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福島の旅

▲星の村天文台

検 索

写真提供：大野裕明 氏

4月にスタートしたキビタン観光通信、早いもので半年が過ぎました。
これからも引き続き、ふくしまデスティネーションキャンペーンに向けての準備状況や旬な観光情報を発信いた
しますのでよろしくお願いします。
これまでの観光通信を見逃した方も、ＨＰですぐバックナンバーをご覧になれ
ますので、
ご活用願います。
さて、季節は夏から秋にかわり、徐々に山も色づきはじめました。澄み切った空気も感じられる今日この頃、綺
麗な星空が見える日も増えていくことでしょう。キビタン観光通信vol.6では、星の村天文台（田村市）
も位置する
「県中」地域をご紹介します。
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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。

福島現地視察研修（エージェント招聘）
去る 9 月 2 日（月）～ 4 日（水）に、首都圏や関西、仙台から 18 社 25 名の旅行会社様のご参加をいただきました。
中通りや浜通りを中心に、馴染みのスポットから新たな視察先まで 20 箇所以上を見学。また、初日の夕方には観光
商談会・交流会を実施し、プレＤＣに向けた旅行商品造成や送客の促進につながる視察となりました。

1日目

18

1 いわき市石炭・化石館ほるる
2 スパリゾートハワイアンズ
3 あぶくま洞

4 しばざくらの里 道の駅ひらた

16
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20

10

5 母畑温泉 八幡屋

14

8

9

2日目
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5 母畑温泉 八幡屋
商談会の様子

6 三春滝桜

9 岳温泉 陽日の郷ゆいのさと あづま館

10 浄土平

7
6
3

11 農産物モニタリング検査視察

12 もも狩り
（まるせい果樹園）
13 穴原温泉

吉川屋

浜通り

8 陶芸の杜 おおぼり 二本松工房

中通り

7 高柴デコ屋敷

4

12 もも狩り
（まるせい果樹園）
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3日目

14 道の駅川俣
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1

15 南相馬ソーラーアグリパーク
16 お食事処たこ八

17 相馬共同火力わくわくランド

16 お食事処たこ八
ホッキ三昧

18 被災地視察

19 道の駅そうま
20 花見山

松川浦復興チャレンジグルメの第4弾メニューの一つ、4月27日～9月1日で終了
現在は第5弾メニュー（かっこみ明太しらす丼）が食べられる。11月30日まで

七転び八起き観光キャラバン情報 10月 30日（水）～31日（木）
平成 26 年春のプレ DC に向け、磨きをかけた県内の観光素材を 30 日（水）
の事業説明会及び交流会にてご紹介いたします。また、期間中 30 日～31 日は
各旅行会社本社・支店を巡るキャラバンやＪＲの主要駅で観光パンフレットの配
布を実施、より多くの誘客につながるよう、ふくしまの魅力を強くＰＲする場とし
てまいります。

事業説明会
16：00～16：45
10月30日（水）
ホテルメトロポリタンエドモント 観光ＰＲ・商談コーナー 16：45～18：30
18：30～20：00
東京都千代田区飯田橋3-10-8 交流会

▲昨年の七転び八起きの交流会模様

プレ DC 用観光素材の収集が終了。約 2800 もの観光素材が集まりました！
県内の市町村や観光関係者を対象に募集を行っていましたプレ DC 用の観光素材が、この度、約 2,800 件、集まりました。
今後、県では収集した観光素材を、七転び八起き観光キャラバンなどで、旅行会社や JR グループに提供するほか、プレ
DC 用の総合ガイドブックへ掲載していきます。
さらに、収集した観光素材は、地域の更なる魅力づくりにつなげるため、DC 本番に向けてブラッシュアップを行います。
ブラッシュアップした観光素材は、DC 用の総合ガイドブックへ掲載するほか、来年 5 月、全国の旅行会社、旅行関係メディ
ア、JR グループが福島県に一堂に会する全国宣伝販売促進会議において、活用してまいります。
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郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小
野町の 3 市 6 町 3 村からなり福島県のほぼ中心に位置する県中地域。交通の拠点として栄えた郡山市な
どの商業圏やあぶくま洞をはじめとする多くの観光資産を有する、地域色豊かな魅力あふれる地域です。

