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8月26日
（月）、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が「福が満開、福のしま。」に決定しま

した。今後は、
このキャッチコピーとともに、ふくしまデスティネーションキャンペーンの開催をPRしていきますの
で、積極的な使用をよろしくお願いします。

さて、キビタン観光通信vol.5では、DCの事業計画等を決定した第2回観光復興キャンペーン委員会の模様、

特集としてフラガールでお馴染みの「いわき地域」を取り上げます。掘り下げた観光情報を、ぜひ、
ご覧ください。
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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 DC のキャッチコピーや事業計画等決定！
8 月 26 日（月）に行った平成 25 年度第 2 回観光復興キャンペーン委員会総会で、

ふくしま DC の事業計画・予算等が承認され、総合ガイドブックやポスターの作成、

フラワースタンプラリーの開催、目玉商品開発のためワークショップの実施など、
様々な事業を進めていくことが決定いたしました。また、福島県観光復興キャンペー

ン委員会の会長である佐藤雄平福島県知事、同委員会の菅野豊副会長、東日本旅
客鉄道株式会社

西野史尚仙台支社長、小池邦彦水戸支社長の除幕により、ふく

しま DC のキャッチコピーを発表いたしました。
委員会の後には、東日本旅客鉄道株式会社

原口宰常務取締役による講演が行

▲左から小池邦彦水戸支社長、西野史尚仙台支社長、
佐藤雄平 福島県知事、福島県観光キャンペーン委員会
菅野豊副会長

われ、DC は地域づくりのきっかけであリ、地元のすべての人が観光素材の磨き上

げやおもてなしを通して参加していくことが成功につながるとのことで過去の DC の
事例を説明いただきました。

講演の最後には、東日本大震災後、東北６県で順次行われてきた DC の締めく

くりとして、ふくしま DC は必ず成功させていきたいというお話しもいただき、DC
に向けての意識が高まりました。

▲東日本旅客鉄道株式会社
原口宰常務取締役の講演

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
「福が満開、福のしま。」
震災以降、全国からさまざまなご支援をいただいた福島県はいま、たくさ
んの方々にふくしまを訪れていただき、「ありがとう」の気持ちを、おもてなし
に変えてお伝えしたい。そう思っています。
そこで今回、2015 年春に開催するふくしまデスティネーションキャンペーン
のキャッチコピーと、それを彩る花をモチーフにした塗り絵を、県民から募集
いたしました。
この度、県民それぞれの想いがつまった 3,161 もの応募の中から、
「福が満開、福のしま。」がキャンペーンのキャッチコピーに決定いたしました。
「福が満開」には、春の観光の目玉である「花」をはじめ、雄大で美しい自
然や 130 を超える温泉、歴史、伝統文化、豊かでおいしい食、日本酒など福
島にあふれているさまざまな魅力と、全国からのご支援に対する感謝を込めた
たくさんの笑顔で、福島を訪れる人を県民全員でおもてなししていきたいとい
う気持ちを込めています。

作品応募者：福島市 大波 優月さん（7 歳）
応募理由：福島はみんなが笑顔で、楽しいこと
もたくさんあって、そしてお花もと
ってもきれいで、たくさんの人に遊
びに来てほしいすてきな「島」だから。

「福のしま」には、そんなたくさんの「福」がある福島に多くの皆様に来て
いただきたい、そして、訪れてくださった方々に来てよかったと笑顔で言って
もらえる福島を作り上げていくという強い思いを込めています。
※キャッチコピーやロゴマークについて、別途仕様を定め、用途によって様々な
きるよう複数のバージョンを作成し、後日発表いたします。

使用がで

「八重のふるさと福島県」
関西旅行会社説明会を
実施しました。
8 月 9 日（金）、大阪において、関西の旅行会社に対して説明会を実
施し、福島の魅力を PR しました。その他、市町村や観光関係団体等が
個別に商談会を行い、今後のプレ DC に向けて、旅行商品造成を各旅
行会社へ依頼しました。
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▲商談会の模様

