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福島の旅

検 索

平成 27年 4 月1日～ 6 月30日

ふくしまデスティネーション
キャンペーン 開催

高柴デコ屋敷

張子職人

秋深くなり、山間部では雪も見られる季節となりました。無料開放中の「磐梯吾妻スカイライン」
「磐
梯吾妻レークライン」
「磐梯山ゴールドライン」は、11月16日
（土）から冬季閉鎖となりますので、今年最
後の3ラインのドライブなどいかがでしょうか？
さて、キビタン観光通信vol.7では、前回に引き続き「県中」地域を特集します。また、今月の人では、
高柴デコ屋敷の本家大黒屋の看板娘、
「みよしおばあちゃん」のインタビューをお届けします。心温まる
お話しの数々、ぜひお楽しみください。
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今月の

「DC」とは、県や市町村、観光関係者等とJRグループ6社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。

情報

ふくしま七転び八起き観光キャラバンを実施しました。
10月30日
（水）～31日
（木）の2日間、ふくしま七転び八起き観光キャラバン
を実施し、福島県の魅力をPRしました。
キ

ャ

ラ

バ

ン

・東北観光推進機構6社協福島支部と県で首都圏の旅行会社を訪問。
・JR上野、池袋、大宮各駅で、市町村や観光事業者も参加した観光PRを実施。

10月30日は、東京のホテルメトロポリタン エドモントにおいて、
「旅行会社
説明会」、
「観光PR・商談コーナー」、
「交流会」
を実施。旅行会社の方々に対
し、
プレDC期間の商品造成を促すほか、
「ふくしまおもてなし満開宣言」を
行い、福島県に訪れるお客様を県民一同、
真心とおもてなしでお迎えするこ
とを宣言しました。

▲JR大宮駅でのキャラバンの様子

旅 行 会 社 説 明 会

・約130名の旅行会社の方々が参加。
・プレDCに向けて特におすすめしたい観光素材や県内各地の取組、旅行会社
対象の補助事業等を紹介。

▲観光PR・商談コーナーの様子

観光PR・商談コーナー

・県内20の自治体や団体がPRブースを展開。

交

流

会

・観光庁長官をはじめ、約60社230名以上の旅行会社の方々が参加。
▲交流会「ふくしまおもてなし満開宣言」の様子
・民謡「会津磐梯山」歌唱、ふくしま八重隊とスパリゾートハワイアンズのフラガール
がパフォーマンスを披露。
・内堀副知事やゲストの白羽ゆりさん、県内観光関係者登壇のもと、女将会会長
若松佐代子さん（いわき湯本温泉「新つた」女将）の発声で、
「ふくしまおもてなし満開宣言」
を実施。
・全国日本酒鑑評会金賞受賞数日本一の福島県産日本酒や県産食材をふんだ
んに使用した料理を紹介し、福島の魅力をPR。
▲交流会 会場の様子

市町村観光担当課長等会議で今後の DC 関連事業の
説明が行われました。

10月25 日
（金）
に行われた市町村観光担当課長等会議では、
プレDC、
DC に向けて取り組む、数々の事業説明が行われました。

プレＤＣ用制作物について

おもてなし、地域の魅力づくりについて

●プレＤＣ総合ガイドブック、ポスター
●ふくしまおもてなし案内人ガイドブック
（ガイド・語り部案内）
●二次交通総合ガイドブック

●おもてなし研修会
●花のおもてなし助成金
●おもてなし缶バッチの作成
●観光まちづくりワークショップ

旅行会社向け助成制度について

プレＤＣ特別企画について

●モニターツアー、パンフレット助成、バス助成
●旅行商品造成支援制度

●県産品プレゼント＆クーポンキャンペーン
●花の王国キビタンフラワースタンプラリー
●リアル宝探しイベントin福島「コードＦ－４」

旅行会社及び観光客向けＰＲ展開について
●七転び八起き観光キャラバン
●プレＤＣ直前首都圏観光キャラバン
●全国宣伝販売促進会議

市町村観光担当課長等会議の様子

事業内容・進捗については、今後のキビタン観光通信で詳しく紹介していきます。
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特集地域は、先月号に引き続き「県中地域」です。今月号では、ウルトラマンの街であり、空の玄関口「福
島空港」を有する須賀川市や文部省唱歌「牧場の朝」のモデルとなった岩瀬牧場、神秘的な世界が広がる「あ
ぶくま洞」など県中地域を代表する観光施設等をご紹介します。