古殿町

かさがけ

やぶさめ

天栄村 パスポートのいらない英国

笠懸・流鏑馬

ブリティッシュヒルズ

天栄村の山奥、霧の中に突如現れる英国「ブリティッ
シュヒルズ」。英国スコットランドのハイランド地方の風
土に似ていることから神田外語大学院の語学研修施設と
して 1994 年に設立。現在は一般客も利用・宿泊すること
ができます。
中世英国を忠実に再現した 7 万 3000 坪（東京ドーム 5
つ分）もの広大な施設には、英国貴族が一年の半分を過ご
す「マナーハウス」をはじめ、英国文化の一つの「パブ」を再
現した「フォルスタッフパブ」、本場のアフタヌーンティー
が楽しめる「アスコット」など、国内にいながら本格的な英
国の雰囲気が体験できます。また、ブリティッシュヒルズ
では「カルチャースクール」も人気の一つ。外国人スタッフ
と英会話を楽しみながら料理やアロマセラピーなどを学
ぶことができ、簡単な英語でのレッスンなので英語が苦手
な方でも気軽に体験することができます。
9 月 28 日～ 10 月 27 日までの土曜・日曜は毎年恒例の「ハ
イランド・ハロウィン」を開催。紙粘土でのランタン作り
やお子様全員が仮装するハロウィンパレードを行います。
ぜひ皆さんも日常の雑とうから離れ、天栄村で英国気分
を体感してみてはいかがでしょうか。

古殿町八幡神社では、秋の例大祭のなかで、笠懸と流鏑
馬が行われます。古殿八幡神社の笠懸・流鏑馬は、今から
約 800 年前の鎌倉時代に始まったといわれており、平成 7
年に、福島県の重要無形民俗文化財に指定されました。
町内には 10 の地区があり、毎年その中の 3 つの地区が
当番となり神事にあたります。また、古殿町では笠懸・流
鏑馬の射手のことを「役者」と呼び、当番地区内の住民の中
から選出されます。
3 つの的を順に射る流鏑馬と、社務所（しゃむしょ）屋根
の千木（ちぎ）をめがけ、空高く放物線上に鏑矢（かぶらや）
を放つ笠懸。どちらも役者は時速約40 ㎞の速さで疾走する
馬上より手放しで馬に乗り矢を射るうえ、古式の和鞍を使
用するため安定感が悪く何度も練習をしないとバランス
をとるのが非常に難しいとのこと。
昔は的を外すと一家の名誉を汚したこととなり、切腹と
なったこともありましたが、今ではもちろん切腹をするこ
とはありません。しかし、その精神を受け継ぎ神事にあた
る勇姿を見てほしいと役者は語ります。

問合せ先
株式会社ブリティッシュヒルズ
フリーダイヤル

▲流鏑馬
▲練習の様子
問合せ先
古殿八幡神社例大祭 笠懸・流鏑馬
古殿町役場 産業振興課
開催日 2013年10月12日
（土）～13日（日）
☎0247-53-4620

郡山市

郡山駅周辺

入場料：大人200円、小学生100円
http://www.british-hills.co.jp/
▲マナーハウス
▲キャプション

まち歩き

宮城県仙台市に次ぐ東北地方第二の人口を擁し、交通の拠点として福島県内最大の経済圏を形成している郡山市。
電車の乗り換えや少し時間が空いたときに気軽に訪れることができる郡山駅周辺の観光スポットをご紹介します。

こおりやまグリーンカレー

郡山青年会議所、市役所の若手職員を中心とした有志によっ
て郡山市の食の豊かさの
「緑」、
郡山市にゆかりのある音楽グルー
プ「GReeeeN」にちなみ誕生した
『こおりやまグリーンカレー』。
グリーンカレーといえば、緑色の唐辛子やハーブを使ったタ
イカレーを思いつきますが、「こおりやまグリーンカレー」は、
ほうれん草などでルーの色を
「グリーン」に統一し、郡山産の
旬な食材を使うのが決まり。郡
山市の美味しさがギュッと詰
まったカレーで、お子様から大
人まで楽しめます。