浜通りの南部に位置し、県内で最も広い1231.35k㎡の面積を誇る
「いわき市」。冬温暖で夏涼しいという 非
常に過ごしやすい気候で、年間日照時間が東北地方内で最も長く、1日の平均気温が最も高くなっています。
そのため、東北では珍しく積雪はほとんどありません。
また、西方の阿武隈山地から東方へと穏やかに低くく
なり海へと続くので、
海も山もある自然豊かな地域となっています。

浜
小名

太古のロマン グリーンアイプロジェクト

アクアマリンふくしま

約4億年前に出現した生きた化石「シーラカンス」。その生態
は未だ謎に包まれています。アクアマリンふくしまでは、開館当
初よりシーラカンスをはじめとする深海魚の調査研究プロジェ
クト「グリーンアイ・プロジェクト」を立ち上げ、現地での本格的
な調査に取り組んでいます。これまでに生きたシーラカンスの
撮影に数々成功、2009年にはインドネシアにて稚魚の撮影に
世界で初めて成功しました。

キッズプログラム

「シーラカンスを作ってみよう」
映像を見ながらヒレの動きを再現し、
自分でオリジナルのシーラカンスの
フィギュアを作ります。
模様も本物と同じように
つけるなど、楽しみながら
シーラカンスについ
て学べます。

▲グリーンアイプロジェクトの
グループリーダーの岩田さん

2013年
12月22日
（日）
開催予定

「シーラカンスは、調べれば調べるほど謎だらけで面白い、魅
力の塊です。初めて現地でシーラカンスを見た時は普通の魚と全
然違い、威厳があってとてもきれいな魚だと思いました。」と語

シーラカンスロボット

シーラカンスの稚魚

複雑なヒレの動きを再現し、
その技 術の高さから工学関
係 者からも注目されて いる
シーラカンスロボット。実際
の映 像と比 較しな がら観 察

シ ーラカンスは 、胎 内 で 卵
（グレープフルーツ大）
を孵化
させ、
全長約30cmの大きさ
まで育てて子どもを産む「卵
胎生」であることが解ってい
ます。

してみてください。

る、プロジェクトチームのグループリーダーの岩田雅光さん。2週
間～3週間の調査で一度撮影できれば良い方で、見つけるのが大
変難しいそうです。岩田さんは最後に、
「シーラカンスについて少
しずつでも生態を解明し、一般の方にとっても身近な存在になれ
ばと思います。」と語っていました。
館内には、
「 シーラカンスの世界」と題した展示コーナーがあ
り、プロジェクトの調査をわかりやすく紹介しています。一般の方
でも希望があれば、プロジェクトチームのスタッフがシーラカンス
に関する疑問・質問に答えていただけます。
先
問合せ

環境水族館 アクアマリンふくしま
http://www.marine.fks.ed.jp/
☎0246-73-2525

まち歩きの宝庫 いわき湯本温泉

常磐町
湯本

いわき湯本温泉の開湯は今からおよそ 1200 年以上前の奈良時代。
「三箱（さはこ）の御湯」と呼ばれ「伊豫国道
後温泉」
「摂津国有馬温泉」とともに日本の三古泉として名がとどろき、今のように”湯本“と呼ばれるようになっ
たのは鎌倉時代以降のことだといいます。
毎分約 4t の湯量をほこり、その泉質は「含硫黄 - ナトリウム - 塩化物・硫酸塩温泉」と全国でも珍しい温泉です。
この温泉につかると保湿効果が高く、肌がスベスベになるため古くから「美肌」
「美人」の湯としても有名です。
湯本温泉地域は温泉地として歴史が古いこともあり、旅館とともに商店や飲食店が密集し、特徴あるお店が
多いのでまち歩きの宝庫といえます。そんなまち歩きを、更に楽しくするサービスとして、スマートフォン用ア
プリ「いわき湯本温泉まち歩きナビ」があります。このアプリを使うと、テーマ別にお奨めのルート案内やカメ
ラをかざすだけで各施設の写真や解説を見ることができます。無料でダウンロードできますので、ぜひ活用し
てください。
いわき湯本温泉のまち歩きの魅力はそれだけではありません。湯本温泉旅館協同組合では、尺八作りの達人
やお米のソムリエなど、温泉街に住んでいる人物をメインとしたまち歩きの魅力づくりにも力をいれているほ
か、温泉医学・予防医学に基づき
温泉を利用した健康づくりを安全
かつ適切に指導できる「プチ・バルネオセラピスト」の
育成にも力を入れており症状にあった温泉の利用方法
などをわかりやすく案内してくれます。
問合せ先 いわき湯本温泉旅館協同組合