須賀川市

須賀川 松明あかし

鏡石町

文部省唱歌「牧場の朝」のモデルとして有名な「岩瀬牧場」
は、明治天皇により宮内庁直営の開墾地所として開設され
たのがその始まりです。その後、1890 年（明治 23 年）に和
泉岸和田藩最後の藩主であった岡部長職（おかべながも
と）子爵が、御料地から払下げを受け牧場主になりました。
岡部伯爵は外務次官を務めるほど外国通で、1907 年（明治
40 年）にオランダからホルスタインの種牛 13 頭と農機具
を導入。こうして岩瀬牧場は日本初の西洋式牧場となり、
鏡石町の発展に貢献してきました。
歴史や伝統はもちろん、約 30ha の広大な牧場や農場で
乗馬体験など様々なレジャーが楽しめることが岩瀬牧場
の魅力です。歴史をより身近に感じてもらう為に、昭和中
期まで使われていたトロッコを今年 1 月に復活させて一
般開放しました。そして 6 月には筑波大学の協力のもと、
歴史ある建造物・レジャー・体験などの目的に合わせた
エリアづくり、センターハウスの建造等の大掛かりなリ
ニューアルに着手しています。『歴史と文化があるだけで
はその魅力が伝わらない。それを体感できる癒しの空間に
していきたい』と橋本支配人は熱く語って下さいました。
（2016 年完成予定）

須賀川市では毎年11月の第2土曜日に日本三大
火祭りの一つ「須賀川 松明あかし」が開催され
ます。その始まりは、およそ420年前の天正17年
（1589年）に、奥州の覇者・伊達政宗に攻め滅
マスコット
ぼされた須賀川城城主二階堂家の霊を、松明に キャラクター
火を灯して弔ったことからだといわれています。 ボータン
「須賀川 松明あかし」で使われる松明は全長10m、直径
2m、重さ3tの大松明や、ひと回り小さい姫松明などおよ
そ30本。150人以上の運び手によって五老山まで運ばれ、1
本1時間かけ人の手で垂直に立てられます。そして夕闇が
せまる頃、およそ30本もの松明に登り手がよじ登り次々と
点火させ、須賀川の夜空を焦がします。全ての松明が燃え
上がる迫力のある光景は訪れた見物客を魅了します。
開催日：11月9日（土）場所：松明通り、翠ヶ丘公園内、五老山

▲歴史資料館

問合せ先

須賀川市松明あかし実行委員会（事務局：須賀川観光協会）
☎0248-88-9144 http://www.city.sukagawa.fukushima.jp

田村市

岩瀬牧場

問合せ先

岩瀬牧場

☎0248-62-6789

▲牧場の人気者
ディープインパクトの息子
「ユメカガミ」

あぶくま洞

開業 40 周年を迎えた田村市滝根町にある
「あぶくま洞」
は、およそ 8,000 万年の
歳月をかけて創られ、鍾乳石の種類と数の多さでは
「東洋一」
といわれています。
全
長約 600ｍの洞内には、国内の鍾乳洞で初めて舞台演出の調光システムを導入し
た
「月の世界」
や高さ約 29m ある洞内最大のホール
「滝根御殿」
など、神秘的な世界
が広がります。
また、あぶくま洞は、一般公開されている以外にも未公開の部分が
2,500m 以上もあり、現在も学術的な調査が行われています。
まだまだ未知なる秘
密が隠されているのかもしれません。
現在でも水が滴っているところは鍾乳石がまだ成長を続けており、そのスピー
ドは 1cm 成長するのに 70年 ～100 年の年月がかかると言われています。
また、鍾
乳洞というとひんやりと涼しいイメージですが、洞内の平均気温は年間を通して
15℃と、夏は涼しく冬暖かい環境です。今年の冬はあぶくま洞へ足を運び、圧倒的
スケールの自然美を体感してみてはいかがでしょうか。

あぶくま洞滝根御殿コンサート
「滝根御殿」で行われる音楽家によ
るコンサート。天然のホールでの演
奏は、皆さんを幻想的な世界へ誘い
ます。

▲月の世界

開 催 日 程

（日）、8 日（日）、14 日（土）、
2013 年 12 月 1 日
15 日（日）、22 日（日）、23 日（月・祝）

2014 年 1 月 5 日
（日）、12 日（日）、19 日（日）、

26 日（日）

問合せ先

▲滝根御殿

あぶくま洞管理事務所 ☎0247-78-2125
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須賀川市

