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福島の旅

東山芸妓

検 索

からり妓(こ)さん

キビタン観光通信vol.4の特集は、会津地域です。
ご存知のとおり、現在放送中の大河ドラマ「八重の桜」でお

馴染みの地域です。
ドラマの舞台以外にも、歴史に自然に観光資源が大変豊富な会津地域。その中でも、旬な話
題をピックアップしましたので、ぜひご覧ください。

毎日、暑い日が続く中、
この8月、ふくしまＤＣにも
「熱い」出来事がおこります。

8月26日
（月）、県民の皆さまからご応募いただいた2,800に及ぶ作品の中から、ふくしまDCのキャッチコピーを
発表します！乞うご期待あれ！
！
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今月の

情報

「DC」とは、JRグループ6社と自治体が協力して展開する、国内最大規模の観光キャンペーン
「デスティネーションキャンペーン」のことです。

「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」実施報告
7 月 10 日（水）、福島県内の観光関係者約 500 人が一堂に会して、ふくしまＤＣの成功に向けた観光セミナーが行われ

ました。今年の４月から６月までＤＣを開催されていました「仙台・宮城ＤＣ」で手腕を振るった宮城県観光課長の志子

田伸一氏をお招きし、ＤＣとは何か、ＤＣについて様々な実施事例を挙げていただく中で、ＤＣ成功につながる秘訣をお教え
いただきました。

ＤＣ成功のポイント
◎ＤＣ以降も継続できる観光の仕組みを作ること。
キャンペーン期間である３ヶ月間だけのためのものでは
ありません。
◎その仕組みとは、全ての住民・全ての産業が参加できる
ものであること。観光を難しいものとせず、簡単な取組
を通じて、地域に誇りをもっていただく。
▲志子田

伸一 氏

セミナーでは、その他にも、開催に向けての戦略と取組を詳しくお教えいただきました。
また、ＤＣ実施の前段として、そもそもなぜ観光に力を入れる必要があるか、
この根幹に関わる疑問に対し、

避けられない人口減少社会のなかで、地域における経済規模（年間消費額）
も縮小。観光
交流人口の増大による消費の積み重ねにより、縮小した分の年間消費額を補うことが可能。
志子田氏の切れ味鋭い解説が見事でした。

セミナー会場には特別ゲストが！
宮城県の観光ＰＲ担当係長「むすび丸」から、
ふくしまＤＣの成功に向けたエールをいただきました。

ありがとう、むすび丸！
！

8 月 DC キャッチコピーが決定します！
先月 7 月 15 日まで募集していたＤＣキャッチコピーにつきましては、期
間中、2,800 通もの応募がありました。多くの県民の皆さまから、ふくしまを
全国に発信し、元気の花を咲かせるためのたくさんのご応募をいただき、本
当にありがとうございました。
学校単位でのご応募、特に会津美里町立高田中学校では全校生徒による
ワークショップを実施しキャッチコピーを考えていただくなど、県内において
様々な広がりをもつことができました。
今後は、専門家も入った選考委員会で検討を行い、８月のキャンペーン
委員会総会で発表となります。
どんなキャッチコピーとなるか、８月の発表をご期待ください！

▲会津美里町立高田中学校の生徒たち

キャッチコピー決定の流れ

8月26日
（月）
平成25年度第2回福島県観光復興
キャンペーン委員会総会において、
ＤＣキャッチコピー発表

8月 6日
（火）
ＤＣキャッチコピー選考委員会
（第４回ＤＣ分科会）の実施
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特集「会津地域」
会津若松市・喜多方市・猪苗代町・磐梯町・会津坂下町・西会津町・会津美里町・柳津町・三島町・
金山町・北塩原村・湯川村・昭和村の 2 市 8 町 3 村からなる「会津地域」。
「鶴ヶ城」
「蔵のまち」など
歴史と伝統が色濃く残る地域です。また、それと同時に自然が多く緑豊かな地域でもあります。