☎0246-43-3017

スマートフォン用アプリ紹介記事（福島の旅）

http://www.tif.ne.jp/jp/topics/topics_disp.php?id=596

▲いわき湯本温泉まち歩きナビ

▲鶴のあし湯
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いわきデイクルーズ

ヤナ場

浜

小名

小名浜観光遊覧船いわきデイクルーズでは現在「ふぇ
にっくす号」に乗って小名浜湾内を約 50 分間かけて巡る
コースを楽しむことができます。
船内で購入できるかっぱえびせんでカモメやウミネコ
に直接手から餌付けをする体験や、晴れた日には北茨城や
阿武隈の山々を一望できることが魅力のひとつです。季節
のイベントも開催されているほか、20 名以上集まれば貸し
切りでのパーティークルーズとしての利用も可能です。毎
日午前 10 時より 1 時間ごとの出航。最終便については、季
節・曜日により変動があるのでお問い合わせください。
湾内には普段見れないさまざまなタンカーが船舶して
おり、重工業も盛んです。現在は人工島を建設中。震災から
新しいステップへと進んでいる小名浜を見る事ができます。

せ先
問合

▲カモメ と さまざまなタンカー

町

川部

いわき市を流れる鮫川の澄んだ水と豊富な自然のなか
で育った鮎は小ぶりだが風味がよくおいしいと昔から言
われてきました。
全国の川で獲れる鮎は放流したものが大半ですが鮫川
では天然の鮎がとれることも魅力のひとつ。そして、鮎は
夜から朝にかけて「ヤナ場」に打ち上がります。早朝の河原
を訪れると、たくさんの鮎に出会えるかもしれません。
四時川（しときがわ）観光ヤナ組合長の緑川さんに伺い
ましたところ、
「震災後、鮫川水系の「ヤナ場」は、鮫川の支
流に位置する四時川観光ヤナ1ヶ所のみ、いわき市では、こ
こしかなくなってしまいましたが、
「ヤナ漁」はこれからも
続けていきたいです」と力強いお言葉をいただきました。
産卵をしに下流におりてくる「落ち鮎」をとる「ヤナ漁」
は 9 月から解禁！！
ぜひみなさんも鮫川自慢の鮎を味わってください。

▲餌付け体験

せ先
問合
四時川観光ヤナ

いわきデイクルーズ
いわき市小名浜字辰巳町43-1
いわき市観光物産センター 「いわき・ら・ら・ミュウ」内
☎0246-54-7600／FAX0246-54-7640

▲ヤナ場

住所：いわき市川部町禾ノ宮
☎0246-65-2838

営業期間 4月～12月
鮎ヤナ漁 9月～11月
おとり鮎販売所
あゆ漁解禁 : 7月1日

いわき市の名産

き市

いわ

好間ジャンボメニュー

いわき市の好間町では、ジャンボメニューで町おこしをしています。きっかけは、ジャンボ
メニュー発祥店である白土屋菓子店のジャンボシュー（ジャンボシュークリーム）。好間町へ
お客さんを呼び込もうと、町内の各店舗でジャンボメニューの開発が進められてきました。現
在は 8 店舗でジャンボメニューを堪能することができます。
一人で完食するのもいいですが、お友達や家族と分け合いながら楽しく食べられるのもジャ
ンボメニューならではの魅力です。
問合せ先

