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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

ふくしま餃子の会

会長

餃子の店

山女（やまめ）高橋

豊氏

冬が始まりました。キビタン観光通信vol.8では、
スキー場のオープン情報やイルミネーション情報のほか、

特集として
「県北」地域をとりあげます。寒くなったら、やっぱり温泉！県北地域の温泉地の魅力を紹介します。

また、
ご当地グルメ、特に福島市名物「円盤餃子」をインタビュー付きで紹介します。寒い冬の夜に、温かい円
盤餃子はいかがでしょう？
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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

おもてなし研修会開催！
！

参加 者募 集

参加費

無料

福島県では、平成27年ふくしまデスティネーションキャンペーンの開催に向けて、
「福島に来て良かった」
「福島にまた来
たい」と思っていただけるようなおもてなしでお客様をお迎えするため、
「おもてなし研修会」を開催します。皆様ふるって
ご参加ください。

各事業者を対象に
4つの講座に分けて開催します

観 光・一般事業者向け講座
交通事業者向け講座

接遇の心構え 日本一をめざす、技術と心
基礎研修（90分） １．
実践研修（90分）

研修
対象者

旅 館・ホテル向け講 座
ツーリズムガイド初心者向け講座

※注

２．
接遇の基礎 ３．
会話の基礎

１．
接遇応対、さぁやってみよう！ ２．
アピール力の向上 福島を伝える力
３．
グループワーク 様々なお客様のもてなし方を考えよう！

※注）
「ツーリズムガイド初心者向け講座」は、①ガイドの役割概論（90分）、②ガイドとしての接遇（90分）、③安全管理論（90分）の3講座で編成されており、全ての講座を受講することが条件となります。
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福島県文化センター
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いわき市生涯学習プラザ
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ホテル華の湯

2月13日

郡山カルチャーパーク

1月24日

※お申込多数の場合など、他の日時・会場をご案内する場合がございます。

福島県おもてなし研修会 参加申込先：事務局 ㈱リョケン 宛 FAX
詳しくは「おもてなし研修会」ホームページをご覧ください。

0557-81-6246

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

ふくしま DC 年賀状、皆さん使ってみませんか？

Download Free

2014年4月から開催するプレＤＣ
「福が満開、
福のしま。
」
福島県観光キャンペーン、
そして本番であります2015年4月に開催する
「ふくしまデスティネーションキャンペー
ン」
をＰＲするため、
「福が満開、
福のしま。
」
2014年版年賀状テンプレートを作成しま
した。
この年賀状を使っていただき、
ふくしまDCの応援をよろしくお願いします！

ダウンロードはこちらより

例

http://kibitan-tsushin.jp/nenga/

平成 25 年度第 5 回福島県観光キャンペーン委員会 DC 分科会を開催しました。
11 月 26 日開催したＤＣ分科会では、プレＤＣに向けた各種事業について、調整や情
報共有を行いました。また、来年の 5 月 21 日、郡山市のホテルハマツで開催する「全国
宣伝販売促進会議」における各市町村のプレゼンター候補やエクスカーション視察候補報
告をいたしました。
その他、
プレＤＣ3 大企画である「福が満開、福のしま。プレゼント＆クーポンキャンペー
ン」
「花の王国ふくしま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」や「おもてなし研修会」、缶バッチ着用による県民参加型のおもてなし活動事業等
について、進捗状況を共有いたしました。

▲DC分科会の様子

ふくしま大交流フェア

12 月 23 日（祝日・月曜）に東京国際フォーラムにおいて、風評を払拭し、ふくしまの元気と魅
力を発信するために
『みんな笑顔で、
「福」満開！ふくしま大交流フェア』
を開催します。
イベントステー
ジではフラガールのポリネシアンレビュー特別講演や横浜ＤｅＮＡベイスターズ中畑清監督（福
島県矢吹町出身）と佐藤雄平福島県知事によるスペシャルトークショーなどが行われ、その他にも
「なみえ焼きそば」「福島円盤餃子」をはじめとする福島県内の郷土料理やＢ級グルメコーナー、
起き上がり小法師の絵付け体験コーナーなど県内の魅力が満載の内容となっています。また、福
島県から都内等に避難されている方々を対象に、交流・情報提供の場として「ふくしま避難者交
流会」も同日開催します。
フラガール

なみえ焼そば

福島円盤餃子

この他、楽しいイベントや福島ご当地名物グルメが盛り沢山！
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開催日時：2013年12月23日
（月・祝）
11:00～17:00
会
場：東京国際フォーラム
展示ホール、地上広場
同日開催：ふくしま避難者交流会
問 合 せ：福島県観光交流課
TEL：024‐521‐7287