ハンサムウーマン八重
と会津博 大河ドラマ館

松市

八重たん

会津ご当地ラーメン
食べくらべ

若
会津

館内にNHK大河ドラマ「八重の桜」のセットを再現、撮
影で使用した衣装や小道具の展示など盛りだくさんのコン
テンツで大河ドラマの世界を体験していただけます。

日本三大ラーメンに数えられ
ている喜多方ラーメン。加盟店
は現在約120軒。醤油味ベース
に縮れ麺が特徴であるが、お店
によって千差万別、個性が光り
ます。

来館者30万人を達成
ハンサムウーマン八重と会津博 大河ドラマ館は 6月30日
（日）
、開館から170日目で来館者30万人を突破いたしました。
30万人目のお客様は、 福島県天栄村からお越しの立石さま
ご一家。9歳の娘さんが記念すべき30万人目となりました。
7/20より展示リニューアル
会津若松市の「ハンサムウーマン八重と会津博 大河ドラ
マ館」が、夏休みシーズンに向けて7月20日
（土）
に展示物を
一部リニューアル。会津戦争のシーンで綾瀬はるかさんが使
用した三郎の形見の衣装やサイン入りのスペンサー銃など、
ここでしか見られない貴重な小道具を展示します！

域

地
会津

食堂なまえ

問 蔵のまち喜多方老麺会事務局 ☎0241- 24-3131

大塩裏磐梯温泉水を煮詰め
て作った自然塩「山塩」は、
「日本
一高価な塩」と呼ばれていま
す。豊富なミネラルを含み、
まろ
やかな旨味を存分に活かした
山塩ラーメンは、まさに山塩の
旨味がギュッと詰まった逸品。
問 裏磐梯観光協会

町特産のミネラル野菜をた
っぷり使い、豚ひき肉と一緒に
スープで煮込むこだわり味噌ラ
ーメン。野菜を煮込むことで出
る
「甘さ」が特徴のスープは、癖
になる美味しさです。

c 会津若松市「八重の桜」プロジェクト協議会
※イメージ

施設名称：
「ハンサムウーマン八重と会津博 大河ドラマ館」
場所：福島県会津若松市城東町2番3号
期間：平成26年1月14日(火)まで
時間：8：30～17：00（最終入場16：30）年中無休
チケット料金：大人500円、小人200円
お問合せ:会津若松市「八重の桜」プロジェクト協議会 ☎0242-23-8228

問 会津野沢宿味噌ラーメン会

桧原宿 Sio-YA
☎0241- 32-2349

若草食堂
☎0241- 45-3100

市

グリーン・ツーリズム
ラーメンや蔵で有名な喜多方市は福島県で1、2を争うグリーン・ツーリズムのメッカ
です。現在NPOとして8つの実践団体、約150軒の農家、そのうち37軒が農家民宿に登録
されています。喜多方市のグリーン・ツーリズムでは、田舎体験を通して訪れたみなさ
んと各農家の心と心の触れ合いを第一に考えられており、田舎に泊まりたいけどプライ
ベートな時間も持ちたいというお客様には蔵や離れがある農家民宿を選べるなど様々な
工夫がされています。体験メニューも、農業体験のみならず、蕎麦打ち体験、竹細工体
験、ボート体験、化石発掘体験など、各農家ごとに趣向を凝らした喜多方ならではの体
験メニューが盛りだくさん！採れたて野菜の美味しい食べ方を発見したり、郷土料理や
喜多方市ならではの体験メニューを楽しんだり、喜多方市グリーン・ツーリズムは魅力
がいっぱいです。ぜひ、都会の喧騒を離れて田舎暮らしを楽しんでみませんか。

方
喜多

▲農業体験

全国のグリーン・ツーリズムのネットワークを広げようと各地方の特色をアピー
ルするためにはじまった全国グリーン・ツーリズムネットワーク大会。その第12回
大会が11月14日～16日までの3日間にわたって喜多方市で開催されます。
喜多方市の「女性の活躍するグリーン・ツーリズム」や二本松市の「お酒をつか
ったグリーン・ツーリズム」など県内各地のグリーン・ツーリズムの取り組みが紹
介されます。