よしまジャンボメニューでまちおこし実行委員会 好間町商工会 ☎0246-36-3133

カジキグルメ

▲ジャンボシュー（幅25㎝）

いわき市でひそかなブームを呼んでいる「カジキグルメ」。なぜいわき市でカジキグルメかと
いうと、いわき市では震災前まで、
「ビルフィッシュトーナメント（カジキ釣り大会）」も開催され
るほど、いわき沖のカジキは大きいサイズが釣り上げられていたからです。
2012 年 10 月に開催された第２回 Sea 級グルメ全国大会で優勝した「ジャンボカジキメンチ」
などカジキを使った料理を地域ブランドに育てようと新グルメが続々と誕生しており、カジキ
グルメ MAP が完成しました。
カジキは他の魚より群を抜いた良質なタンパク質、カリウムが豊富なため、疲労回復や高血圧
の予防、むくみにも効果があります。ぜひいわき市へお越しの際はカジキグルメを食べてみては
いかがでしょうか。
▲6月に開催された第3回カジキ料理
問合せ先

カジキグルメ実行委員会事務局 ☎0246-29-1811

かまぼこ

www.kajikigurume.com

コンテストでグランプリに輝いた
「カジキと彩り野菜のタルトレット」

いわき市は昔から漁業が盛んな地域で、水揚げされた魚を活かすため、水産加工業も同じよう
に発達してきました。
水産加工品は、傷みやすい海のものを長い間保存できるようにすること以外にも、魚を生で食
べるのとは一味違った楽しみを与えてくれます。
いわき市は板かまぼこの生産量が震災前まで日本一でした。震災後の今でも日本有数の生産
量を誇ります。
問合せ先

いわき市観光交流課

☎0246-22-7477
▲かまぼこ
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きたかた喜楽里博 ～喜多方市～

喜多方を見て、食べて、遊んで泊まることで喜多方の魅力をあますところなく体験して
もらおうと開催される
「きたかた喜楽里博」
も今年で5年目。期間中、全国から集まった熱
気球が喜多方の秋空を舞台に競技を繰り広げる「会津塩川バルーンフェスティバル
2013」や喜多方市美術館や蔵などを舞台に大原美術館(倉敷)や芸術家と地域が連携し
て芸術作品を公開展示する
「喜多方・夢・アートプロジェクト2013」など喜多方市の各地
域の特色をいかした魅力あるイベントが開催中。その中でも一番のおすすめは約150万
る
食べ
本のひまわりで埋め尽くされた三ノ倉スキー場。全国有数のひまわりの数をほこるその
喜楽里博マスコットキャラクター
景観は見る者を圧倒します。
（9月上旬頃まで）
ぶ
見る
遊 まる
今年の喜楽里博の魅力が詰まったオープニ
泊
ングイベントが8月24日(土)に三ノ倉スキー場で
開催され、喜楽里博のテーマカラー「黄色」であるヒマワリが咲く中、ヒマワリの種の
入った200個の風船を飛ばし、開催を祝しました。
開催期間
「喜多方は楽しさいっぱいの里」～きたかた喜楽里博～
土 ～ 11/16 土
8/24
魅力満載の85日間139イベントをぜひお楽しみください。
先

