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ふくしまから はじめよう。
キビタン

発行

平成25年6月28日発行

福島県観光交流局観光交流課

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16（西庁舎10階）
TEL.024-521-7398 http://www.tif.ne.jp

vol.3

福島の旅

検 索

相馬野馬追「甲冑競馬」 写真提供：相馬野馬追執行委員会

キビタン観光通信もvol.3となりました。皆さま、お馴染みになりましたでしょうか？

さて、今回特集する相双地域は、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故に伴い、いまだ住むことが困

難な場所が存在し、避難を余儀なくされている方が数多くいる地域です。

そのような厳しい状況の中にもかかわらず、震災直後から、復興に向けた活動を行う方々がたくさんいらっし

ゃいます。

今回のキビタン観光通信vol.3では、震災直後も途絶えることなく実施された伝統行事「相馬野馬追」のほか、相

双地域で取り組まれている、震災に負けない力強い取組を紹介します。
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今月

の

■ 県内観光関係者の皆様へ （参加をご希望の方は、事前申込が必要ですので、下記までお問い合わせ下さい）

情報

参加
無料

※要事前申込

ＪＲグループ６社等が連携し、全国の旅行会社等
地元観光関係者や自治体、
の協力を得て実施する国内最大級の観光キャンペーン「ふくしまデスティネー
ションキャンペーン（ＤＣ）
」の平成２７年４月～６月開催が決定いたしました。
ＤＣ
ふくしまＤＣで多くの観光客を各地域や観光施設などに誘導するため、
成功事例として取り上げられている仙台・宮城ＤＣの取組を参考に、本県観光
関係者がどのようにＤＣに対して取り組むべきかをわかりやすく御講演いただ
きます。観光施設や飲食店、物販店、旅館、ホテル、地元のガイドさん等どな
たでも参加いただけますので、ぜひお申し込みください。

開催のご案内
日時
会場
内容

－－DC って何？どうすればお客様が来るの？をわかりやすく解説!!－－

平成 25 年 7 月10 日（水）13：30～16：00 ※12：45～入場開始
郡山ユラックス熱海

多目的ホール（〒963-1309 福島県郡山市熱海町熱海 2 丁目 148-2）

「ふくしまデスティネーションキャンペーンの概要について」 福島県観光交流局観光交流課
「仙台・宮城デスティネーションキャンペーンの取組について」 宮城県経済商工観光部

観光課長

志子田 伸一 様

主催・お問合せ：福島県観光交流課 TEL.024-521-7398／FAX.024-521-7888

「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 2 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

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

ふくしまを咲かせよう

検索

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）

ふくしまDC 進捗情報

6月3日
（月）
・4日
（火）に自治体観光関係者向け、6月26日
（水）
・27日
（木）にガイド・
語り部向けとして、先催県（仙台・宮城ＤＣ）視察を行いました。地域の盛り上がりをい
かに醸成していくことができるか、
そのヒントを得ることが出来た視察となりました。
6月11日
（火）、
「平成25年度第2回福島県観光復興キャンペーンDC分科会」を実施。
地域ごとの推進体制も固まるなか、
プレDCに向けた観光素材の収集が本格的に始ま
りました。

▲DC 視察の様子

■7月10日
（水） 第3回分科会及び第1回企画会議合同会議
ふくしまデスティネーションキャンペーン成功に向けた観光セミナー
■7月24日
（水） 市町村観光担当者会議
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特集「相双地域」
福島県の浜通り中北部に位置する「相双地域」は、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川

内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の2市7町3村からなります。
避 難 指 示 区 域を
除いた地域では、住む人々による復興に向けた歩みが見られます。

いわなの郷 再オープン

松川浦 復興チャレンジグルメ

村

内

川

復興チャレンジ第 4 弾

震災後、施設の運営会社「あぶくま川内」の社員、渡辺
秀朗さんが住み込みで岩魚
（いわな）
の世話を献身的に続
け、6月9日、東日本大震災から2年3ヶ月ぶりに川内村
の「いわなの郷」が再開しました。施設には岩魚の養
魚場、岩魚釣り場、レストハウス、コテージがあり、
震災前は年間約2～3万人が利用していました。あぶく
ま川内の社長 井出茂さんからは「川内村観光において
中核を担う施設にしていきたい。そして、今後は教育旅
行の受け入れなども積極的に行っていきたい。」また、
「再開することで避難中にお世話になった皆さんに、
川内村が復興に向かっている姿をお見せできればと思
います。」と語っていただきました。