▲ボート体験

お問合せ：NPO法人 喜多方市グリーン・ツーリズムサポートセンター
☎0241-24-4488
http://www.kitakata-gt.jp
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「自然豊かな裏磐梯」でアウトドアを楽しもう
この季節、大自然に囲まれる裏磐梯では多くのアウトドアを楽しむことができます。
今回は初心者でもアウトドアを満喫できる
「もくもく自然塾」
さんにお伺いしました。
あらゆるジャンルのスペシャリストが集まり、自然観察からアウトドアスポーツまで幅
広くサポートするプロのガイドグループ「もくもく自然塾」。一年を通して行われる体験プ
ログラムでは、大自然の魅力を十二分に楽しめる企画が目白押しです。夏の人気プログ
ラムは、
「カヌー」
「カヤック」
「トレッキング」
「登山」など。中でも本当の水遊びの楽しさと
水の怖さを体験できる大冒険「シャワーウォーク」は、普段見るだけの川に入るという日
常では経験できない体験ができ、大人から子供
▲激流にもまれる「ロデオスライダー」
まで楽しめる人気プログラムです。想像を超える
渓谷の水の冷たさに驚き、川に流され、崖の上からの飛び込みなど自然の中での水遊
びの楽しさを発見できます。
また、もくもく自然塾では普段体験できない水の怖さもプ
ロの安全管理のもと体験してもらいたいといいます。
今年の夏は裏磐梯へ夏の大冒険に出かけてみてはいかがでしょう。
せ先
問合 裏磐梯のアウトドアのお問い合わせは
▲大瀑布に打たれる（雨天コース）

裏磐梯観光協会 ☎0241-32-2349

もくもく自然塾

〒969-2701 福島県耶麻郡裏磐梯高原曽原四季彩の丘
☎0241-32-3010 http://moku2-outdoor.com

「くだもの王国 ふくしま」で桃狩り
くだもの王国と呼ばれている福島県。県内では7月下旬頃から9月上旬頃まで桃の収
穫が続き、期間中は自分で採った桃を食べられる
「桃狩り」も楽しめる果樹農園が数多
くあります。特に、福島市のフルーツライン・ピーチラインには、広域にわたり果樹園が
並び、桃狩りが人気です。その他、桑折町は、今年で20年連続、皇室へ桃を献上してお
り、国内最高級の品質をほこります。
献上桃の郷、桑折町のオカザキフルーツガーデンさんのお話では、今年のシーズン前
半の桃は渇水が続き小ぶりのものが目立ちますが、
その分甘みが多く、後半、あかつき
などのシーズンになると例年通りの大きさで甘いものが出来るとのことです。また、桃
狩りは、採れたての新鮮な桃をその場で食べられることはもちろん、時期によっては多
品種の桃を食べ比べできるのも大きな魅力。
この楽しみをぜひ味わってみませんか。
せ先
問合
フルーツライン・ピーチライン

一般社団法人 福島市観光コンベンション協会 福島駅東口案内所 ☎024-522-3265
福島駅西口案内所

☎024-531-6428

オカザキフルーツガーデン 〒969-1663 福島県伊達郡桑折町大字伊達崎字西柳の目21-124
営業時間（ 8：30～18：00） ☎024-582-6145

2013星と自然の浄土平まつり
福島市にある磐梯吾妻スカイラインの浄土平では、7月27日
（土）～ 8月25日（日）の間、
「2013星と自然の浄土平まつり」を開催します。主なイベントは、
日本一標高の高い公開天文
台からの「星空大観望会」、福島県出身のaveさんと先日エベレスト登頂に挑戦したなすびさ
んによる
「星空 トーク＆コンサート」、国立天文台 副台長 渡部潤一教授（会津若松出身
）による
「講演会」。その他、
自然解説おじさんの浄土平湿原散策、天体望遠鏡製作講習会など
子供さんの夏休みの自由研究に役立つイベントも盛りだくさん。7月25日
（木）からは、磐梯吾
妻スカイラインが恒久無料化！今なら浄土平駐車場も無料開放中です！
夏は涼しい浄土平で楽しいイベントを満喫してみてはいかがでしょうか。
せ先
問合

浄土平周辺観光推進連絡会議（事務局：福島市観光課） ☎ 024-525-3722
特別展
東日本大震災復興支援

▲自然解説おじさんの浄土平湿原散策

伊藤若冲 《足をなめるトラ
（虎図）》

若冲が来てくれましたープライスコレクション 江戸絵画の美と生命

東日本大震災をうけ、
プライス夫妻の「日本人の先達が残してくれた楽しく、美
しく、格調高い江戸絵画が一人でも多くの人の心の支えになってくれれば」
という
強い思いにより、宮城、岩手、福島の被災3県で展覧会の開催が実現しました。
この展覧会には、伊藤若冲の代表作「鳥獣花木図屏風」をはじめ曽我蕭白や長
沢芦雪、酒井抱一など江戸絵画の名品100点以上が出品されます。
また、
これから復興を担う子供たちにこそ見てもらいたいと、子供たちにも分
かりやすく楽しめるように展示や図録に工夫が凝らされている点にも注目！
プライスコレクションを日本で観れる最後のチャンスをお見逃しなく。
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開催期間：7月27日
（土）
～9月23日
（月・祝）
場
所：福島県立美術館

