復興の流れをより確かに

謹んで新年のごあいさつを申し上げます。

東日本大震災から３度目の新年を迎えました。

福島県知事

佐藤雄平

県では、新たな総合計画「ふくしま新生プラン」に基づき、
「活力」
「安全・

安 心」
「思いやり」の３つの柱の下、一日も早く復興を成し遂げようと、県

民の皆さんと一丸となって全力で取り組んでまいりました。

こうした中、本県は着実に元気を取り戻してまいりました。観光地やイベ

ント会場は多くの方でにぎわうようになり、子どもたちの元気な声がたく

広野町や田村市都路地区の米や伊達地方のあんぽ柿の３ 年ぶりの出荷再

さん聞こえるようになってきました。

開、相馬地区に続くいわき地区での漁業の試験操業開始、県営復興公営住

さらに、浮体式洋上風力発電の運転開始、福島空港メガソーラーの着工

宅の着工など、復興の動きが目に見えるようになってきております。

組みも始まっています。

など、本県が目指す再生可能エネルギー先駆けの地のシンボルとなる取り

そのため、まず、最大の課題である避難地域の復興に力を注ぎ、帰還に

この復興への流れをより大きく、確かなものにしていかなければなりません。

向けた対策と生活再建・安定のための対策を両輪で進めてまいります。

また、今年は、復興公営住宅の入居開始、環境創造センターを始めとす

究所の開所など、これまでの取り組みがそれぞれ新たな段階に入ります。

る各種拠点施設の着工、産業技術総合研究所の福島再生可能エネルギー研

さらに、この春のプレデスティネーションキャンペーンや、６月の日本陸上

競技選手権大会を始めとする全国規模の大会、国際会議が今後も数多く開

催されます。こうした機会を逃すことなく、本県の魅力と今を国内外にし

っかりと発信し、風評払拭につなげてまいりたいと考えております。

「ふくしまから はじめよう。」の合言葉の下、県民生活の安全・安心の確保、

農 林 水産業の再生、産業の振 興、インフラの復旧など、山 積 する課 題を一

生ふくしま」の形をお示ししてまいります。

つ一つ解決し、県民の皆さんに復興の進展をより実感していただけるよう「新

県民の皆さんの御理解と御協力をお願い申し上げ、年頭のごあいさつとい
たします。
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検 索
福島の旅

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16（西庁舎10階）
TEL.024-521-7398 http://www.tif.ne.jp

発行
福島県復興シンボルキャラクター
ふくしまから はじめよう。
キビタン

平成26年1月7日発行

福島県観光交流局観光交流課

vol.9

キビタン観光通信

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

からむし織

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

観光まちづくりワークショップ実施状況報告

福島県ではＤＣに向けて、
地域ごとに関係者を募り、
観光まちづくりのためのコンセプトや方針などを考え、
実行に移すため
のプラン作りを行うワークショップを実施しております。
今回は、
２箇所で行われたワークショップの模様をご紹介します。
今後、
キビタン観光通信では、
開発されたプランやプログラムの紹介も行ってまいります。

チロリアンビレッジ

12月12日に開催された、南会津町にあるペンション村「チロリアンビレッジ」の第3回
ワークショップを取材しました。
「チロル」
とは、オーストリア西端部からイタリア北部にわ
たるアルプス山中の地方を示します。
標高、
気候がチロル地方とほぼ同じであることから、
「チロリアンビレッジ」と名付けました。
1985年頃からチロル地方と同じ建物を建築し、
今回は12軒のペンション関係者が参加し、
じゃらんの講師から着地型旅行商品の作り
方、
目玉となる観光資源の選び方の講義を受けた後、過去2回のワークショップの内容も
踏まえ、
班ごとにプランの作成が行われました。
具体的には、
民族衣装でのおもてなしや、
盛大なキャンプファイヤーなど、
チロリアンビレッジの新たな魅力につながる提案の数々が発表され、
今後、
さらなる絞り込み、
磨き上げを行い、
出来あがったプランを
「じゃらん」
３月号で発表し、
実際に販売してまいります。
また、
今回のワークショップで出来たチロリアンビレッジ全ペンションオーナー間のつながりにより、
「チロリアンビレッジ盛
り上げ隊」
が結成され、
更なる魅力づくりに励んでいくこととなりました。

講義の様子

プラン作成の様子

岳温泉

発表の様子

12月18日、岳温泉観光協会を中心に岳温泉関係者が集まり、第3回目となるワーク
ショップが実施されました。
岳温泉と言えば1, 200年以上の歴史を誇り、
源泉からの引き
湯が日本一長いことでも有名です。温泉地周辺は自然林の残る小高い山が連なる丘陵
地帯でウォーキングに最適なため、
温泉とその地形を生かした健康への取組みにも力を
いれています。
これらの観光素材の中から