如宝寺 （にょほうじ）

0120-131-386

▲こおりやまグリーンカレー

郡山の有力者、虎丸長者が都に上り、平城天皇より馬頭観音
像を賜って帰郷、807 年に観音堂を建立。のちに笹久根上人を
招いて開眼供養を行ったのが始まりと伝えられています。
境内には数多くの古碑が現存
しており、如宝寺書院、銅鐘いぼ
なし鐘、笠石塔婆と板石塔婆は
国指定重要文化財に指定されて
います。また、笠石塔婆と板石塔
婆は供養塔として東北地方最古
のものと言われています。

がくとくん

ふれあい科学館 スペースパーク

おんぷちゃん

科学館キャラクター
エンゼルナ ミーニャン

（右）
郡山駅に隣接する地上 24 階・地下 1 階の （左）
超高層ビル「ビッグアイ」。その最上には、漫
画家・松本零士氏が名誉館長を務める「郡山
市ふれあい科学館スペースパーク」がありま
す。宇宙の神秘や科学を体験できるのはもち
ろんのこと、展望ロビーからは、磐梯山を一
望することができます。特に、これからの季
節は、郡山市の綺麗な夜景も見ることができ C 松本零士／郡山
ます。同じく展望ロビーには、全国有数の規模を誇る面積 40 平
方メートルのＮゲージ鉄道ジオラマも展示されています。見所
満載のスペースパークですが、その中でも一番のおすすめが、世
界一地上から高いプラネタリウ
ムとしてギネスに認定された宇
宙劇場です。約 65 万個の星たち
を表現することができる最新鋭
のプラネタリウム投映機「スー
パーヘリオス」の映し出す夜空は
宇宙劇場
見る者を圧倒します。

問合せ先

郡山市観光案内所 ☎ 024-924-0012

今回取材のためにおこなった郡山駅周辺「まち歩き」を
キビタン観光通信 web 版「キビたび」10 月号でご紹介
します。 ぜひこちらもご覧ください。

http://kibitan-tsushin.jp/

▲如宝寺
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二本松の菊人形 ～二本松市～
二本松市には、二本松藩政時代より菊の愛好者が多く、昭和初期から愛好会による
菊花展が開かれていました。その後、昭和30年に初めて霞ヶ城公園で「二本松の菊人
形」が開催されるようになりました。震災後2011、2012年と規模を縮小して開催してき
ましたが、今年は3年ぶりに通常開催となります。59回目となる今年のテーマは「八重と
二本松少年隊」。見どころは震災後初となるストーリーに沿って作られた８場面の見流
し
（歩きながら各シーンを見ること）。約8万の菊株をつかった40体の菊人形がおりな
す８つの場面は観る人を魅了します。二本松市民がつくり続け、誇りに思い続けるアー
ト。歴史ある二本松菊人形をぜひご覧ください。
期

間

会

場

入 場 料
同時開催

平成25年10月12日
（土）
～11月17日
（日） 37日間
午前9時～午後4時
福島県立霞ヶ城公園…二本松市郭内三丁目
（国指定史跡 二本松城跡）
一般大人 500円 障がい者大人 300円
※高校生以下無料
二本松物産展、福島県菊花品評大会、二本松菊花品評大会、
霞ヶ城公園紅葉まつり

ふくしまの秋祭り

二本松の菊人形
マスコット

菊松くん

▲二本松の菊人形
先

問合

二本松菊栄会

☎0243-55-5161

～福島市飯坂町 ・ 二本松市～
2013年10月4日
（金）〜 10月6日
（日）

地車祭り
（大阪府）、飾山ばやし
（秋田県）
とともに「日本三大けんか祭り」の1つとされ
ている
「飯坂けんか祭り」。2日目の本祭りでは神輿を先頭に6台の太鼓屋台が境内に入
り乱れると、祭りを終わらせまいとする屋台同士が激しくぶつかりあいます｡力強い掛
け声とそれに負けじと打ち鳴らす太鼓の音、そして屋台がぶつかりあう姿は圧巻です｡