特集「県北地域」
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村の 4 市 3 町 1 村からなる県北地域。
中通りの北部に位置し、宮城・山形両県と接する地域であります。吾妻・安達太良連峰、阿武隈山地の景
観やスカイライン等の観光道路、さらに飯坂温泉をはじめとした数々の温泉地など多くの観光資源を有し
ます。また、全国有数の果樹地帯としても知られています。

福島市の温泉で温まろう！
福島市内には温泉地が多く存在し、泉質も豊富であり、四季を通して

県内外から多くの観光客が訪れます。今回ご紹介する温泉地は「飯坂温

泉」「高湯温泉」
「土湯温泉」
。それぞれＪＲ福島駅から車で約 30 分と

飯坂温泉

飯坂温泉
13

高湯温泉
吾妻山 ▲

土湯温泉

福島市役所
福島駅
115

東北自動車道

アクセスが良く、気軽に訪れる事ができるのも人気の理由です。

市
福島

福島県庁
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鳴子・秋保と共に奥州3名湯に数えられている飯坂温泉は、2世紀頃、
日本武尊（ヤマトタケルノ

ミコト）が東征の折に発見したとも伝えられています。かつて、松尾芭蕉や正岡子規など多くの文

化人も訪れた情緒あふれる温泉地です。現在は約50軒の宿と9軒の共同浴場があり、それぞれ雰
囲気の違う施設での湯めぐりも楽しめます。泉質はアルカリ性単純温泉で、湯船での温度は42度

前後と高めです。飯坂温泉の名産といえば「ラジウム玉子」。
ラジウムが日本で初めてこの地で発

見されたことから、温泉玉子にその名がつけられました。
また近郊にはフルーツラインがあり、季
節の果物を堪能できます。

今年は、飯坂温泉にクラブハウスを置く
「福島ユナイテッドFC（フットボールクラブ）」の選手と

の交流イベントを企画するなど、ジャン
ルにとらわれず新たな取組も積極的に
行っています。

飯坂温泉観光協会＆飯坂温泉旅館協同組合
☎024-542-4241
http://www.iizaka.com/

▲飯坂温泉で一番古い湯 鯖湖湯（共同浴場）

高湯温泉

吾妻連峰の中腹に位置する高湯温泉は、開湯400年の歴史を誇り、白布温泉、蔵王温泉と共に

奥州三高湯と称されています。泉質は「酸性－含硫黄－カルシウム・アルミニウム－硫酸塩温泉」

という薬効成分の高い白濁した湯で、古くは湯治場として栄えました。江戸時代より
「一切の鳴り
物を禁ず」
という慣わしを固持して娯楽施設をつくらず、古来の湯治場の佇まいを守り続けていま
す。そして平成22年には東北で初めて
「源泉かけ流し宣言」を行いました。源泉を浴槽に供給し溢
れ出た分を排出する”かけ流し″が、全ての入浴・宿泊施設で行われています。各施設には今もな
お”湯守（ゆもり）
″がおり、源泉から引湯する湯樋を開閉させることで、温度を季節や天候に合せ

ながら調整しています。人の手により守られてきた伝統。まさに高湯温泉は”秘湯″の情緒漂う温
泉地です。全国から訪れる秘湯ファンの
心をつかんで離さない理由は、この純
粋に温泉が楽しめるところにあるのか

▲あったか湯（共同浴場）

土湯温泉

▲かじかの湯（無料足湯）

もしれません。

高湯温泉観光協会 高湯温泉旅館協同組合
☎024-591-1125
http://www.naf.co.jp/azumatakayu/

土湯温泉の歴史は一千年以上前にさかのぼります。一説によると聖徳太子の使いが半身不随
の病に冒された際、夢枕に聖徳太子が現れ、
「岩代国(現在の福島市南西部)に霊泉あり」
とのお
告げをうけ、その聖徳太子の使いが温泉を発見し、浸かると著しく回復したと伝えられています。
この伝説から、土湯温泉の開湯にゆかり深い聖徳太子を奉った「聖徳太子堂」が建てられ、近
年、パワースポットとして多くの人々が訪れています。源泉は約70ヵ所を有し、その中でも最大湯
量をほこる組合共同の源泉は毎分約1,000リットルを供給します。泉質は無色透明の単純温泉、
湯あたりの柔らかい弱アルカリ性の温泉です。宿によっては独自の源泉を所有し、泉質が異なる
温泉も楽しめます。
また無料の足湯も４か所と充実しており、温泉街を散策しながら巡るのもオ
ススメです。
土湯温泉町は、遠刈田や鳴子と並ぶ三大こけし発祥地でもあ
ります。土湯こけしの特色は「簡素・素朴」の美しさにあり、現在10
土湯温泉観光協会
名の工人（土湯伝統こけし工人組合）が伝統を受け継いでいま
☎024-595-2217
す。土湯温泉を訪れた際は、旅の思い出・お土産にいかがでしょ
http://www.tcy.jp/
うか。
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特集「県北地域」
県北