・普段立ち入ることができない源泉
・和菓子
（城下町であった二本松市には多くの和菓子が受け継がれています）
・日本さくら名所100選に選定されている霞ヶ城をはじめとする桜の名所

を活用した3つのオリジナルプランが作成されました。
今後、
今回作成されたプランを磨き上げると共に、
更なるプラン作成を行い追加する予定です。
最終的に出来あがったプラン
については、
2月20日からじゃらんの
「じゃらんnet メルマガジン」
で全国的な人気投票が行われます。
どんなプランが掲載され
るか、
今から楽しみです！

おもてなし研修会開催！
！

参加費

無料

参加 者募 集

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。
地

区

会場

申込締切

地

区

開催日

会場

申込締切

相

双

1月20日.21日

相馬市総合福祉センター

1月14日

県

南

1月30日. 31日

白河市表郷庁舎

1月24日

会

津

1月23日.24日

会津アピオ

1月17日

県

北

2月17日.18日

福島県文化センター

2月10日

いわき

1月27日.28日

いわき市生涯学習プラザ

1月21日

県

中

2月19日.20日

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。

ガイド初心者

開催日

2月1日

0557-81-6246
http://www.tif.ne.jp/omotenasifree/

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。
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特集「会津地域」
極上の会津

八重たん

「極上の会津プロジェクト協議会」
は平成17年に開催された福島県「あいづデスティ
ネーションキャンペーン」
から発展して結成された全会津17市町村の広域観光を推進
する組織です。

「～あったんです。まだ、極上の日本が・・・」のキャッチ
フレーズで、自然や歴史などの豊かな観光資源を誇る会津地
域の魅力を発信している「極上の会津プロジェクト協議
会」。現在は平成27年開催予定のふくしまデスティネーショ
ンキャンペーンに向け、そのメインテーマに沿った「花」
「酒」「温泉」「仏都」をキーワードに掲げて情報発信や受
入体制の整備に力を入れています。また、「いすをどうぞ」
「トイレをどうぞ」など、6つの中から各施設ができること
をシールで表示する「6つのどうぞ運動」に会津全域で取り
組み、”おもてなし”の向上を図ります。

奥会津で開催される雪まつりに、より
多くの方に参加いただき、奥会津の魅力
に触れていただこうと会津若松市～奥
会津地域の雪まつりを結ぶシャトルバス
「只見川ライン号」を運行します。

冬 の シ ャト ル バ ス
只見川ライン号 運行予定
柳津町 第34回会津やないづ冬まつり

2/1

土

三島町 第42回雪と火のまつり

2/8

土

只見町 第42回只見ふるさとの雪まつり

2/8

土

金山町 第36回会津かねやま雪まつり

2/16

日

昭和村 第31回 からむし織の里雪まつり

2/23

日

会場／道の駅 「会津柳津」 やないづふれあい館
会場／三島町町民運動場
会場／ JR只見駅前広場

会場／中川地区町民グラウンド
会場／からむし織の里

2/2 日

2/9 日

お一人様旅行代金
※各コース同一料金・往復料金
予約制
【先着 40 名様】 大人 500 円（中学生以上） 小人 250 円（3 才～小学生）
※3 才未満は無料

集合場所

▶

芦ノ牧温泉
会津バス芦ノ牧
車庫

お問合せ・お申込先

問合せ先

会津バス観光 A・T・S ㈱

会津
若松駅

会津
坂下町役場前

TEL 0242-24-6666

※時間等、詳しくは、極上の会津プロジェクト協議会ホームページをご覧下さい。

極上の会津プロジェクト協議会（事務局／会津若松市観光課内）TEL.0242-39-1251

会津六詣で
きんとうざん

えりゅうじ

たちきかんのん

い

さ

す

み じんじゃ

伊佐須美神社
（会津美里町）

像高7.4ｍの十一面千手観
音菩薩は、808年に弘法大師
が観音菩薩の霊感を受け、立
ち木の状態で彫刻したと伝え
られています。立木仏として
は日本最大級の大きさであり、国重要文化財に指
定されています。
会津ころり三観音
ふ もんざん

会津の文化発祥の地として、また会
津総鎮守として約2,000年もの歴史を誇
る伊佐須美神社。それぞれ東北巡撫に
出た四道将軍父子がこの地で再会した
ことを喜び、伊弉諾尊(イザナギノミコ
ト)・伊弉冉尊(イザナミノミコト)の二神
を新潟県境の御神楽岳に祀ったのが起
源といわれています。