問合
▲オープニングイベント

きたかた喜楽里博運営委員会・喜多方観光協会
喜多方市字御清水東7244-2
TEL：0241-24-5200

http://kirari.kitakata-kanko.jp/

愛と絆「100万年ウォーク」 ～下郷町 ～
100万年かけて造られてきた下郷町の自然、文化、風習などをウォーキングしながら楽しめる
「100万年ウォーク」。
コースに
「塔のへつり」
と
「中山風穴」の国指定天然記念物が組み込まれているのが魅力です。今年の開催は9月8日
（日）が最後となって
おり、
「塔のへつり」の国の天然記念物指定70周年のお祝いとして大黒舞が披露されます。
また、参加者全員に筆文字工房「へ
つり庵」
では自分の好きな一文字をはがきサイズの紙に書いていただける特典や、中山風穴では天然の冷風で冷やされたお
水が配られる
（約10㎞コースのみ）特典など、地域ならではのおもてなしも楽しみの一つです。当日はベストカップル賞（事前
エントリー要）、山男ナイス賞、山女ナイス賞のコンテストや湯野上温泉の宿泊券・日帰り入浴券などが当たる抽選会も実施さ
れます。普段とは違って歩きながら楽しむ下郷町の観光、ふるってご参加ください。
※日本市民スポーツ連盟福島認定大会、
「ウォーク日本1800」福島県下郷町認定大会

日程
・ み
込
申し

日程：9月8日(日)
会場：湯野上温泉駅（スタート・ゴール）
コース：100万年ウォークコース 約10㎞／ハーフコース 約6㎞（今年度開設）
参加人数：先着500名
参加料：事前申込（9/5まで）一般500円、小中学生300円
当日申込 一般700円、小中学生500円
申し込み：下郷町商工会・100万年ウォーク事務局 TEL：0241-67-3135

▲塔のへつり

白河に、ご当地キャラが大集合！ ～白河市 ～

キビタンの部屋（HP）で
キビタン体操を
紹介しているよ♪
みんなおぼえてね！

先

問合

ん
た
重
八

9月21日・22日に白河市で「ご当地キャラこども夢フェスタin白河」が開催され、120
体を超えるご当地キャラが集結します。
全国100体以上が集結するイベントは東北初となり、
「ゆるキャラさみっと」
（埼玉
県）、
「ご当地キャラ博in彦根」
（滋賀県）に次ぐ超大型「ご当地キャラ」イベントです。
各ブースにてご当地キャラが皆さんをお待ちしていますのでお気に入りのキャラ
と触れ合うチャンス！
！ また、キビタンと一緒にキビタン体操を踊ったり、
ご当地キャ
ラ全員と一緒に大パレードをおこなったり、
ご当地ヒーロー達の夢の共演ステージ
など見どころ満載です。
ぜひご当地キャラとの時間を存分に楽しんでください。

キビタン絆育成事業事務局

会 期：2013年9月21日(土)～22日
（日）
時 間：9：00～16：00（予定）
会 場：白河市城山公園（小峰城前広場）及び白河駅前広場

T E L：024-953-6881

※当日は混雑が予想されます。
ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

新島八重再現ドレス

新島八重和歌短冊

ふ る さと

～白河がつなぐ故郷への想い～
主催：福島県、白河市 / 協力:学校法人同志社
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9月20日金～11月4日月
開館時間
入館料
休館日
会場

: 午前 9 時～午後 5 時（入館は午後4 時30 分まで）※9月20日は午前11時から開館
: 大人310円（20名以上団体：250 円） 小中高生無料
: 会期中無休
: 白河集古苑（福島県白河市郭内１－７３）

いわきが誇る最高のエンターテイメント
インタビュー

今月 の

フラ
ダンサー

ひと

フラガールのリーダー

り え

大森 梨江さん

スパリゾートハワイアンズは、映画「フラガール」の舞台であり、今や全国的に有
名となったいわき市の観光名所。東京ドームの約６個分の敷地内には、ウォーターパ
ーク、スプリングパーク、スパガーデンパレオ、ウイルポート、江戸情話与市の5つの
テーマパークがあり、宿泊施設も完備。館内の温度は一年中28度に設定され、まさに
ハワイ気分が味わえる大型温泉レジャー施設です。そのハワイアンズで人気のエンタ
ーテイメントショーでフラダンスを踊るハワイアンズダンシングチーム、通称「フラ
ガール」のリーダー「大森梨江さん」にお話を伺いました。

