

り

ホタルの郷

北

福島県は全国有数の果実出荷量を誇るフルーツ王

町

こお

桑折

福島県に夏を告げる
「ホタル」。桑折町では一晩に約

国です。 特に県北地域はその名産地。 ピーチライン・

4,000匹程（最盛期）のゲンジボタルが乱舞し、幻想的な

さくらんぼ、夏はもも、秋はぶどう・なし・りんごと、果物

ンティア団体「ホタルの案内人」の皆さんによるホタル

錦の他にも紅さやか、正光錦、香夏錦、ナポレオン、紅

の初夏を楽しんでみてはいかがでしょうか。

フルーツラインなどの沿道には果樹園が広がり、春は

光の世界を創り上げます。観賞スポットでは地元のボラ

狩りには事欠きません。6月はさくらんぼの季節。佐藤

の解説を楽しむ事ができます。ホタル観賞とともに福島

秀峰など。皆さんもお好みの品種を見つけてみません

観 賞 期 間 ：6月中旬～7月上旬（例年）
観賞スポット ：うぶかの郷、産ヶ沢川ホタル自然公園周辺

か。

※ホタルの保護の為、一部交通規制を行っています。車でお越しの方は
臨時駐車場をご利用ください。
（無料シャトルバス運行予定）

問合せ先

桑折町観光協会

☎024-582-2474

タイトル：桑折町のホタル（産ヶ沢川）
写真提供：伊東新一様

松市

だけ

岳温泉

二本

標高約600ｍにある岳温泉は、坂上田村麻呂が東征の折に発見したと伝えられる温

泉で、1,200年以上の歴史を誇ります。湯元からの距離が日本一とされ、湯元の安達太

良連峰鉄山くろがね小屋付近から8kmもの距離を山肌に沿って引き湯するため、
その
間適度にお湯が揉まれていき、柔らかくなって温泉街へと流れていきます。

温泉地周辺は自然林の残る小高い山が連なる丘陵地帯で、
ウォーキングに最適で

す。安達太良山に広がる台地状の地形を利用した各コースは、豊かな自然と二本松の
歴史を満喫できますのでぜひご堪能下さい。
また岳温泉の泉質は全国的にも珍しい

「酸性泉」。
ウォーキング前に約15分足湯に浸かることで、疲労度の指標となる血液中の乳酸値や血圧上昇を抑え、

ウォーミングアップ効果や、運動時の発汗による足底の皮膚の炎症抑制
効果が得られます。

あだたら高原スキー場にあるゴンドラ
「あだたらエクスプレス」
を利用

すると、8合目にあたる標高約1,350ｍの薬師岳までわずか6分で到着す

ることがます。眼下に広がる街並みや安達太良連峰、吾妻小富士などウ

ォーキング時とはまた異なる景色を楽しむことができますので、ぜひ空
中散歩をされてみてはいかがでしょうか。
※6月9日(日)までイルミネーションイベントを開催中。

▲ 鏡ヶ池越しの安達太良山

問合せ先
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岳温泉観光協会 ☎0243-24-2310

会津全域の観光情報が集結 iらんしょ。 オープン
会津17市町村の観光情報が集結した「あいづ広域観光情報センターｉらん

しょ。」が5月2日
（木）に会津若松市にオープン。NHK大河ドラマ「八重の桜」の放

送を契機に、会津若松市を訪れたお客さんに会津地域の観光を広域的に楽し

んでもらうことを目的に設置されました。施設内には会津17市町村の観光パン

フレットを100種類以上常備し、パネルで各エリアの観光情報が一目でわかる
ようになっています。また、地域特産品コーナ

ーや17市町村の企画・展示コーナーなどもあり、
会津地域をより身近に感じることができます。

▲会津17市町村の豊富な観光情報

マネージャーの菅井雅清さんは、
「まずは気になる地域のパンフレットを持ち帰って

もらえるところから始めてもらえればと思います。
スタッフからも観光情報や旅行のア

ドバイスなどもできますので、気軽に足を運んでいただければ幸いです。会津地域は
見どころが満載しているので、
リピーターになってもらえると嬉しいです。」
と、会津全域
の魅力・おもてなしを発信する初の施設として期待されています。

スタッフは八重さんをイメージ
した会津木綿・川俣シルクの
衣装でお出迎えします

県内道の駅

◆あいづ広域観光情報センター iらんしょ。
住所：福島県会津若松市大町1丁目9-29 小池ビル1Ｆ
開館時間： 9:30～16:30 ☎ 0242-23-7854
期
間： 平成25年5月2日～平成26年2月末日