市

馬

相

昨年4月にスタートした復興チャレンジシリーズの第4
弾「復興チャレンジグルメ」を9月1日まで開催中です。
相馬産のタコや試験操業で水揚げしたコウナゴなど海の
幸をふんだんに使ったメニューを12店舗で提供。
「食材は北海道や南三陸など他県からの水揚げが多いで
すが、松川浦の情報発信の一環として、地元の食材を取
り入れながら、今自分たちに出来ることをやっていきた
い。また、訪れるお客さんの頑張ってくださいの声に支
えられています。
」
（相馬市松川浦観光振興グループ事務局長の管野貴拓さん談）
今回から異なるお店のスタンプを5軒分集めると無料
お食事券が当たるスタンプラリーも開催中です。

焼

◀ いわなの塩

▲いわなの郷「幻魚亭」

▲再オープンを祝う関係者

▲ホテルみなとや

◆ いわなの郷
住
所：福島県双葉郡川内村大字上川内字炭焼場516
営業時間： 幻魚亭 午前9：00～午後5：00
釣り堀 午前9：00～午後4：00
☎ 024-38-3511

海鮮丼

◆松川浦 復興チャレンジグルメ 提供期間4/27～9/1
相馬市松川浦観光振興グループ

詳しくは▶http://matsukawaura.com/

かしま福幸商店街

市

馬
南相

東日本大震災及び福島第一原発事故により避難を余儀なくされた鹿島区、小高区の方が中心となり2011年10月23日に開設
された
「かしま福幸商店街」。食堂、接骨院、洋品店など生活に密接したお店が立ち並び、復興へ向けて活気あふれる商店街です。

▲双葉食堂

小高区の人気店であった双葉食堂は、
「かしま福幸商店街」
に移ってからもその人気は衰えず、平日でも昼時になると行
列ができる程です。また、避難者の方々の交流の場としても
一役買っており、店内ではスタッフのお母さん達の笑顔と美
味しいラーメンが出迎えてくれます。

ラーメン

befoer ▶

◀双葉食堂 厨房

after

現在会長を務められている金子写真館の金子洋光さんは、鹿島区にある唯一の
写真店の3代目。自宅兼店舗は地震の影響で、全壊、機材なども全損してしまいま
した。かしま福幸商店街で営業を再開してからは、写真の現像、撮影などの通常
業務と共に、津波の被害にあった写真の修復に努めており、6月21日より自宅での
営業が再開しました。
「金子写真館」修復写真▶
「かしま福幸商店街」では、現在11店舗中4店舗の独立が決まっており、復興へ向けて着実に歩み続けています。ぜひ皆さ
んも鹿島区へお越しの際は元気な「かしま福幸商店街」へお立ち寄りください。
◆かしま福幸商店街

住所：福島県南相馬市鹿島区西町一丁目88
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※6月末には新規店舗の出店が予定されています。