フラガールになろうと思ったわけは？

小さい時から踊りが好きで小学 3,4 年生の頃にハワイアンズのショー

を見て私もここで踊りたいと思いました。

フラガールをやっていて良かったことは？
いろいろなステージで踊る事や太平洋・島サミットの親善大使に選ば

れたことなど、日々経験できない事が体験できることです。また、各地

に行くたびに沢山の方から声を掛けて頂き、自分として励みになってい

ます。

実際、震災後に日本を元気づけようと実施した「全国きずなキャラバ

ン」でお会いしたお客様にハワイアンズで再会できた時は感動しました。

フラダンスの魅力は？
フラダンスを踊っていると自分自身が癒される事です。また、踊って

いると笑顔になります。

今後の目標とリーダーとしての意気込みを
お願いします。

梨江さん
フラガールリーダー 大森
趣味
ボーッとする事。
買い物、自然のある場所で
好きな食べ物
きです。
ケーキ、甘い物は大好
学・常磐音楽
経歴：平成 16 年 4 月入
期生
40
舞踊学院 第
ー就任
平成 21 年 4 月サブリーダ
ー就任
ーダ
日リ
平成 24 年 6 月 4
梨江
アナ
：モ
ハワイアンネーム
な海” という意味）
（モアナ＝ハワイ語で “大き

目標は、色々な経験をして自分自身成長していきたいです。そしてど

んな時でも笑顔でいられるようになりたいです。

リーダーとしてはこれからも沢山のお客様に足を運んでいただける、

笑顔とパワー溢れるチーム、そしてステージをつくっていきたいです。

最後にメッセージを

これからも笑顔と元気あふれる福島になるよう頑張ります。

応援よろしくお願いします。

フラガールステージ
スケジュール
●フラガールポリネシアンレビュー
「E Komo Mai」
（ようこそ）
期間

毎日公演

時間13：30～（45分間）

●グランドポリネシアンショー「イムア・未来へ」
期間

毎日公演

時間20：30～（60分間）

スパリゾートハワイアンズ
（運営会社：常磐興産株式会社）
〒972-8326 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50 TEL 0246-43-3191(代表)

http://www.hawaiians.co.jp/
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おでかけ＆イベントカレンダー
◆2013年9月7日
（土）
◆2013年9月21日
（土）～23日
（月）
檜枝岐歌舞伎の夕べ (檜枝岐村)
会津まつり(会津若松市)
【場所】檜枝岐の舞台
(21日)提灯（ちょうちん）行列／会津磐梯山踊り
【問合先】尾瀬檜枝岐温泉観光協会 TEL 0241-75-2432
(22日)会津磐梯山踊り／会津新選組まつり＆七日町フェスタ
◆2013年9月14日
（土）～15日
（日）
日新館童子行列・鼓笛隊パレード
ばんげ秋まつり (会津坂下町)
(23日)先人感謝祭／会津藩公行列
【場所】会津坂下町役場前メインストリート
【問合先】会津坂下町観光物産協会 TEL 0242-83-2111 【場所】鶴ヶ城 周辺
【問合先】会津まつり実行委員会（会津若松観光物産協会内）
◆2013年9月14日
（土）～16日
（月）
TEL 0242-24-3000
三春ARTS & CRAFTS 2013(三春町)
【場所】三春町中心市街地
【問合先】三春町観光協会

TEL 0247-62-3690

◆2013年9月24日(火)
白虎隊慰霊祭 (会津若松市)
【場所】飯盛山 白虎隊士墓前
【問合先】会津若松市観光課 TEL 0242-39-1251

◆2013年9月15日
（日）
大宴会in南会津2013（南会津町）
【場所】会津山村道場うさぎの森オートキャンプ場
【問合先】大宴会in南会津2013事務局 TEL 0241-62-8001 ◆2013年9月28日(土)～29日(日)
あぶくま洞秋まつり (田村市)
◆2013年9月20日
（金）～22日
（日）
【場所】
あぶくま洞広場特設ステージ
南湖公園 翠楽苑 十五夜月見会（白河市）
【問合先】
滝根行政局産業建設課 TEL 0247-78-1204
【場所】南湖公園 翠楽苑
【問合先】白河観光物産協会