八重たん

道の駅 さくらの郷

お食事処「こぶし館」が 2013 年 4 月 26 日に「道
の駅奥会津かねやま」としてリニューアルオープン。
館内では金山町をはじめ周辺町村の生鮮食品や加工
品、お土産品などを販売しています。また、食堂では
金山町にしか自生していない「アザキ大根」を使った
「アザキ大根高遠そば」、以前からご好評のあるソース
カツ丼のカツを 2 枚に増やした新メニュー「カツ定食
ダブル」など以前のお食事処「こぶし館」の意志を継
承した「食」が自慢です。
駅長の滝沢悦郎さんは、「現在、金山名産の赤か
ぼちゃを使ったパイやアザキ大根を使った商品など、
今後道の駅の目玉となる商品を開発中です。今夏に
はビアガーデンの開設予定など新たな金山町のコミュ
ニティーの場として今後も地元の人と一緒に頑張って
いきたいです。」と意気込みを語って頂きました。

マト味
ピザト

▲

2013 年 4 月 1 日より道の駅として新たなスタート
をきった「道の駅 さくらの郷」（前 いわしろ農産
物直売所 さくらの郷）。旧岩代町で採れた新鮮な
農産物やお土産・ジェラートなどを販売し、駅内の
食堂では旬の野菜をふんだんに使った料理、地粉
を使った自慢の打ち立て蕎麦やうどんを堪能できま
す。オススメは、土日祝日限定の石窯で焼きあげた
自慢のピザ。トッピングは季節により変わり、オリ
ジナルの味噌味はここでしか味わうことのできない
一品です。また、5 人以上であれば要予約で青空の
もとピザ作り体験もできます（日程は要相談）。
駅長の山崎さんは、「手作り感いっぱいで、地元
に根ざした道の駅を目指します。スタッフ一同笑顔
でお出迎えしますので、みなさん是非お越しくださ
い。」と語っていただきました。

カツ定食▶
ダブル

▲駅長 滝沢さん

5月17日
来場者数
20万人突破！

新たに２駅が仲間入り

道の駅 奥会津かねやま

▲道の駅
奥会津かねやま

大河ドラマ館も
絶好調！

▲アザキ大根高遠そば

◆道の駅 奥会津かねやま
住
所：福島県大沼郡金山町大字中川字上居平９４９－８
営業時間： 9：00～18：30（冬期～17：30）
食堂／ 11：00～15：00
軽食／ 9：00～11：00
15：00～18：30
（冬期～17：30）
☎0241－55－3334
（金山町活性化センターこぶし館）

▲道の駅 さくらの郷 スタッフのみなさん

▲ピザ工房 石窯

◆道の駅 さくらの郷
住
所：福島県二本松市東新殿字平石田12－2
営業時間：9：00～17：00
食堂／11:00～15:00
☎0243－68－4770
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大わらじが 新緑の街を 縦横無尽に駆け巡る！

インタビュー

今月 の

わたなべ

祭

ひと

福島わらじまつり実行委員会委員長

渡辺

ただし

匡さん

東日本大震災の鎮魂と復興を願い開催される「東北六魂祭」が今年で 3 回目を迎えます。
青森ねぶた祭、秋田竿燈まつり、盛岡さんさ踊り、山形花笠まつり、仙台七夕まつり、
福島わらじまつり、東北６県のお祭りが一堂に集結し、迫力あるパレードが繰り広げられ
ます。今年は福島わらじまつりの地元である福島市での開催となります。そこで「今月の人」
では、福島わらじまつり実行委員会委員長の渡辺匡さんにお話を伺いました。

気合いを入れて
練習中です！
ぜひお越し下さい。

過去2年間、東北六魂祭に参加してみていかがでしたか。
初年度の東北六魂祭では、福島の大わらじが 300 年振りに福島県を

出る事となり、県外の方が大わらじを見た反応も「大きい！」
「写真をとっ

てもいいですか！」
「藁をもらってもいいですか！」など好評なものが多く
嬉しかったです。

東北六魂祭を機に始まった大わらじのパレードでは、沿道の声援の

方へ寄りわらじを傾けたり、わらじを回転させるなどの動きに、お客さ

んも「わー！」と喜び、会場が一体となり楽しめました。伝統を大切に

しつつ、新たな試みもできる柔軟性も福島わらじまつりの魅力の一つと
思いました。また、他県の方からアドバイスを頂いたり、 客観的に東

北六大祭りの中での「福島わらじまつり」を見ることで、 福島わらじま
つりの魅力を再確認できとても勉強になりました。

地元開催での意気込み
29 日（ 50 歳）
昭和 38 年 1 月
リング
、絵画、ツー
趣味：魚釣り
キー
スコッチウィス
好きなお酒：
屋 店長
勤務先：稲荷