拝観時間 : 午前 9 時～午後 4 時

こう あん じ

ふくまん こ

な かだ かんのん

普門山 弘安寺 中田観音(会津美里町)

こんごうざん

拝観日 : 個人 月・水・金 午前 10 時（要予約）
団体 随時 10 名様以上（要予約）
にょほうじ

TEL.0242-83-5711

丑虎年の守り本尊である福満虚空藏
菩薩 圓藏寺は、日本三虚空藏菩薩に数
えられ、奥会津最大の仏教拠点であり
ます。807年に名僧徳一大師によって開
かれ、本尊の虚空藏菩薩像は弘法大師
空海によって刻みあげたと伝えられて
います。
拝観時間 : 午前 7 時～午後 5 時

大山祇神社(西会津町)

「一生に一度、なじょな願いもきき
なさる野沢の山の神様」として県内を
はじめ新潟県・山形県一円からも厚い
信仰が寄せられています。御祭神は、
水源・水利の神である大山祇命、長寿
の守護神である岩長比売命、良縁・安
産の守護神である木花咲耶姫命の親娘
三神です。

会津の名僧・徳一大師が坂
上田村麻呂の祈願より807年
に創建。御堂は全国でも珍し
い東西向拝口で、参拝者が東
から入り西から出れば、観音
様の導きで西方浄土へ安楽往生が叶うそうです。
また、江戸時代の名工・左甚五郎作と伝えられる
隠れ三猿を探せば福が授かるといわれています。

会津坂下町産業部商工観光班

えんぞう じ

圓藏寺(柳津町)

おおやまづみじんじゃ

とりおいかんのん

金剛山 如法寺 鳥追観音(西会津町)

会津ころり三観音

く ぞう ぼさつ

福満虚空藏菩薩

1274年に造られた本尊・十
一面観音は日ぎり・縁結び・
安産のご利益があり、悲恋の
末に若くして亡くなった常姫
を伴うために作られたという
観音像は、柔和な顔立ちをしております。

会津ころり三観音

http://gokujo-aizu.com

五大仏都の一つに数えられている会津には、近年全国的に人気が高まっているパワースポットが数多
く存在します。「会津六詣で」は、会津西部に位置する会津美里町、会津坂下町、柳津町、西
会津町の４町に点在し、「会津ころり三観音」を包含しています。一日で 6ヶ所を巡る事が出来るので、
祈りと感謝の気持ちを携え、周辺観光と併せて旅してみてはいかがでしょうか。

金塔山 恵隆寺 立木観音(会津坂下町)

問合せ先

東山温泉
会津武家屋敷

http://www.aizu-reichi.gr.jp/index.html
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※「会津六詣で」
「いのりめぐり」参照

特集「会津地域」
酒造めぐり
～喜多方編～

日本有数の米どころ福島県は、
日本酒の名産地としても有名です。平成24酒造年度全
国新酒鑑評会では金賞入賞数が日本一となりました。県内には見学＆試飲のできる蔵元が
数多くあります。今回は、
その中でまち歩きをしながら酒造めぐりを楽しめる２ケ所をご案内します。

創業享保2年（1717年）から伝統を守りながらも最新の技術を用い、酒造り
一筋で歴史を守り続けている小原酒造。日本ではじめてクラシック音楽を聴か
せて日本酒をつくった酒蔵としても有名で、「蔵粋」と書いて「くらしっく」
と読むお酒が人気です。
日本酒にモーツァルトを聴かせると、音楽により酵母の発酵が活性化し、フ
ルーツのような香りが高まります。ベートーベンやバッハなどを聞かせて酒造
りをしたこともあるそうですが、モーツァルトを聴かせたお酒が一番変化を起
こしたそうです。また、日本酒は通常25日かけて造られますが、蔵粋は30日
かけてゆっくりと仕上げます。その風味は、香りが高くすっきりとした喉越し
でまるでワインを飲んでいるような錯覚すら覚えます。
クラッシックと日本酒の不思議な組み合わせから生まれる”うまさのハーモ
ニー”をお楽しみください。