震災視察や観光支援の窓口
ふくしま観光復興支援センター

来訪者

県外からの「行って応援したい」来訪者のニーズと
「来てほしい」地域のニーズの

橋渡しとしての窓口を受け持つ「ふくしま観光復興支援センター」。昨年7月に開設

され、被災地をはじめとする地域と来訪者を繋ぐ重要な役目を担っています。

「昨年は、福島県に来たいけれど実際に足を運んでいいのか、
と戸惑いを感じる

情報
提供

方々もいらっしゃいましたが、今年は状況も落ち着き、口コミなどで広がった結果、
昨年を上回る問い合わせがあります」
と話すスタッフ。沿岸部の津波被害や復興状

況に対するニーズが多く、相馬市や南相馬市の語り部ガイドによる被災地視察は、
予約が取れない日も多いそうです。

被災の経験を語る語り部の方は、
「風化させてはいけない」
「今の福島県を伝え

ていかなければいけない」
という思いで、
日々、活動を続けています。

ふくしま観光復興支援センターでは、福島県内の被災地視察と語り部情報を提

供しています。詳しくはホームページをご覧ください。

ふくしま観光復興支援センター

〒960-8035 福島県福島市本町5-26 本田ビル内１階

TEL.024-526-0625 FAX.024-523-0626

http://ふくしま観光復興支援センター.jp

受付／月曜日～金曜日 9：30～17：30（土曜・日曜・祝日は休業）

ふくしま観光復興支援センター
「行って応援したい」来訪者のニーズと
「来てほしい」地域のニーズを橋渡しする窓口

仮設住宅
自治会との
連絡・調整

口演・体験談
メニュー
の紹介

宿泊に関する 行程に関する
相談・案内 相談・案内

市町村関連
窓口との
連絡・調整

視察地域との
連絡・調整

奥会津アドベンチャー2013
只見川電源流域振興協議会主催の観光キャンペーン「奥会津アドベンチャー2013」が６月１日からスタートしました。今回

は、昨年好評だった「奥会津温泉郷

ゆき湯」
「奥会津列伝Ⅱ」に加え、奥会津の麺類を食べ歩く
「奥会津旨麺帳」を実施。もと

もと蕎麦どころとして有名である奥会津には、蕎麦以外にも独特なラーメンやパスタなど美味しい麺類を提供するお店が多く
、今回の機会に多くの方に知っていただきたいとのこと。オススメの楽しみ方としては、列伝で「動」→お腹が空いたら旨麺で「
食」→極楽気分をゆき湯で「湯」
と、奥会津に何度訪れても楽しむことができます。子供から大人まで好奇心をくすぐる奥会津

アドベンチャーにご参加いただき、ぜひ皆さんも新たな奥会津の魅力を発見してみてはいかがでしょうか。

南会津温泉郷 ゆき湯
2013年6月1日～2014年 2月28日

奥会津列伝Ⅱ
2013年6月1日～2013年10月31日

奥会津旨麺帳
2013年6月1日～2014年 2月28日
主催

▲双葉食堂 カレー焼きそば

只見川電源流域振興協議会

▲三島町 つるの湯

☎0241-48-5525（奥会津振興センター内）

環境水族館 アクアマリンふくしま ～いわき市～
さまざまな展示で海の生き物と触れ合うことの出来る
「環境水族館アクアマリンふくしま」のオススメ情報。

サンマ展示再開

祝 チロル出産

6月3日(月)ユーラシアカワウソ
のチロルが4頭の元気な赤ちゃ
んを出産しました。館内では、制
限した場所より見学可能。ガラス
面に向かって授乳しているとき
など可愛い赤ちゃんの姿も見る
ことができます。

昨年8月より中止していたサンマ
の展示が再開しました。臆病な性格
のため、飼育方法が難しいとされて
いるサンマですが、アクアマリンふ
くしまでは開館当初からサンマの
展示をしてきました。現在水槽では
約1200個体のサンマの稚魚が元気
に泳いでいます。

▲ユーラシアカワウソの赤ちゃん

▲サンマの稚魚

6月15日
（土）～7月7日
（日）は海の動物たちの七夕飾り、7月13日
（土）～15日
（月）は「サマーイベント」、8月10日
（土）～18日
（日）は
「アクアマリン夏まつり」など、夏を満喫できるイベントが目白押しです。

公益財団法人ふくしま海洋科学館

住所：福島県いわき市小名浜字辰巳町50
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☎0246-73-2525

一千有余の歴史を経て、今なおいきづく伝統の祭り
インタビュー

今月 の

祭

ひと

相馬野馬追 南相馬市鹿島区
北郷馬会 会長

うしわた

やすみつ

牛渡 康光 さん

一千有余年の歴史を誇り、国の重要無形民俗文化財に指定されている
「相馬野馬追」。相
馬氏の祖といわれている平将門が下総国に野馬を放ち、敵兵に見立てて軍事訓練を行った
のが始まりと伝えられています。毎年7月末の土曜日・日曜日・月曜日に開催され、甲冑を身
にまとった約500余騎の騎馬武者が戦国時代絵巻を繰り広げます。一昨年は規模を縮小し
開催されましたが、今年も昨年に引き続き通常通りの開催。本祭りでは3年ぶりに相馬流れ
山踊りも披露されます。
今回は5郷の一つである、北郷騎馬会の会長 牛渡康光さんにお話しをお聞きしました。

牛渡さんにとって
相馬野馬追とは

北郷独自の相馬野馬追とは
まず、他の郷と違うところは、北郷は一日目、二日目と 2 日間甲冑を

生きがいであり、
人生そのものです。

着て相馬野馬追に参加することです。これは代々北郷に伝わる習わしで、
他の郷では 2 日目のみ甲冑を着ます。また、一日目、北郷陣屋では北
郷本陣祭が行われ、総大将をお迎えします。総大将御迎で昔ながらの