店街ラジオ
ためになる商
おもしろくて☆
上！」担当
参
ん
く
ど
い
「ま
～
木曜日 12：43
ＦＭポコ 毎週
～
再放 送 19：00

今年は地元開催なので、参加人数も約 300 人と昨年の 2 倍の体制で

臨むのはもちろんのこと、東北六魂祭から始まったわらじパレードでは、
沿道のお客さんに「こっちに来て！」と声をかけていただければリクエス

トの方へ駆け寄りますので是非声をかけていただきたいです。また、今
回もまた新たなパフォーマンスがあるかもしれません。そして、わらじ

踊りやダンスチームも現在本番に向けて気合を入れて練習中です。手の
指の一本一本からつま先まで見て楽しんで頂ければと思います。

福島わらじまつり
「福島わらじまつり」とは毎年 8 月に開催される福島市の夏の風物詩。

健脚長寿、五穀豊穣、商売繁盛などを祈願した、長さ 12ｍ重さ 2ｔ日本

一の大わらじを奉納し、その後「わらじ競争」、「わらじおどり」、「ダン

シングそーだナイト」と踊り続けるお祭りです。もともとは健脚を願って
おり、羽黒神社境内にある足尾神社に 2 月に行われる「暁まいり」で片

方の大わらじを奉納、8 月のわらじまつりで、もう片方の大わらじを奉納し、
両足分としてより一層の健脚を祈願します。
東北六魂祭 2013 福島
日時

2013 年

福島わらじ祭り

6 月1日 土 ・ 6 月 2 日 日

日時

2013 年

8 月 2 日 金 ・8 月 3 日 土 （予定）

１０：00～18：00（2日は17：00まで）雨天決行、入場無料

17：30～21：30（3日は21：00まで）

問合せ先

問合せ先

場所：福島県福島市

場所：福島県福島市

福島市観光課
TEL 024-525-3722
福島商工会議所 TEL 024-536-5511
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国道13号（信夫通り）