料金：一般・大学生：800円
20名以上の団体：640円
高校生以下無料

※中学生・高校生の方は学生証をご呈示ください。

http://jakuchu.exhn.jp

脈々と受け継がれる
インタビュー

今月 の 芸妓
ひと

会津極上のおもてなし
ま い

こ

東山芸妓「からり妓さん」 花の家

真衣さん

※「からり妓さん」とは、東山芸妓さんの愛称です。

東山温泉芸妓の歴史は長く、江戸時代より独自のしきたりや芸能が先輩芸妓から次の後
継者である若手芸妓へ伝承されてきました。東山温泉では、現在約20名の芸妓さんが活躍
されています。
今回は、東山芸妓 花の家 真衣さんにお話をお聞きしました。

芸妓になったきっかけは

祖母の代から置屋を始め母も芸妓として働いており、高校生のときに、

踊り、三味線を習うきっかけがありました。また、鳴り物（太鼓など）のおっ

しょさんがプロの方を連れてこられ演奏を見た時は、「かっこいい」と鳥
肌が立ち、すぐに習いたいと御稽古を始めました。その後、進路を決

める際、一通りの御稽古事もしており、人前で踊るのも楽しく「芸妓」
になろうと決めました。

芸妓さんになって大変なこと・良かったこと
芸妓という仕事に対して偏見をもった目で見られることもありますが、

こういう仕事だからこそプライドを持ってきっちりしていたいと思ってい

ます。また、人との繋がりがある事や、お客さんにお世辞抜きに「良かっ
た」
「楽しかった」
また、踊りを見た子供達が「今日の踊りかっこよかった」

と声を掛けていただいた時が嬉しいです。また、白虎隊などの悲しい踊

りの時に涙ながらに見ていただいたりすると、もっと頑張ろうと思います。

真衣さん（25 歳）

年 3 月、
芸妓を始めたのは 2006
入。
に突
現在 8 年目
・日本舞踊鑑賞
趣味：お芝居・歌舞伎
料理
韓国
肉・
好きな食べ物：焼
・
イン
赤ワ
ル・
ビー
酒：
好きなお
シングルモルト・燗酒
コ
得意のお座敷芸：シャチホ
は唯一真衣さん）
（東山芸妓で出来るの
衣のこころね」
真衣さんのブログ：「真

og.fc2.com/

http://hananoya508.bl

真衣さんの性格は

勝気な性格なので、自分が納得するまでとことん、お座敷が終わった後、

夜中に踊りの練習をすることもしばしば。例え本番に失敗しても、失敗
するまでの過程をどれだけ自分が努力したかで、自分自身を許せるか許

せないかあるじゃないですか。自分が納得するまでやって、それでもま

ちがったら実力不足。稽古不足で失敗した場合、自分自身が許せない
のです。

今後の目標は
意の
ん得
さ
真衣 座敷芸
お
ホコ

お母さんやお姐さんの様に、旅館・お客さんから信用のある芸妓さ

んになりたいです。

チ
シャ

東山芸妓さんも参加！

◆8月10日
（土）
「東山温泉お湯かけまつり」

情報
イベント

◆8月13日
（火）～16日
（金）
「東山温泉盆踊り」
東山温泉芸妓屋協同組合 ☎0242-27-8351
（営業時間：14:00～19:00 定休日：日曜日）
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おでかけ＆イベントカレンダー
◆2013年8月1日
（木）～10月31日
（木）

◆2013年8月8日(木)

はなわのダリア祭り (塙町)

第32回いわきおどり

【場 所】湯遊ランドはなわ及び道の駅はなわ
【問合先】塙町観光協会（塙町役場まち振興課内）
TEL 0247-43-2112

【場

所】いわき駅前大通り
（国道399号）、
いわき駅前再開発ビルLATOV前～大東銀行平支店付近
【問合先】いわきおどり実行委員会（社団法人いわき観光まちづくりビューロー）
TEL 0246-44-6545