八幡神社社務所

☎024-542-2560

2013年10月4日
（金）〜 10月6日
（日）
秋田竿燈まつり
（秋田県）
と津島天王祭（愛知県）
と並び日本三大ちょうちん祭りの1
つに数えられ、福島県重要無形民俗文化財に指定されている二本松の提灯祭り。提灯
を掲げた7つの町の太鼓台が一堂に揃う４日の宵祭りは、３日間で1番の盛り上がりを
見せます。約300の提灯を灯した豪華絢爛な7台の太鼓台が二本松の夜を彩ります。

二本松観光協会

☎0243-55-5122

新そば祭り 秋の味覚に舌鼓

山都そば

全国有数のそばの生産地である福島県。秋になると県内各地で「新そばまつり」が開
催され、収穫されたばかりの風味豊かな新そばを楽しむことができます。

山都そば

県内でもそばの里として有名な喜多方市山都町。山都そばは製粉歩留まりを60～
70％とし、つなぎを一切使わないそば打ちが特徴です。また、季節によって「新そば」、
極寒の渓流にそばの実を浸す「寒晒しそば」、雪室でそばの実を保管する
「雪室そば」が楽しめます。
また、山都そばの発祥であ
る山都町宮古地区の「宮古そば」。宮古地区は標高約400ｍと高く米作に不適な為、昔からそばをより多く常食としていました。
昭和30年代からは県道工事が盛んになり、宮古地区を訪れた工事関係者や県職員は近隣に食堂が全くなかったため農家にお
願いし
「そば」を食していました。その後、農家で振る舞われた「そば」が美味しいと評判になり、昭和50年代に村おこし事業とし
て
「山都町商工会」がそれまで「幻のそば」
と呼ばれていた「宮古そば」を町全体の「山都そば」
として広め現在に至りました。

山都新そばまつり

10月19日(土)・20日(日)に開催される
「第30回 山都新そばまつり」は山都町内のそば店・団体が7店、県外より3店が昔ながら
の「長屋方式」
で出店。各店・団体ごとの自慢の新そばを1杯500円で食べ比べを楽しむことが出来ます。

・第30回 山都新そばまつり（特産品交流事業「海の幸・山の幸」と同時開催）
・開催日時：2013年10月19日(土)・20日(日) 午前10時～午後4時まで
所：山都みちくさ通り
・場

先

問合

山都特産品交流事業実行委員会
(喜多方市山都総合支所産業課)

☎0241-38-3841・3830

秋色いよいよ深く、夜長のころとなり、
今年も山々が色づく
紅葉シーズンが近づいてきました。
夏井川渓谷(いわき市)
10月下旬～11月中旬

中津川渓谷(猪苗代)
10月中旬～10月下旬

スカイライン(福島市)
9月下旬～10月中旬

五色沼(北塩原村)
10月中旬～10月下旬

山本不動尊(棚倉町)
10月下旬～11月中旬

南湖公園(白河市)
10月中旬～11月上旬
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ゴールドライン(磐梯町)
10月中旬～10月下旬

レークライン(北塩原村)
10月中旬～11月上旬

※おおよその見ごろとなっております。
詳しくは「福島の旅」をご覧ください。

澄みきった星空に宇宙からの
メッセージが聞こえてきます。

インタビュー

今月 の

天体観

測

ひと

星の村天文台

大野 裕明 台長

田村市滝根町にある「星の村天文台」では、標高640ｍの阿武隈高原の澄み切った空
気のなか天体観測に最適な条件で満天の星空を見ることができ、県内外から多くの天
文愛好家が訪れます。
今回は星の村天文台の台長であり、天文ジャーナリストとしても活躍されている大野
裕明さんにお話を伺いました。