ウルトラマンの街

ウルトラマンがテレビに登場して半世紀。今日のキャラクター・ブームの先駆けとなっ
たウルトラマンシリーズ。最も多く派生テレビシリーズが作られた番組としてギネス世界
記録 TM にも認定されました。
そのウルトラマンの生みの親・円谷英二監督をご存知でしょうか。円谷監督は、1901
年、福島県岩瀬郡須賀川町（現 須賀川市）で生まれました。精巧な模型飛行機を作り
大人たちを驚かせた円谷少年は、戦後、ウルトラマンやゴジラなど数多くのキャラク
ターを世に出し、
「特撮の神様」と称賛されました。
円谷監督が生まれ育った須賀川の街を散策すれば、駅前や
松明通りなど至る所でウルトラヒーローたちに出会えます。駅前
広場には高々とそびえるウルトラマンのモニュメント。電気ケー
ブルボックスにウルトラマンなどのペイントが施されたり、円谷
監督の生家跡には円谷英二監督の記念碑もあります。
須賀川市ではウルトラヒーローのイベントが多いのですが、特
に毎年4月に開催される「ウルトラファミリー大集合in須賀川」
は全てのウルトラヒーローが一堂に会するビッグイベントです。さ
らに今年、須賀川市とウルトラマンとの繋がりを深める出来事
▲撮影に使用された小道具
が！！なんとウルトラマンの故郷M78星雲光の国と姉妹都市提携したのです。
▲姉妹都市提携記念
モニュメント
姉妹都市提携を記念して、webサイトには、仮想都市「すかがわ市Ｍ78光の町」が誕生。インターネット上
で住民登録を無料で行うことができ、須賀川観光協会（須賀川市観光交流課内）と須賀川市コミュニティ
プラザ（JR須賀川駅舎内）で、住民票（有料）も発行してもらえます。
須賀川市に位置する福島空港にもウルトラヒーローが勢揃い。撮影に使用された小道具の常設展示や、
東北で唯一のウルトラマン・オフィシャルコーナー「SHOT M78」があります。特に今年は福島空港開港20
周年を迎え、ウルトラマン関連イベントが目白押し。9月から毎月ウルトラヒーローが訪れるイベント「福島
空港ウルトラDAY」が好評開催中。今月16 日（土）は、ウルトラマンジャック（帰ってきたウルトラマン）が訪
▲ウルトラマンのペイント
れます。
このように、ウルトラマンの街 須賀川市は、見所満載です。ぜひご家族で散策してみませんか。

福島空港イベント情報

第4回 ふくしま道の駅・空の駅まつり

須賀川市役所観光交流課
☎0248-88-9144

開催日 11月9日
（土）
9:30～15:00

▲円谷英二監督の記念碑

©円谷プロ

問合せ先

福島県内すべての道の駅・空の駅から自慢の一品が大集合！
ここに来れば福島県内各地のうまいものが味わえちゃう！！

福島空港の問合せ先

福島空港ビル（株）☎0247-57-1511

詳しくはキビタン観光通信web
「キビたび11月号」
でご紹介します。

磐梯熱海温泉 “美人をつくる湯”

郡山市

磐梯熱海温泉の歴史は古く、今から約 800 年前の鎌倉時代に発見されたと伝えられてい
ます。
県内有数の温泉地であり、泉質はやわらかく、肌に優しいことから
「美人をつくる名
湯」
として知られております。
その名前の由来の一つとして、次のような
「萩姫伝説」
が残さ
れています。
”今は昔、南北朝時代のこと、京に住む公卿の娘
「萩姫」
という美しい姫がおりました。
荻
姫は不治の病に伏していました。
ある夜、不動明王から
「都の東北方、数えて 5 百本目の川
岸に霊泉あり。
それに浸かれば全快する。
」とのお告げを受けて、幾多の困難を乗り越えて
現在の磐梯熱海温泉にたどり着き、湧き出る温泉で湯治を始めたところ、たちまち難病が
全快し、このお湯に深く感謝をして京へ戻ったそ
うな。
″
現在、磐梯熱海温泉には 26 軒の宿泊施設があ
ります。福島県のほぼ中央に位置することから、
会津・いわき両方面へのアクセスも便利です。
(ＪＲ郡山駅から磐梯熱海駅まで乗継ぎ約 15 分、
磐梯熱海 IC から車で 10 分 )
周辺の観光地としては、四季折々の自然が楽し
めるケヤキの森や母成グリーンライン、五百川渓
▲磐梯熱海駅前足湯
谷、
石筵ふれあい牧場などオススメです。
氷上綱引大会をはじめスケートやカーリングなど氷上の
スポーツを体験できる磐梯熱海温泉の冬の人気イベント
開催日