福島わらじまつり実行委員会事務局
（福島商工会議所内）TEL 024-536-5511

おでかけ＆イベント
カレンダー
◆ 2013年6月1日
（土）
ふくしまフェスティバル in 郡山2013
【場

◆ ２０１３年６月８日
（土）
～６月２３日
（日）
第8回帝釈山・台倉高山「オサバ草祭り」

所】開成山公園 ほか

【場

【問合先】郡山商工会議所 ＴＥＬ 024－921－2600

TEL 0241－75－2432

◆ ２０１３月６月１日
（土）
～６月２０日
（木）
第３０回 ひめさゆり祭り
【場

◆ 2013年6月8日
（土）
～6月9日
（日）
第27回ふるさと会津工人まつり

所】喜多方市熱塩加納町宮川地区 ひめさゆりの丘

【場

【問合先】喜多方市熱塩加納総合支所産業課 TEL 0241－36－2115

【場

所】喜多方市熱塩加納町宮川地区 宮川公園 ほか

【問合先】喜多方市熱塩加納総合支所産業課 TEL 0241－36－2115

◆ 2013年6月2日
（日）
鮎釣り解禁
【場

所】猿倉登山口 7:30 集合

【問合先】南会津町観光物産協会舘岩観光センター
TEL 0241－78－2546

◆ 2013年6月15日
（土）
～7月5日
（金）
あやめ祭り

所】矢祭町久慈川

【場

【問合先】久慈川第一漁業協同組合 ＴＥＬ 0247－46－3755

駅長オススメの 小さな旅＆小さな旅行プラン

八重のふるさとコース
会津若松駅「駅からまちなか歴史散策ガイド」
4月1日
（月）～6月30日
（日）

6月8日
（土）

福島市

【集合】福島駅東口【所要時間】約６時間20分（見学時間含む）
【歩行距離】約12㎞

6月8日
（土）

八重のふるさとコース
八重が駆けぬけた幕末の会津 6月コース
6月2日
（日）

お申し込み先 二本松駅

TEl.0243-23-1274

新緑の安達太良山登山

二本松市

高村光太郎の詩集「智恵子抄」
で知られる安達太良山。

白虎隊も歩いたといわれる石畳の旧滝沢街道です。

【集合】二本松駅【所要時間】約７時間40分（見学時間含む）
【歩行距離】約４㎞

【受付】会津若松駅【所要時間】約5時間40分（見学時間含む）
【歩行距離】約11㎞

6月16日
（日）

東北応援コース

お申し込み先 船引駅

TEl.0247-82-1507

田村市

アジサイ路を行く仙台平ドリーネ散策

ドリーネとは石灰岩が水に溶かされて地形。

【集合】菅谷駅【所要時間】約６時間20分（見学時間含む）
【歩行距離】約13.6㎞

歴史の街須賀川。宿場町そして芭蕉ゆかりの須賀川を満喫します。

6月30日
（日）

【受付】須賀川駅【所要時間】約6時間（見学時間含む）
【歩行距離】約９㎞

https://www.jreast.co.jp/hiking/

駅からハイキング

TEl.024-522-2043

6月の季節を体感しながら福島の街中と信夫山をリトルハイキング。

歩くたび新しい会津が見えてきます。
ゴールは赤瓦屋根となった鶴ヶ城です。

まるごと須賀川ウォーク

お申し込み先 福島駅

福島が誇る「信夫山」を満喫しよう

【受付】会津若松駅改札口前【所要時間】約3時間（見学時間含む）
【歩行距離】約４㎞

6月8日
（土）

所】伊佐須美神社あやめ苑

【問合先】会津美里町観光協会 ＴＥＬ 0242－56－4882

駅からハイキング＆ウォーキングイベント

お申し込みは

所】三島町生活工芸館前の楢林

【問合先】三島町生活工芸館 ＴＥＬ 0241－48－5502

◆ ２０１３年６月９日
（日）
尾瀬国立公園田代山開き

2013年6月2日
（日）
～6月15日
（土）
ひめさゆり祭り30周年記念イベント
【場

所】馬坂峠登山口

【問合先】尾瀬檜枝岐温泉観光協会

お申し込み先 会津若松駅

TEl.0242-22-0257

会津
美里町

150種 約10万株の菖蒲と天海大僧正の歴史

検索

天海大僧正の故郷、会津美里町を散策します。

【集合】会津若松駅【所要時間】約５時間50分（見学時間含む）
【歩行距離】約2.5㎞

「快速あいづライナー」八重のラッピングで運行中！
上り

2号

4号

6号

下り

1号

3号

5号

会津若松駅発

9：13

14：14

17：14

郡山駅発

10：44

15：45

19：41

郡山駅着

10：14

15：17

18：13

会津若松駅着 11：52

16：50

20：44

6月30日
（日）

お申し込み先 白河観光物産協会 TEl.0248-22-1147

大河ドラマ「八重の桜」の舞台のひとつ“戊辰戦争白河口の戦い”ゆかりの地を巡る
西軍と東軍が約100日間におよぶ争奪戦をくりひろげた地。

白河市

【集合】白河駅【所要時間】約４時間40分（見学時間含む）
【歩行距離】約3.5㎞

■主な停車駅／磐梯町・猪苗代・磐梯熱海 ※車両運用の都合により、
ラッピング車両で運行しない場合もあります。
※一部指定席となり、
ご利用の場合は別途指定席料金が必要です。※詳細は最新の大型時刻表をご確認ください。

南会津町「駒止湿原」

好評開催中

パンフレットは、道の駅・高速SA・観光施設などで配布中!

hanano-oukoku 八重たんフラワースタンプラリー

6 月30日日まで

!!

花の名所100選を巡る

スタンプラリー

スタンプ14種

10万円

分
分

1
名様

詳しい情報はHPにて!

6

県内旅館ホテル
県内旅館ホテル

32
ペア宿泊券
ペア宿泊券等
等 名様

花の王国ふくしま

Wii U のロゴ・Wii U は任天堂の商標です。

Wii U 5
名様

福島県特産品
福島県特産品等
等

762
名様

写真はすべてイメージです
※

全て
て集めると
めると

JRびゅう商品券
JRびゅう商品券

※後日郵送致します。

問い合わせ先：福島県観光交流課 ☎ 024-521-7398