星の村天文台と天の川
撮影 大野裕明 氏

星に興味をもったきっかけ

小学 5、6 年生の時の担任の先生（理科）が、学校にあった望遠鏡を使っ
て天井に太陽を映し出してくれたのがきっかけで、星を見ることが好き
になりました。それまで太陽は直接見てはいけないと言われていたのに、
望遠鏡を使って見ることが出来ることに衝撃を受け、とても感動しました。
その後、中学生になってからは手作りで望遠鏡を作ったり、高校生になっ
てからは、お小遣いを貯めては仙台市天文台へ通ったりと、どんどん星
への興味が深まりました。

一番好きな星座

星の村天文台
台長 大野裕明さん（65 歳）
福島市出身

ど
子供 の頃 から蝶の 採集や釣りな
自然 の中で遊 ぶことが 好きで、天文
蝶の
に興味を持つようになってからは
)と
採集の趣味は弟に譲りました ( 笑

のこと。
20 歳頃から天 文解説でテレビやラ
オー
ジオに出 演。現在 も皆 既日食や
を歩
ロラの引率・ガイドとして世界中
き回っている。
せる
趣味：天体観測、皆さんに星を見
所有 )
こと、隕石の収集 ( 現在 100 個以上
ン
、ワイ
日本酒
お酒：
好きな

星のおおのさま HP
/
http://www10.ocn.ne.jp/~space84

小学生の時に初めて自分で観測できた「カシオペア座」です。カシ
オペア座は北極星を見つける指標の役割も担っており、私たちにとって
とても馴染み深い星座であり、今でも大好きです。

天文の魅力

太陽の光が地球に届くのに 8 分 19 秒。月で 1 ～ 2 秒かかるように、
地球で見ている星の姿は「光の化石」です。中には 200 年、1000 年
もの前の星の光が宇宙空間を経て地球に届き観察できることは本当に
素晴らしいです。また、天体観測は「肉眼で見る世界」「双眼鏡で見る
世界」「望遠鏡で見る世界」の 3 つの楽しみ方があり、家の近所や河川
敷などで手軽に見られるのも魅力の一つです。

恩師

18 歳の頃から天体写真家 藤井旭氏に師事し、福島市から郡山市まで
バイクで通って天文写真の撮り方を教わりました。その後、私の天文の
親父である元国立科学博物館の隕石博士 村山定男博士にも師事したこ
とから、私自身も特に「隕石」には強いこだわりがあります。
村山氏とは、「○○に隕石が落ちた」との情報が入ると一緒に隕石を
捜しに行ったり、村山氏が団長、私が副団長として天文現象やオーロラ
を観察しに世界中を歩かせていただきました。残念ながら恩師である
村山氏は先日お亡くなりになってしまいましたが、先生の意志を受け継
ぎ後継者としてこれからも「隕石」にこだわり、そして皆さんに天文の
素晴らしさを伝えていきたいです。

開催日：10 月12 日（土）～14 日（月、祝日）の 3日間！
年に一度開催される「星の村スターライトフェスティ
バル」は、全国の天文ファンが集う星の村天文台最大
規模のイベントです。
▲口径 65cm 反射式天体望遠鏡 「絆 KIZUNA」

詳しくは、キビタン観光通信 web 版「キビたび」10 月号でご紹介します。
ぜひこちらもご覧ください。 http://kibitan-tsushin.jp/

星の村天文台 〒963-3602 福島県田村市滝根町神俣字糠塚60番地1 ☎0247-78-3638
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星の村天文台