12月1日 日

▲ケヤキの森足湯

http://kibitan-tsushin.jp/

磐梯熱海温泉つるりんこ祭

問合せ先

磐梯熱海温泉観光協会

場所：郡山スケート場、
磐梯熱海アイスアリーナ
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▲五百川渓谷

☎024-984-2625

～福島市～

秋の味覚 りんご狩り
福島のりんごはなぜ美味しいのか？今回はその秘密を探るべく、
「みちのく観光果樹
園」
で、福島市観光農園協会の片平新一会長にお話を伺いました。
Q まずはズバリ、甘いりんごを育てる方法は？
「葉を取らず十分に光合成をさせ、
（りんごに含まれるデンプン質が糖に変わるまで）
じっくり熟成をさせてから収穫する」
とのこと。
「蜜がたっぷり含まれ非常に甘く、一度食
べたら忘れられない味」
と自信をのぞかせます。
Q ところで片平さんの農園のりんごは袋掛けをしていませんが、なぜ…？
「袋掛けをしてしまうと収穫の時、味にばらつきが出ます。
また表面が刺激されて皮が
固くなったりする。
（袋掛けをしないまま）食べ頃の実を選んで、一つひとつ収穫した方
がいいから。」贈答用のりんご栽培は手間の掛かるものですね。
ちなみにりんごを日持ちさせるには、
ラップや濡れた新聞紙で包むといいそうです。
みちのく観光果樹園をはじめ市内の観光果樹園ではりんご狩りが実施されており、食
べ放題もあります。
これからまさに旬を迎える”福島のりんご″をぜひご賞味下さい。
先

問合

福島市観光農園協会

（福島市農政部農業振興課内）
☎024-525-3727

みちのく観光果樹園
☎024-591-1503
シーズン中無休 営業時間8：30～17：00

サンふじ
（蜜入り） 11月下旬～12月中旬
りんご狩りはお電話でご予約の上
入場料/大人525円 小人420円（税込）時間/30分

～北塩原村～

ワカサギ釣り

裏磐梯の冬の風物詩である桧原湖のワカサギ釣り。全国から多くの愛好家が集まり、
ワカサギ釣りを楽しみます。
今年は、11月1日
（金）に桧原湖・小野川湖のワカサギ釣りが解禁となりました 。11月～
1月中旬までは湖上に浮かぶ屋形船やドーム船で、1月中旬～3月末までの氷上シーズン
はテントなどで、
ワカサギ釣りを楽しむことが出来ます。
桧原湖のワカサギは、
クセがなく甘みがあるのが特徴で「日本一の美味しさ」と呼ば
れています。
桧原漁業協同組合 組合長の遠藤栄久さんは、
「今年も無事に解禁できたので一安
心。皆さんに楽しんでいただきたい。」
と話してくださいました。
また、
ワカサギ釣りのコ
ツは、
「竿の穂先から目を離さず、小さなアタリも逃さず釣り上げる事。過去には一日で
500匹以上釣り上げた方もいたそうです。
先 桧原漁業協同組合
皆さんも何匹釣れるのか、ぜひ挑戦してみてください。
問合

☎0241-32-3468 遊漁料日釣券/700円

かやぶき

ふ

大内宿 茅葺屋根の葺き替え

～下郷町～

江戸時代に会津若松城下と下野の国（日光今市）を結ぶ下野街道の宿場町として賑わ
いをみせた大内宿。昔ながらの茅葺屋根の町並みを今に遺し、1981年（昭和56年）4月
18日には国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されました。
大内宿では各家庭で茅葺屋根の葺き替えを約15年に一度行います。葺き替えは住人
の「結」(屋根葺きなど一時に多大な労力を要する際に行う共同労働の形態)により、お互
いに助け合いながら行われるそうです。今回、なかなか見ることのできない茅葺屋根の
葺き替えが、11月20日以降(最終日時は未定)に高遠そばで有名な「三澤屋」さんで行わ
れます。10日間ほどの作業時間がありますので、ぜひお越しください。
先