おすすめグルメ

川俣シャモラーメン

国見バーガー

国見町のご当地バーガー「国見
バーガー」。鮮魚店・佐久間商店の
さばの味噌煮をバンズではさんだ
バーガー。パンとさばの相性がと
てもよい逸品です。東北六魂祭以
降定番メニューとなった同町のひ
ふ み 食 堂 の 、チ ーズ 入りチ キン
ソースカツを使 用した バーガー
も、
「国見バーガー2」
として人気を
集めています。

川俣町

福島県のブランド地鶏「川俣
シャモ」を贅沢につかったラー
メン。川俣シャモの旨みをじっ
くりと丁寧に抽出したスープ
に、チャーシューはもちろん川
俣シャモ！鶏独特の臭みがな
く、旨みが凝縮された一杯はま
さに至高の逸品です。
問合せ先

㈱川俣町農業振興公社 内
☎024-566-5860

国見町

問合せ先

川俣シャモ料理研究会

国見町商工会

▲国見バーガー

▲国見バーガー2

☎024-585-2280

道の駅つちゆと土湯温泉街の金蒟館でしか購入
できない「こんにゃくあいす」。もちもちとした食感
が後をひくアイスは全部で13種類あり、中でも一番人気なのが「バラこんにゃくあいす」。バラの花び
らが入ったほんのりピンク色のアイスをひとくち食べると、口の中に上品なバラの香りが広ま
ります。季節限定商品でしたが、好評につき通年購入可能です。

県北ご当地アイス 福島市

問合せ先

道の駅 つちゆ ☎0243-24-2148
こんにゃく工房 金蒟館（きんこんかん）☎024-595-2044

郡
伊達
・市
伊達

※キビタン観光通信Web版「キビでり12月号」
では県北地域のご当地アイスをご紹介します！
ぜひこちらもご覧ください！
http://kibitan-tsushin.jp/

▲バラこんにゃくあいす

伊達氏発祥の地

伊達市

戦国大名の中でも武勇や美食で知られる伊達家第17代当主”独眼竜″
伊達政宗。陸奥仙台藩 初代藩主として活躍した伊達政宗のルーツが
福島県の伊達郡にあることをご存知でしょうか。1189年、常陸入道念西
が奥州の合戦の戦功により源頼朝から伊達郡を領地として与えられ、伊達朝宗と名乗ったことが伊達氏の始まりと伝えられています。
その後、伊達氏は順調に出世し、柳川、粟野大舘、桑折、西山など伊達地方を本拠として勢力を拡大していきました。やがて1590年（天
正18年）、豊臣秀吉によって全国制覇がなされた後、秀吉に対抗した大名たちの多くは配置換えを余儀なくされました。奥州の覇
者伊達政宗も秀吉には抵抗できず、天正19年、伊達郡・信夫郡などの故地を召し上げられ宮城県方面へ移されました。
しかし現在で
も伊達氏発祥の地・伊達郡には伊達氏ゆかりの名所が今もなお数多く残っており、観光名所として多くの歴史ファンが訪れます。
イベント開催中

伊達な宝を探せ！～政宗からの挑戦状～
伊達市観光物産協会では、伊達氏ゆかりの地をめぐり宝探しを行うイベントを
開催。携帯電話を使ってＱＲコードを読み取り、伊達氏ゆかりの史跡や街並み
を中心に探索しながら指令
（問題）
を解いていく体感型の宝探しゲームです。

【開催期間】平成25年11月1日
（金）
～平成26年1月31日
（金）
詳しくは▶
▲伊達氏ゆかりの神社「梁川八幡神社」

問合せ先

http://fksi.net/date/13/

伊達市観光物産協会

☎024-529-7779

※キビタン観光通信Web版「キビチャレ12月号」で伊達な宝を探せ！に挑戦の様子を紹介しています。ぜひ、
こちらもご覧下さい。http://kibitan-tsushin_2.jp/