◆2013年8月2日
（金）
、3日
（土）

第44回

◆2013年8月24日
（土）

福島わらじまつり(福島市)

第29回霊山太鼓まつり (伊達市)

【場 所】国道13号信夫通り
【問合先】福島わらじまつり実行委員会(福島商工会議所）
TEL 024-536-5511

【場 所】保原総合公園グラウンド
【問合先】霊山太鼓まつり実行委員会
TEL 024-586-3402

◆2013年8月1日(木)～3日(土)

◆2013年8月25日
（日）

第49回郡山うねめまつり

第3回フラガールズ甲子園 (いわき市)

【場 所】郡山駅前
【問合先】郡山うねめまつり実行委員会
TEL 024-921-2610

【場 所】いわきアリオス
【問合先】
フラガールズ甲子園実行委員会
TEL 0246-24-0780

◆2013年8月4日
（日）

◆2013年8月31日
（土）～9月1日
（日）

本郷せと市 (会津美里町)

第4回尾瀬檜枝岐ぶなの森ウォーク (檜枝岐村)

【場 所】本郷地域瀬戸町通り
【問合先】会津本郷焼事業協同組合
TEL 0242-56-3007

【場 所】尾瀬国立公園、檜枝岐村内
【問合先】尾瀬檜枝岐温泉観光協会
TEL 0241-75-2432

福島県内

●2013 年 8 月 14 日
（水）あさか野夏まつり 第42回 花火大会
【場所】郡山市 郡山カルチャーパーク
【問合せ先】あさか野夏まつり実行委員会（安積町商工会議所）
TEL 024-946-2068

花火大会特集
●2013 年 8 月 3 日
（土） 第 22 回ふくやま夢花火
【場所】郡山市 富久山河川敷多目的広場
【問合せ先】ふくやま夢花火実行委員会（富久山町商工会）
TEL 024-923-0896

●2013 年 8 月18 日
（日）第 64 回灯籠流しと花火大会
【場所】田村市 大滝根河畔周辺
【問合せ先】船引町観光協会 TEL 0247-82-4264

●2013 年 8月 20 日
（火）夏井川流灯花火大会

●2013 年 8 月 3 日
（土） 第 60 回 いわき花火大会
【場所】いわき市 アクアマリンパーク（小名浜港 1・2 号埠頭）
【問合せ先】いわき花火大会実行委員会 TEL 0246-53-5677

【場所】いわき市 平神橋下（夏井川河川敷）
【問合せ先】夏井川流灯花火大会実行委員会 TEL 090-4554-6123

●2013 年 8月 24 日（土）第35回須賀川市釈迦堂川全国花火大会

●2013 年 8 月 10 日
（土） 霊まつり流灯花火大会
【場所】柳津町 只見川河畔
【問合せ先】柳津観光協会 TEL 0241-42-2346

【場所】須賀川市 JR 須賀川駅前釈迦堂川河川敷（阿武隈川との合流地点）
【問合せ先】須賀川市釈迦堂川花火大会実行委員会事務局
（須賀川市観光交流課）TEL 0248-88-9144

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」

小さな旅 ＆小さな旅行プラン

7月1日
（月）～9月30日
（月）

8月24日
（土）

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。

喜多方観光のエキスパート観光コンシェルジュがとておきの蔵や見所をご案内します。
喜多方のおいしいお酒の試飲が楽しめます。

お申し込み先 喜多方駅

TEl.0241-23-1117

小さな旅

観光コンシェルジェが案内する喜多方おたづき蔵めぐり

【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㎞

八重のふるさとコース
青々とした田園風景の会津坂下町を歩く
8月11日
（日）

【集合】喜多方駅【所要時間】約5時間（見学時間含む）【歩行距離】約7㎞

各コースの集合場所までの乗継等の路線情報は、web サイト
『えきねっと』でご確認ください。 えきねっと
検索

さわやかな風景を楽しみながらガイドと共に巡ります。

【受付】会津坂下駅【所要時間】約2時間40分（見学時間含む）【歩行距離】約6㎞

東北応援コース
【会津鉄道共同開催】猿楽台地（そば畑）ハイク

風っこ奥会津 【運転日】8/10.11

9月1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。

標高700mの台地に、東京ドーム13個分のそばの花が一面真っ白に咲き乱れます。

【受付】養鱒公園駅【所要時間】約3時間45分（見学時間含む）【歩行距離】約11㎞

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】

6