問合

大内宿 観光協会（事務所） ☎0241-68-3611

秋の喜多方2013 長床ウォーク ～喜多方市～
喜多方の街並みや自然にふれあいながら歩く長床ウォークには、毎年多くの参加者が
集まり、喜多方駅前から新宮熊野神社「長床」
・慶徳ふれあい館までの約8キロの道のり
を約2時間かけて歩きます。喜多方駅前広場からのスタートとアクセスも良いので遠方
からも参加しやすくなっています。
一番の見どころは国指定重要文化財の新宮熊野神社「長床」。大イチョウの落ち葉で
覆われ、
まるで黄金の絨毯が敷き詰められたかのような情景は圧巻です。
また、太極拳
の演舞も鑑賞できます。
ゴール会場の慶徳ふれあい館では、豚汁の振る舞いやお楽しみ
抽選会が実施されます。

開催日：平成25年11月16日（土）開催

先

問合

▲ウォーキング風景

秋の喜多方・長床ウォーク実行委員会事務局（喜多方市教育委員会生涯学習課スポーツ振興係）☎0241-23-2116
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三百年の歴史を誇る伝統民芸品の里
インタビュー

今月 の

張子
職人

ひと

デコ屋敷

本家

大黒屋

みよし おばあちゃん

郡山市西田町にある高柴デコ屋敷。江戸時代より和紙を使った張子の人形（でこ）を作っ
ており、三春駒や三春張子人形の発祥の地として有名です。工人の住む集落としてかつては
三春藩に保護され、現在も4軒のお屋敷で伝統が受け継がれております。
今回は高柴デコ屋敷の本家大黒屋さんの看板娘、御年96歳で現役の張子職人「みよしお
ばあちゃん」
こと橋本ミヨシさんにお話を伺いました。

張子職人を始めたのはいつからですか？

20歳でお嫁にきて、嫁ぎ先の家業を手伝うようになって、もう76年働い
ています。
（戦時中は）出兵した男性陣に代わって、農作業しながら、張子
職人を続けてきました。食べるために、気を張って稼がないとダメだと
思って、無我夢中で働いていました。

張子を作るにあたって苦労することはありますか？

目とか顔を、その物に似るように、頑張って絵付けをしていますが、最
近、目が見えにくくなってきたせいか、思うように描けなくなってきました
…。95歳まで目も耳も良かったのですが、最近は日によって、目が見えや
すかったり、見えにくかったりします…。でも今日は目がよく見える日で、
針に糸を通すこともできたので、絵付けもしやすいです。あと、特に虎は、
迫力があるように描かなければいけないんですが、私が描くと、どうして
も優しい顔になってしまいます（笑）。

長生きの秘訣

お店にでて、お客さんとお話をするのが、刺激にもなっているので、そ
れが長生きの秘訣かもしれません。手先を使う仕事だから、ボケ防止にも
なっていると思います。
80歳後半までは、鍬を持って農作業したり、元気に身体も動かしていま
した。でも最近は、家族が怪我の心配をするので、控えていますが…。食
べ物もまんべんなく食べるのもいいのかもしれません。最近は、カレーラ
イスとか唐揚げとか、いろいろ食べているんです。

本家 大黒屋の看板娘

橋本 ミヨシさん（96 歳）
鑑賞
最近の楽しみ：サッカー・バレー
勝って
っちが
が、ど
（ルールは知らない
いるかを見ているのが好き）

何歳まで張子職人を続けたいですか？

好きな食べ物：野菜

本音は引退したいのですが（笑）、職人達に（技術を）教えてほしいと言
われるんで、職人皆の手伝いになれればと思って、続けています。
みよしおばあちゃんの
作品にはシールの目印。

▲みよしおばあちゃんの絵付けの様子

▲みよしおばあちゃんが絵付けした「張子」

デコ散歩
高柴デコ屋敷の職人が案内人（ガイド）
となり、デコ屋敷のスポットや工房を
周りながら、歴史や民芸品の説明が受けられます。
張子
職人

本家大黒家
本 彰一
二十一代 橋

詳しい情報はキビタン観光通信WEB版「キビたび」で！
問合せ先

高柴デコ屋敷観光協会（おいち茶屋内） ☎024-971-3907
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おでかけ＆イベントカレンダー
◆2013年11月9日
（土）～11月10日
（日）
猪苗代新そば祭り（猪苗代町）