川俣シルク

大河ドラマ「八重の桜」衣装展

ＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」の撮影で使用された
開催期間：11 月 23 日( 土 ) ～ 12 月15 日( 日 )
川俣シルクの衣装が、12月15日まで川俣町の「かわま
時
間：午前 9 時～午後 5 時
たおりもの展示館」
で展示されています。新島八重役の
毎週月曜休館 （祝日の場合は翌日）
綾瀬はるかさんがドラマ内で実際に着用したウエディ
入 場 料：大人 150 円 子ども 70 円
ングドレスをはじめとする7点を展示。
また、同志社女子
場
所：かわまたおりもの展示館 企画展示室
大学の学生が時代考証に基づき、川俣シルクを使って
細部まで忠実に再現した新島八重のドレスも展示され
問合せ先 川俣町 福島県織物同業会 ☎024-565-3241
ています。
からりこ館 展示室
同時開催 八重のふるさと福島県 移動パネル展 平成 25 年 11月 23 日（土）～12 月15 日
（日） 展示場所 （かわまたおりもの展示館
隣）
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町

川俣

サンタクロースがやってくる

～北塩原村～

今年もサンタの住む国フィンランドからサンタクロースが北塩原村にやってきま
す。北塩原村は多くの湖を持つなどの共通点があるということから、北欧フィンランド
のハミナ市と交流があります。
この交流の証として、昨年からハミナ市からサンタク
ロースを招いています。
サンタクロースは裏磐梯サイトステーションを装飾したサンタハウス（期間限定）
に滞在し、村内外の幼稚園や小学校を訪問するなど、観光客や地元の子供たちとの
交流を図ります。昨年は、県外からサンタクロースを訪ねてきた観光客も多く、
また初
めて会うサンタクロースへの手紙を携えてきた子供達もいたそうです。今年も本場の
サンタクロースとふれあえる北塩原村に、ぜひ足をはこんでみてはいかがでしょうか。
【滞在期間】
【活動場所】

平成25年12月10日（火）～12月16日（月）
村内幼稚園・小学校、サンタハウス

▲昨年のサンタクロース訪問の様子
先

問合

北塩原村役場総務企画課
☎0241-23-3112

なみえ焼そば ～浪江町～
約60年前、一次産業が盛んな福島県双葉郡浪町で、労働者のために安価で食べ応

えと腹持ちを良くしようと、
「なみえ焼そば」が誕生しました。極太の麺に、具は豚バラ
肉ともやしのみ。
ラードを使って焼き、
こってりとした濃厚ソースで仕上げます。

この「なみえ焼そば」を使って町おこしをしようと、平成20年11月に浪江町商工会

青年部が「浪江焼麺太国」を建国し、県内外でPR活動を続け、知名度を上げてきまし

た。東日本大震災、福島第一原発事故をきっかけに、
「まちおこし」から
「まちのこし」
へ、を合言葉に活動を継続。平成25年11月に開かれたご当地グルメでまちおこしの
祭典・B－1グランプリin豊川で念願のゴールドグランプリを獲得。
現在、福島県内では二本松市で営業を再開

した杉乃家が古里の味を提供しています。

先

問合

浪江焼麺太国ホームページ

http://namieyakisoba.com/

冬の夜を彩るイルミネーション ～いわき市～
いわき光のさくらまつり

震災により避難を余儀なくされた相双地区の仮設住宅が集まるいわき市。
いわき青年会議所は、避難生活を送る方々といわき市民との絆のシンボルとし
て、相双地区の桜の名所であった「夜の森さくら並木」をイルミネーションで再現
した「いわき光のさくらまつり」を昨年から開催。今年は、いわき駅前大通りのけ
やき並木に、昨年より倍の 15 万 2 千個ものイルミネーションが光り輝きます。
昨年は白の LED 球一つ一つに桜の形をしたアタッチメントをかぶせて点灯し
ていましたが、今年は白の他にピンク色の LED 球を加えて「さくら並木」を演出し
ます。復興への願いが込められた“絆のさくら″満開のイルミネーションを、ぜひ
今年いわき駅前大通りでご覧ください。
【開催日時】平成25年12月7日
（土）～平成26年1月13日
（月祝）
【点灯時間】17：00～23：00