検索

おでかけ＆イベントカレンダー
◆2013年10月5日(土)～11月4日(月・祝)
あいづまちなかアートプロジェクト
（会津若松市）

◆2013年10月12日(土)～10月13日(日)
だてな復魂祭2013（伊達市）

◆2013年10月5日(土)～10月6日(日)
ごちそうふくしま満喫フェア2013（福島市）

◆2013月10月12日(土)～10月13日(日)
奥会津只見うまいもんまつり）
（只見町）

【場 所】七日町通り・野口英世青春通り他
【問合先】会津若松市教育委員会文化課
TEL 0242-39-1305

【場 所】伊達市保原中央公民館
【問合先】だてな復魂祭2013実行委員会
TEL 024-575-1554

【場 所】ＪＲＡ福島競馬場
【問合先】ふくしま・地域産業6次化推進協議会事務局
TEL 024-521-7371

【場 所】只見町青少年旅行村 いこいの森キャンプ場
【問合先】只見町商工会 TEL 0241-82-2380

◆2013年10月12日(土)～10月14日(月・祝)
コスキン・エン・ハポン2013（川俣町）

◆2013年10月12日(土)
第２回赤べこまつり
（柳津町）
【場 所】圓藏寺周辺
【問合先】柳津町役場観光商工班

【場 所】川俣町中央公民館
【問合先】
ケーナの響くまちづくり実行委員会
TEL 024-565-2434

TEL 0241-42-2114

◆2013年10月12日(土)～10月13日(日)
がんばるぞ！しらかわ 食と職の市（白河市）

◆2013年10月20日(日)

2013かわうち復興祭（川内村）
【場 所】いわなの郷
【問合先】川内村復興対策課復興係 TEL 0240-38-2112

【場 所】白河駅前イベント広場
【問合先】白河市観光課 TEL 0248-22-1111

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
10月1日
（火）～11月30日
（土）
会津若松「駅からまちなか歴史散策ガイド」