TEL 0248-22-1147

◆2013年9月21日
（土）
2013 福島空港 空の日フェスティバル(須賀川市)
【場所】福島空港
【問合先】福島空港事務所 TEL 0247-57-1111

◆2013年9月29日(日)
西会津フォルクスワーゲン大集合 (西会津町)
【場所】
さゆり公園
【問合先】西会津町クラシックカーで元気な町へ実行委員会
TEL 0241-45-2025

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）

9月22日
（日）

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。

伊達市の歴史と眺望を楽しめます。ぶどう生産の盛んな地域を散策します。

9月28日
（土）

八重のふるさとコース
伝統産業と会津の基礎を築いた蒲生氏郷の足跡を訪ねる

小さな旅

【集合】福島駅【所要時間】約5時間50分（見学時間含む）【歩行距離】約9㎞

9月28日
（土）

東北応援コース
飯坂線沿線「味覚の秋を楽しもう！」
9月21日
（土）

ら

TEl.0241-23-1117

り

小さな旅

「きたかた喜楽里」と喜多方蔵めぐりを楽しむ

「きたかた喜楽里」開催期間中（8月24日～11月16日）の各種イベントが楽しめます。
喜多方の様々な蔵造りとおいしいお酒の試飲が楽しめます。
【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㎞

【受付】福島駅東口【所要時間】約5時間30分（見学時間含む）【歩行距離】約8㎞

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

https://www.jreast.co.jp/hiking/
秋の
臨時列車

会津まつり号 【運転日】9/22.23

お申し込み先 喜多方駅

き

秋の味覚「ぶどう狩り」を無料体験。マイタケの成長から収穫まで学べます。

秋の
臨時列車

快速 SLばんえつ物語

【運転日】10/12-14.19.20.26.27 11/2-4.9.10.16.17.23.24

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。

「SLばんえつ物語」が磐越西線を盛り上げていきます。

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

新潟
9：43 発

系 6 両 お座敷列車
ゆう（132
名） 全席指定席
1～2485
号車【自由席】3～6
号車【指定席】
【えきねっと】
【6 両編成】

11/9.10

TEl.024-522-2043

初秋の福島と競馬場を散策

興徳寺には蒲生氏郷が眠るお墓があります。

風っこ只見線紅葉号【運転日】10/26.27

お申し込み先 福島駅

福島の神々にお願いをしていざ出陣！福島競馬場では、多くのお客さまの熱い
視線を感じながらの散策を楽しめます。

【受付】会津若松駅【所要時間】約5時間（見学時間含む）【歩行距離】約4㎞

485 系

小さな旅

【集合】福島駅【所要時間】約5時間7分（見学時間含む）【歩行距離】約8㎞

9月7日
（土）

検索

TEl.024-522-2043

伊達市「秋の高子二十鏡めぐり」

【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㎞

お申し込みは 駅からハイキング

お申し込み先 福島駅

C57-12 系

秋の
臨時列車

会津若松
13：31 着
7 両又は 6 両

会津若松

新潟

15：25 発 19：00 着
全席指定席

快速 SL 只見線紅葉号 【運転日】11/2.3

秋の
臨時列車

只見線の紅葉を「SL只見線紅葉号」でお楽しみください。

只見線の紅葉を「風っこ只見線紅葉号」でお楽しみください。

会津若松 会津川口

会津川口 会津若松

会津若松 会津川口

会津川口 会津若松

10：15 発 12：28 着

14：03 発 16：16 着

9：18 発

14：10 発 16：46 着

11：52 着

C11+ 旧型客車 3 両（248 名）全席指定席

風っこ（136 名） 全車指定席
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