作法で行われる伝令口上は、北郷陣屋でしか見られない見せ場、ひと

きわ会場に緊張感が漂います。

今年の意気込みは
北郷は震災前、約 100 頭の参加騎馬がありましたが、一昨年は約 41

頭と減ってしましました。昨年は 62 頭、今年は約 70 頭と、去年よりも
約10 頭ほど騎馬が増え、全体でも 400 頭を超えることとなり、震災前の
69 歳）
牛渡 康光さん（
追、ゴルフ
馬
野
趣味：相馬
なんでも食べる
：
物
べ
食
な
き
好
ルが好き
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：
好きなお酒
相馬野馬追暦
務める
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年
14
く）
いや
役割／螺役（か
5 年、
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相馬野馬追の状況に近づいています。まだまだ福島第一原発事故は野

馬追に対しても非常に影響が多いけれども、後ろ向きでは何も生まれな

い。我々にとって生活の一部である野馬追、前を向いて地に足をつけて、
天明の飢饉、太平洋戦争などでも途絶えることなく約 1075 年続いた伝

統を、今後に向かって繋げられるよう、また、津波で被害を受けて仮設

住宅に住む仲間の人達も一日でもはやく復帰して貰いたい、その人たち
の分も我々が頑張らなければと強く思っております。

▲神旗争奪戦

▲牛渡康光さん

相馬野馬追 行事予定

写真提供：相馬野馬追執行委員会

7月28日
（日） 「本祭り」
・お行列・・・・・・・南相馬市（原町区）
・甲冑競馬 ・・・・南相馬市（原町区雲雀ヶ原祭場地）
・神旗争奪戦・・・南相馬市（原町区雲雀ヶ原祭場地）
・火の祭・・・・・・・南相馬市（小高区）

（土）～7/29（月）
平成 25 年 7/27

7月27日
（土） 「宵祭り」 相馬三社各地
・出陣式 ・・・・・・相馬市・南相馬市（原町区・小高区）
・総大将御迎・・・南相馬市（鹿島区）
・宵乗り競馬・・・南相馬市（原町区）
・軍者会 ・・・・
・・南相馬市（原町区）

7月29日
（月） 「野馬懸」
・野馬懸・・・・・・・南相馬市(小高区相馬小高神社)

http://www6.ocn.ne.jp/~nomaoi/ （相馬野馬追執行委員会 公式ページ）
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おでかけ＆イベントカレンダー
◆2013年7月6日
（土）
第43回会津駒ケ岳夏山開き

◆2013年7月14日
（日）
第12回ＪＢＣＦ石川サイクルロードレース

◆2013年7月7日
（日）
青空市

◆2013年7月20日
（土）～7月21日
（日）
第28回からむし織の里フェア

◆2013年7月13日
（土）～7月14日
（日）
La Festa Estate（クラシックカー）

◆2013年7月22日
（月）～7月24日
（水）
会津田島祇園祭

◆2013年7月13日
（土）～7月14日
（日）
喜多方レトロ横丁

◆2013年7月27日
（土）
第35回ふくしま花火大会

◆2013年7月13日
（土）～7月14日
（日）
フラワーセンター サマーフェスティバル

◆2013年7月28日
（日）～7月29日
（月）
二本松少年隊顕彰祭・墓前祭

【場
所】檜枝岐村・滝沢登山口
【問合せ先】尾瀬檜枝岐温泉観光協会
TEL 0241-75-2432

【場
所】石川町・浅川町特設コース
【問合せ先】石川町役場 産業振興課
TEL 0247-26-9113

【場
所】生涯学習センター輝ら里（予定）
【問合せ先】中島村企画振興課
TEL 0248-52-2113

【場
所】からむし織の里
【問合せ先】昭和村観光協会
TEL 0241-57-3100

【場
所】ルート/白河市▶柳津町▶裏磐梯▶福島市
【問合せ先】株式会社フォルツァ
TEL 03-5707-7041
【場
所】喜多方市・ふれあい通り
【問合せ先】同実行委員会（会津喜多方商工会議所）
TEL 0241-24-3131
【場
所】いわき市フラワーセンター
【問合せ先】いわき市フラワーセンター
TEL 0246-22-5667

【場
所】南会津町田島市街
【問合せ先】南会津町観光物産協会
TEL 0241-62-3000

【場
所】信夫ケ丘緑地公園
【問合せ先】ふくしま花火大会実行委員会(福島市商業労政課)
TEL 024-525-3720
【場
所】顕彰祭：
（未定）、墓前祭：大隣寺
【問合せ先】二本松少年隊顕彰会（二本松市観光課内）
TEL 0243-55-5122