10月5日
（土） お申し込み先

【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7.3㎞

10月6日
（日） お申し込み先

会津藩の女性たち～西郷家21人の墓となよたけの碑～

小さな旅

TEL.024-932-6001

郡山市西田町にある
「高柴デコ屋敷」は三春駒と三春張子人形の発祥地です。

東北応援コース

【集合】三春駅【所要時間】約5時間20分（見学時間含む）【歩行距離】約8㎞

10月5日
（土） 熱気にあふれる「飯坂けんか祭り」観賞

10月6日
（日） お申し込み先

秋の例大祭、飯坂温泉で行われる「飯坂けんか祭り」温泉街に響き渡る太鼓の音と熱気をお楽しみください。

福島駅

小さな旅

TEL.024-522-2043

「旧広瀬座筑前琵琶演奏・古典落語鑑賞」
と信夫路散策

【受付】JR福島駅 東口玄関前【所要時間】約4時間30分（見学時間含む）【歩行距離】約4㎞

10月12日
（土）学生がご案内！レトロな魅力に貴方も蔵☆蔵！おいでよ喜多方へ！

風情豊かな芝居小屋で琵琶の演奏をお楽しみいただけます。信夫の里の秋を感じながらの散策です。

【集合】福島駅 東口バスプール【所要時間】約6時間48分（見学時間含む）【歩行距離】約5.5㎞

昭和レトロの風情溢れる街「喜多方」の蔵と食文化を体験します。

【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7㎞

10月13日
（日）お申し込み先

10月12日
（土）信夫山散策で体も心も元気アップ

郡山駅

小さな旅

TEL.024-932-6001

「郡山水と緑の案内人の会」ガイドと一緒に郡山市内散策

福島盆地のおへそから福島市内を眺望！

あなたと共に魅力ある郡山の新旧文化と貴重文化財、建造物が発見できるコースです。

【受付】福島駅東口【所要時間】約6時間（見学時間含む）【歩行距離】約9㎞

【集合】郡山駅 【所要時間】約3時間（見学時間含む）【歩行距離】約6㎞

10月13日
（日） 野沢駅開業100周年 タイムスリップウォーキング

10月19日
（土）お申し込み先

野沢の宿場文化の体験後は、ロータリーラッセル車の見学へ。

【受付】野沢駅【所要時間】約5時間（見学時間含む）【歩行距離】約5㎞

【集合】猪苗代 駅 【所要時間】約5時間50分（見学時間含む）【歩行距離】約11㎞

10月20日
（日）お申し込み先

10月26日
（土）
「山・水・花の町はなわ」高原の秋路散策

流れ落ちる大小の滝を眺めながら、渓流沿いの自然を散策。ゴールでは華麗なダリアの競演が楽しめます。

10月26日
（土）～錦秋の只見川～赤べこ発祥の里ウォーキングと秋の味覚三昧！

【集合】郡山駅 【所要時間】約5時間（見学時間含む）【歩行距離】約11㎞

10月26日
（土）お申し込み先

【受付】会津柳津駅 【所要時間】約3時間10分（見学時間含む）【歩行距離】約5㎞

10月27日
（日） みしまの秋歩き～只見川ウォーキング～

【集合】磐梯熱海駅 【所要時間】約4時間30分（見学時間含む）【歩行距離】約6㎞

10月27日
（日） 土湯の男沼・女沼紅葉ハイキング

快速 SLばんえつ物語

自然豊かな土湯の風を感じながら深まる秋の大自然を満喫しませんか！

【受付】福島駅東口【所要時間】約6時間（見学時間含む）【歩行距離】約12㎞

大震災の記憶、復興へ歩む漁港・沿岸部を巡ります。

【受付】湯本駅【所要時間】約4時間30分（見学時間含む）【歩行距離】約14㎞

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

※窓枠を付けて走ります。

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

新潟

会津若松

会津若松

9：43 発

13：31 着

15：25 発 19：00 着

C57-12 系

7 両又は 6 両

SL 只見線紅葉号

新潟

全席指定席

【運転日】11/2.3

秋の
臨時列車

紅葉に絶景が広がる只見線をSLで行く。

奥会津の紅葉の旅を、レトロなトロッコ列車で。

12：28 着

秋の
臨時列車

「SLばんえつ物語」が磐越西線
を盛り上げていきます。

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

いわき・ときわ路沿岸応援コース
11月2日
（土） 震災から復興へ、いわきの沿岸を歩く

12：02 発

小さな旅

TEL.024-932-6001

磐梯熱海温泉の街中を、案内人とともに散策します。

【受付】会津宮下駅【所要時間】約3時間30分（見学時間含む）【歩行距離】約6㎞

11：37 発

郡山駅

秋を感じる磐梯熱海温泉散策

道の駅みしま宿周辺は絶景ポイント！
！

11：09 発

小さな旅

TEL.024-932-6001

郡山市内を散策し、安積疏水における歴史を感じる旅です。

赤べこの発祥の地、圓蔵寺はこの季節真っ赤な紅葉に囲まれます。

10：34 発

郡山駅

安積開拓の歴史を訪ねる

【受付】磐城塙駅【所要時間】約4時間（見学時間含む）【歩行距離】約9㎞

10：15 発

小さな旅

TEL.0242-62-2249

裏磐梯高原の3つの探勝路（五色沼・桧原湖畔・中瀬沼）を散策します。

【受付】小川郷駅【所要時間】約3時間30分（見学時間含む）【歩行距離】約10㎞

風っこ只見線紅葉号【運転日】10/26.27

猪苗代 駅

大自然満喫・裏磐梯湖沼めぐりトレッキング

10月19日
（土）今に生きる江戸歴史遺産小川江筋を訪ねる

清流夏井川と小川江筋のほとりを歩き、自然を楽しみながら、江戸時代の治水技術とその歴史をご紹介します。

11/9.10

郡山駅

張子の里「高柴デコ屋敷」巡り

家老西郷頼母の妻千恵子の辞世を刻んだ「なよたけの碑」があります。

【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9㎞

検索

小さな旅

TEL.0242-22-0257

田中観音は会津ころり三観音のひとつで、堂内の「だきつき柱」に抱きつくと願い事が叶うと言われています。

八重のふるさとコース

お申し込みは 駅からハイキング

会津若松駅

法用寺・田中観音散策

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。

【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㎞

10月26日
（土）

小さな旅 ＆小さな旅行プラン

9：18 発

9：28 発

9：45 発

10：14発

10：54発

11：23 発

会津若松

西若松

会津高田

会津坂下

会津柳津

会津宮下

会津川口

16：46着

16：38 発

16：19 発

15：58 発

15：29 発

14：46 発

14：10 発

【全車指定席】【えきねっと】【3 両編成】

【全車指定席】【えきねっと】【2 両編成】
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11：52 着