公益社団法人いわき青年会議所事務局

☎0246-24-0780（平日午前10時～午後3時30分）

2013年12月7日
（土）～2014年1月3日
（金）

その他県内の

上移・曲山・後田・根岸イルミネーション
（田村市）

【場 所】県道50号浪江三春線沿い（上移地内）
【問合先】上移中心市街地活性化委員会 TEL 0247-86-3060

2013年11月29日
（金）～2014年2月14日
（金）

2013年12月中旬～2014年1月中旬

ビッグツリーページェント・フェスタ IN KORIYAMA（郡山市）

杉の間伐材40本のクリスマスツリーイルミネーション
（下郷町）

【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

【場 所】下郷町物産館前広場
【問合先】下郷町事業課産業振興班 商工観光係
TEL 0241-69-1144

2013年11月30日
（土）～2014年1月15日
（水）

2013年12月22日
（日）～12月23日
（月）

きらめきそうま2013（相馬市）

【場 所】新町緑地公園
【問合先】
（社）相馬青年会議所事務局

先

問合

一の戸橋梁クリスマスライトアップ (喜多方市)

【場 所】一の戸橋梁周辺
【問合先】喜多方市山都総合支所 産業課

TEL 0244-36-4411

2013年12月6日
（金）～2014年1月31日
（金）

2013年12月下旬～2014年2月中旬

光のしずくイルミネーション
（福島市）

白河ILLUMINATION（白河市）

【場 所】パセオ通り及び周辺、福島駅東口駅前広場
【問合先】㈱福島まちづくりセンター TEL 024-522-4841

TEL 0241-38-3841

【場 所】JR白河駅前
【問合先】白河市中心市街地活性化協議会 TEL 0248-23-3101
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戦後から親しまれてきた福島市の味
インタビュー

今月 の

餃子
職人

ひと

ふくしま餃子の会

会長

餃子の店 山女（やまめ）ご主人

高橋

豊さん

福島市の名物「円盤餃子」は、餃子をフライパンの形に合わせて丸く円盤状に焼き上げ
たことから名付けられました。福島市内には円盤餃子をはじめバラエティーに富んだ餃子
店が数多くあり、市民は昔から餃子と親しんできました。
今回は17店舗の加盟店からなる「ふくしま餃子の会」会長の高橋豊さんにお話を伺い
ました。

ふくしま餃子の会の歴史

「ふくしま餃子の会」の発足は平成15年3月11日になります。きっかけはそ
の3年ほど前。
「福島市に新しい名物を！」
ということで、福島市内には他の地
域よりも餃子店が多くあることから
「餃子」に着目し、福島市の名物にと考えま
した。そして「ふくしま文化村」
（平成12～14年）
というイベントでの無料試食
会を経て、市内の餃子店の有志で「ふくしま餃子の会」を結成しました。

なぜ福島市には餃子店が多いのか？

戦後、福島市は空襲を逃れ都市機能が残ったことから、満州からの帰国
者が多く集まってきました。そこで帰国者は生活のために満州で覚えた餃子
を作り、販売して生計を立てていました。
現在、福島市に残る老舗餃子店の多くがこのころに始まりました。そのこ
ともあり、福島市のサラリーマンは仕事帰りに「餃子を囲んで一杯」という
食文化が昔から根付いています。

ふくしま餃子の会のこだわり

会 会長
ふくしま餃子の

高橋 豊さん

「餃子の店
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餃子の会としては「生で勝負！」。会を結成する際に、お客さまには冷凍
ではなく生の美味しい餃子を提供することを全員一致で決めました。また各
店舗は、福島市の餃子といえば円盤餃子のイメージがあると思いますが、
他にも水餃子やお肉が多めの餃子など、腕によりをかけた自慢の餃子を提
供しています。

高橋会長の餃子作り
私のお店（山女）では、全て手作りなのはもちろん、特に皮にこだわって
餃子を作っています。その日の気温や湿度によって、生地に含ませる水分量
や寝かせる時間などを調整しています。焼く際には水と油を入れて焼き上げ
るので、表面がカリっとした仕上がりになっています。しかし「焼きは一生
勉強」であり、日々精進です。

今後の目標
県外での認知度がまだまだ低いので、福島市の名物として餃子をどんどん
発信していきたいです。またその為にも、若い世代の加盟店が県外でのイベ
ントに出店しやすいように環境を整えていきたいと思っています。