駅からハイキング＆ウォーキングイベント

駅長 オススメの

八重のふるさとコース
会津若松「駅からまちなか歴史散策ガイド」

7月6日
（土）

7月1日
（月）～9月30日
（月）

小さな旅 ＆小さな旅行プラン

お申し込み先 喜多方駅

TEl.0241-23-1117

小さな旅

初夏の雄国沼湿原とニッコウキスゲ観賞トレッキング

磐梯高原で最も古い雄国沼湿原に咲くニッコウキスゲやワタスゲの群生地を散策します。

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。

【集合】喜多方駅【所要時間】約4時間30分（見学時間含む）【歩行距離】約6㎞

【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㎞

7月6日
（土）

八重のふるさとコース
新島八重が過ごした会津の地を巡る
7月13日
（土）

お申し込み先 福島駅

TEl.024-522-2043

小さな旅

「あじさい小路」松川町めぐり

公園内に咲き乱れたあじさいを堪能します。旧宿場町の隠れた名所も巡ります。

「幕末のジャンヌ・ダルク」
と呼ばれた八重の生誕地を訪ねます。

【集合】松川駅【所要時間】約4時間10分（見学時間含む）【歩行距離】約5.5㎞

【受付】会津若松駅【所要時間】約6時間（見学時間含む）【歩行距離】約7.5㎞

7月20日
（土）

東北応援コース
会津仏教文化発祥の地磐梯町を訪ねて
7月6日
（土）

お申し込み先 二本松駅

TEl.0243-23-1274

小さな旅

本当の空がある「安達太良山」と「あだたら渓谷」の散策

日本名山一つ。智恵子抄で知られる安達太良山をくろがね小屋ルートで下山します。

約1,200年の時を超え、今蘇る慧日寺創史跡。

【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6㎞

【受付】磐梯町駅【所要時間】約5時間10分（見学時間含む）【歩行距離】約7㎞

7月27日
（土）びゅう予約センターに電話で予約

東北応援コース
昭和ロマン溢れる夢空間「喜多方レトロ横丁」を楽しむ！
7月13日
（土）

ナビダイヤル 0570-04-8950

小さな

旅行プラン

猪苗代クルーズとビール祭りで乾杯！

アサヒビール本宮工場と猪苗代湖クルージングをお楽しみいただけます。

【集合】郡山駅【所要時間】約8時間30分（見学時間含む）
【歩行距離】なし

「蔵の町喜多方夏まつり」オープニングイベントに参加してみませんか。
【受付】喜多方駅待合室【所要時間】約5時間（見学時間含む）【歩行距離】約6㎞

東北応援コース
伝統の「きゅうり天王祭」と街中散策

風っこ奥会津 【運転日】8/10.11

7月14日
（日）

窓枠を外したトロッコ列車で、奥会津の風を感じよう。

地元で古くから伝わる奇祭「きゅうり天王祭」を満喫できます。

【受付】須賀川駅【所要時間】約4時間（見学時間含む）【歩行距離】約7㎞

お申し込みは 駅からハイキング

検索

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

快速リゾート奥久慈清流号【運転日】8/24.25

10：15 発

10：34 発

11：09 発

11：37 発

12：02 発

会津若松

西若松

会津坂下

会津柳津

会津宮下

会津川口

16：16 着

16：09 発

15：31 発

15：07 発

14：39 発

14：03 発

9：56 発

常陸大子
11：42 着

常陸大子

12：28 着

【えきねっと】【全車指定席】【2 両編成】

夏の
臨時列車

夏の
臨時列車

会津まつり号 【運転日】9/22.23

秋田県内を主に走る臨時列車クルージングトレインが、
「リゾ
ート奥久慈清流号 」と して、夏の水郡線を初めて運転します。

郡山

夏の
臨時列車

なつかしの 485 系が、会津地域最大のイベント
「会津まつり」に合わせて走ります。

郡山
485 系

14：58 発 16：53 着

停車駅：郡山・磐城石川・磐城棚倉・磐城塙・常陸大子
キハ 48 系 2 両 定員 80 名 全車指定席

8：56 発
郡山

9：18 発
磐梯熱海

9：42 発
猪苗代

9：56 発
磐梯町

10：14 着
会津若松

16：59 着

16：42 発

16：23 発

16：07 発

15：50 発

1～2 号車【自由席】3～6 号車【指定席】【えきねっと】【6 両編成】
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