◆11月14日
（木）～16日
（土）
第12回全国グリーン・ツーリズムネットワーク 福島大会

◆2013年11月9日
（土）～11月10日
（日）
三春秋まつり（三春町）

◆2013年11月23日
（土）
第24回塙町産業祭（塙町）

◆2013年11月9日
（土）～11月10日
（日）
立川ごんぼフェスティバル（会津坂下町）

◆2013年11月29日
（金）～2014年2月14日
（金）

【場 所】猪苗代総合体育館 カメリーナ
【問合先】猪苗代新そば祭り実行委員会（猪苗代町農林課内）
TEL 0242-62-2116

【場 所】喜多方プラザ文化センター
【問合先】実行委員会事務局
TEL 0241-23-5529

【場 所】三春町営運動公園
【問合先】三春町秋まつり実行委員会（三春町産業課内）
TEL 0247-62-3960

【場 所】塙小学校校庭及び校庭横河川敷（予定）
【問合先】塙町役場まち振興課
TEL 0247-43-2112

ビッグツリーページェント・フェスタ IN KORIYAMA（郡山市）

【場 所】立川集落センター
【問合先】立川ごんぼフェスティバル実行委員会事務局
TEL 0242-82-2449

【場 所】郡山駅西口駅前広場など
【問合先】ビックツリーページェントフェスタ実行委員会
TEL 024-921-2610

駅からハイキング＆ウォーキングイベント

お申し込みは 駅からハイキング

11月10日
（日） 晩秋の飯坂温泉を味わう

八重のふるさとコース

福島の味覚と景色を楽しみ健康ウォーク

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」

【受付】
福島駅東口【所要時間】
約6時間40分（見学時間含む）【歩行距離】
約9㎞

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。

11月16日
（土） 城下町三春の歴史と紅葉をめぐる

【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㎞

11月9日
（土）
紅葉が彩る奥州白河～戊辰白河口の戦いに思いを馳せて

紅葉に彩られた街並みを眺めながら寺院を探訪します。

【受付】
三春駅【所要時間】
約5時間（見学時間含む）【歩行距離】
約5㎞

戊辰戦争“白河口の戦い”の激戦地となった稲荷山を訪れます！

11月16日
（土） 福島街中散策と福島競馬場を楽しもう！

【受付】
白河駅待合室【所要時間】
約5時間30分
（見学時間含む）
【歩行距離】
約7.5㎞

11月10日
（日）秋のいにしえ街道

競走馬を見る前にちょっと寄り道して神頼み！目前を走り抜ける競走馬の真の迫力を体感してみませんか？

満喫ウォーク

【受付】
福島駅東口【所要時間】
約7時間（見学時間含む）【歩行距離】
約6㎞

会津坂下町の秋の魅力をご堪能ください。

11月16日
（土） 秋の喜多方「2013長床ウォーク」

【受付】
会津坂下駅【所要時間】
約4時間
（見学時間含む）
【歩行距離】
約6㎞

仏都会津の古刹新宮熊野神社と大銀杏を訪ね歩きます。

11月16日
（土）
会津藩の女性たち～中野竹子奮戦の地をめぐる～

【受付】
喜多方駅待合室【所要時間】
約4時間（見学時間含む）【歩行距離】
約7㎞

戊辰戦争では会津の女性たちも戦いに加わりました。

11月16日
（土） 須賀川の紅葉と「かおり100選」幽玄な牡丹焚火鑑賞

【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㎞

牡丹焚火は、牡丹園内で天寿を全うした牡丹の古木を供養する雅やかな行事で歳時記の季語にもなっています。

東北応援コース

【受付】
須賀川駅【所要時間】
約5時間（見学時間含む）【歩行距離】
約7㎞

11月2日
（土）甲子高原の紅葉を楽しみながら阿武隈川源流を巡る

11月17日
（日） 生誕200年記念いわきの石炭の父・片寄平蔵ゆかりの地を巡る

鮮やかな色彩に満ちた錦秋の渓谷を歩き、ブナの原生林に包まれた秘湯で歴史にふれる。

秋の紅葉を楽しみながら、
炭坑遺跡・遺産、
国宝白水阿弥陀堂を歩く。

【受付】
新白河駅改札前【所要時間】
約5時間45分（見学時間含む）【歩行距離】
約3㎞

【受付】
内郷駅【所要時間】
約2時間30分（見学時間含む）【歩行距離】
約7.5㎞

11月3日
（日）紅葉の霊山ハイキング

いわき・ときわ路沿岸応援コース

新日本百名山
「霊山」
の紅葉と奥羽山脈の山々を眺めながらのトレッキング。