ふくしま餃子の会

全17加盟店

◆ら～めん石狩

℡024-521-8123

◆GYOZA-YA SMILE

℡024-522-2700

◆焼肉ぎょうざ ひたち

℡024-542-3505

◆中国料理 王芳

℡024-536-8283

◆たかのは

℡024-534-0749

◆中華 朴伝

℡024-522-1104

◆ラーメン餃子 おがた ℡024-542-5958

◆餃子 照井

℡024-542-4447

◆丸福

℡024-535-1490

◆餃子の店 川鳥

℡024-522-4926

◆餃子 照井 南矢野目店 ℡024-558-7719

◆元祖 円盤餃子 満腹 ℡024-521-3787

◆餃子会館

℡024-522-9456

◆創作中華料理 蘂（はなしべ）℡024-522-8744

◆餃子の店 山女

◆こはる

℡024-524-2589

◆麺飯酒家 万来

℡024-542-2969
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℡024-523-1772

おでかけ＆イベントカレンダー
◆2013年11月30日
（土）～12月25（水）

◆2013年12月31日
（火）

第13回

アクアマリンクリスマス
（いわき市）

2014 年
初日の出

長床絵ろうそく祭り
（喜多方市）

【場 所】新宮熊野神社長床
【問合先】新宮地区重要文化財保存会

【場 所】環境水族館アクアマリンふくしま
【問合先】環境水族館アクアマリンふくしま TEL 0246-73-2525

初日の出・初詣特集
初 詣 ◆開成山大神宮

波立海岸

【場 所】郡山市開成3-1-38
【問合せ】開成山大神宮社務所

【場

所】いわき市久乃浜田之網地内

【場

所】いわき市小名浜下神白字大作93

◆伊佐須美神社

【場

所】いわき市勿来町関田地内

◆飯野八幡宮

三崎公園

【問合せ】いわき市総合観光案内所

小さな旅・福島

12月7日
（土）

お申し込み先

福島駅

電車

福島交通

福島交通

徒歩

福島駅

ゴール

飯坂温泉駅

徒歩

（温泉卵作り体験・入浴）

旧堀切邸

9：52 発

徒歩

（昼食）

徒歩

鯖湖湯

徒歩

飯坂氏の
居城跡

徒歩

常泉寺

徒歩

摺上亭大鳥

スタート

波来湯・
乙和清水

募集人員 30 名

電車

福島交通

歩行距離 約 4.5km

初冬の飯坂温泉路をめぐる
飯坂温泉駅

所要時間 約 5 時間 48 分

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

ガイドによる飯坂温泉内の案内であなたも飯坂通になれる！温泉たまご作りを体験できます。 TEL.024-522-2043
福島交通

集合時間 9：30 まで集合

【場 所】いわき市平字八幡小路八幡小路84
【問合せ】飯野八幡宮 TEL 0246-21-2444

TEL 0246-23-0122

小さな旅 ＆ 小さな旅行プラン

福島駅

集合 福島駅
場所 東口バスプール

TEL 024-932-1521

【場 所】大沼郡会津美里町字宮林甲4377
【問合せ】伊佐須美神社 TEL 0242-54-5050

勿来海岸

駅長 オススメの

TEL 0241-23-0775

15:40 着

スキー場オープン情報 2013
いつの間にか吐く息が白くなるころとなり、待ちに待ったスキー＆スノボシーズン到来。福島
県では11月15日の箕輪スキー場オープンに続き11月30日にグランデコ スノーリゾートがオー
プン。その他のスキー場もオープンに向けどんどん準備が進められています。
今年も
「雪マジ！ふくしま」
「雪マジ！19」が実施されます。19歳から22歳までお得にウィンター
スポーツを楽しめるのは福島県だけ！
！
！
！

場にGo
今年もみんなでスキー
会員登録して
特権をGET!!

！
タダ！

※雪マジ!ふくしま対応スキー場に限ります。

雪マジ！ふくしま

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！

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！

開催期間：平成 25 年12 月 20 日
（金）まで

（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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▲箕輪スキー場オープンの様子

2013年12月 スキー場オープンスケジュール
14日あだたら高原スキー場
星野リゾート 裏磐梯猫魔スキー場
15日尾瀬檜枝岐温泉スキー場
19日会津高原だいくらスキー場
20日グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場
沼尻スキー場
21日ファミリースノーパークばんだいｘ２
猪苗代スキー場（中央×ミネロ）
会津高原たかつえスキー場
裏磐梯スキー場
グランディ羽鳥湖スキーリゾート
三ノ倉スキー場
スキーリゾート天栄
只見スキー場
二本松塩沢スキー場
フェアリーランドかねやまスキー場
星野リゾート アルツ磐梯
リステルスキーファンタジア
22日会津高原高畑スキー場
会津高原南郷スキー場
23日柳津温泉スキー場