11月2日
（土） 震災から復興へ、いわきの沿岸を歩く

【受付】
阿武隈急行線 保原駅【所要時間】
約5時間30分
（見学時間含む）
【歩行距離】
約6㎞

大震災の記憶、復興へ歩む漁港・沿岸部を巡ります。

11月9日
（土）秋の紅葉・只見川沿岸をウォーキング

【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㎞

晩秋の奥会津の只見川の景色を眺める散策コースです。

インターネット専用コース

【受付】
会津川口駅前【所要時間】
約2時間10分（見学時間含む）【歩行距離】
約7㎞

11月9日
（土）「桑折・飯坂フルーツ街道」ハイキング

11月9日
（土） 日本の三大火祭り「須賀川の松明あかし」鑑賞と市内散策

桑折町伊達家発祥の地から西根堰取水口に向けてのウォーキング。

街中を散策、大勢の担ぎ手による大松明の搬入や松明あかしの一部始終をご堪能いただきます。

【受付】
桑折駅【所要時間】
約6時間（見学時間含む）【歩行距離】
約9㎞

駅長 オススメの

【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5㎞

小さな旅 ＆ 小さな旅行プラン

11月9日
（土） お申し込み先

郡山駅

TEL.024-932-6001

「SLばんえつ物語」が磐越西線を盛り上げていきます。

快速 SLばんえつ物語

小さな旅

11/2～4.9.10.16.17.23.24

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。

【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㎞
会津若松駅

TEL.0242-22-0257

10：15 発
会津若松
16：16 着

会津本郷焼きには400年以上の歴史があります。

TEL.0243-23-1274

会津若松
13：31着

会津若松

新潟

15：25発

19：00着

奥会津の紅葉の旅を、
レトロなトロッコ列車で。

【集合】会津若松駅【所要時間】約5時間55分（見学時間含む）【歩行距離】約7㎞
二本松駅

新潟
9：43発

秋の臨時列車

風っこ只見線紅葉号【運転日】11/9.10

小さな旅

日本最大級の山城「向羽黒山城跡」と伝統の「会津本郷焼」
11月10日
（日）お申し込み先

秋の
臨時列車

【運転日】C57-12系 7両又は6両 全席指定席

張子の里「高柴デコ屋敷」巡り
11月9日
（土） お申し込み先

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

検索

10：34 発
西若松
16：09 発

11：09 発
会津坂下
15：31 発

11：37 発
会津柳津
15：07 発

※窓枠を付けて走ります。

小さな旅

12：02 発
会津宮下
14：39 発

【全車指定席】
【えきねっと】
【2両編成】

紅葉に絶景が広がる只見線をSLで行く。

秋の臨時列車

SL 只見線紅葉号【運転日】11/2.3

「智恵子」のふるさと二本松、文学と美術を訪ねる

高村光太郎の詩集「智恵子抄」
で知られる、智恵子の「ほんとの空」を見ながら
光太郎と智恵子の愛の小径を歩き、二人が手をとりあった「鞍石山」を訪れます。

9：18発

会津若松

9：28発

西若松

9：45発

会津高田

12：28 着
会津川口
14：03 発

10：14発 10：54発 11：23発 11：52着
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

【集合】二本松駅 【所要時間】約6時間10分（見学時間含む）【歩行距離】約7㎞

【全車指定席】
【えきねっと】
【3両編成】

スタンプラリー冊子は県内観光施設やＳＡ、道の駅等で入手できます！

会員登録して
特権をGET!!

スタンプを集めて、
宿泊券、ゲーム機、
福島県内のふるさと産品など、
魅力いっぱいの賞品が抽選で当たる！

！
タダ！

開催期間：平成 25 年12 月 20 日
（金）まで

※雪マジ!ふくしま対応スキー場に限ります。

（問合せ先）
ドライブ福島秋のスタンプラリー運営事務局 ☎024-594-2211 ※9:00～16:00（土・日曜祝日は休み）
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雪マジ！ふくしま