大和川酒造店

九代目 佐藤彌右衛門 氏

問合せ先
大和川酒造店 （喜多方市） 見学＆試飲有
TEL.0242-27-0002 http://www.yauemon.co.jp/

小原酒造株式会社

問合せ先
小原酒造株式会社（喜多方市） 見学＆試飲有
TEL.0241-22-0074 http://www.oharashuzo.co.jp/

江戸時代中期の1790年に創業した大和川酒造店は、1997年に農業生産
法人 「大和川ファーム」 を設立。自社田で精魂込めて育てられたこだわ
りの米と、飯豊山から流れる軟水の仕込み水を使い銘酒『弥右衛門』を
醸しています。「“地酒（じざけ）”ではなく“郷酒（さとざけ）”を作って
います。」と九代目は語ります。郷酒とは、大穀倉地帯である会津の米
と水そして技術、気候風土に合ったものを使い造った酒のことを表しま
す。仏教用語の「『身土不二（しんどふじ）』体と土とは二つとない」
を信条に、「『四方四里（しほうしり）』人が歩いて行ける身近なとこ
ろ」で育ったものを食べ、生活するのがよいとする考え方に沿って、材
料からこだわった伝統の酒造りを守っています。
大和川酒造の旧蔵を「大和川酒蔵北方風土館」とし、イベント会場と
して観光で訪れる方や一般の方に貸し出しています。

「はるか」植樹式

八重の銅像

今年9月、鶴ヶ城三の丸に設置さ
れた八重の銅像。台座も含め高さ
275㎝で、銃を片手に凛とした表情
が印象的な全身像です。これは福島
県二本松市名誉市民で文化功労者、
元日展理事長の彫刻家・橋本堅太郎
氏によって制作されました。

桜ソースカツ丼

伝統会津ソースかつ丼の会に加盟
している「とんかつ とん亭」の八
重に因んだメニュー「八重 うまっ
ソースカツ丼」に注目。なんとカツ
の中身は桜肉という驚きの一品。や
わらかい桜肉のカツに自慢のソース
が絡み合い、一度食べたらやみつき
になること間違いなし！！

NHK大河ドラマ「八重の桜」で新島八重を演じた綾瀬はる
かさんが命名した新種の桜「はるか」の植樹式が12月4日、
会津若松市の鶴ヶ城帯郭にて行われました。「はるか」の植
樹は白河市の南湖公園に続いて県内2ヶ所目で、植樹を行っ
た綾瀬さんは「大河ドラマに携われて良かった。またこうし
て鶴ヶ城に戻って来れたことが本当に嬉しい」と語りまし
た。また、隣には「福島の復興、皆さんの思いが実を結ぶよ
う祈念しています」とつづった綾瀬さん直筆のメッセージプ
レートが設置されています。

問合せ先

伝統会津ソースカツ丼の会 ☎0242-24-5151
とんかつ とん亭
☎0242-27-2191

ハンサムウーマン八重と会津博 大河ドラマ館
2013 年大河ドラマ「八重の桜」
あの感動をもう一度！
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好評開館中！

平成26年1月14日（火）
までの開館
会津若松市「八重の桜」プロジェクト協議会
Tel：0242-23-8228 http://yae-sakura.jp/

会津三大奇祭

「七日堂裸詣り」
（柳津町）
・
「初市大俵引き」
（会津坂下町）
・
「奇祭高田大
俵引き」
（会津美里町）を総称して、会津三大奇祭と呼ばれています。い
ずれの祭りも、下帯一つの男性たちの熱気が寒さを吹き飛ばす、勇壮な
お祭りです。

1月7日 七日堂裸詣り ～柳津町～
毎年1月7日、福満虚空藏菩薩 圓藏寺にて「七日堂裸詣り」が行われます。下
帯一つの男衆が、菊光堂に駆け上がり、我先にと綱をよじ登って天井の大鍔口を
目指す姿は圧巻です。威勢良く争うことで一年間の無病息災、祈願成就、福を招く
といわれています。
伝説によると、
『千年程昔、柳津の里に悪病がはやり、死者が続出しました。そ
こで只見川の水底に住む竜神から宝照の玉を手に入れ、空藏菩薩様にお供えし
たところ、たちまち悪病はなくなりました。
しかし、お正月がひと段落した七日の真
夜中に宝照の玉を取り返そうと竜神がやってきます。そこで一計を案じた信者た
ちが下帯姿で堂内に集まり、大声でもみ合い大いに騒いだところ、あまりの迫力
に竜神は諦め去った』
ということです。
極寒のなか、下帯姿の男衆からは湯気が出るほどの熱気。ぜひ、迫力ある「七
日堂裸詣り」をご覧ください。
先
問合

柳津観光協会
☎0241-42-2346

見どころ！

鐘の合図ではじまる。
20：30～21：30 頃まで

1月11日 奇祭 高田大俵引き ～会津美里町～
およそ400余年の伝統を誇る
「大俵引き」は、下帯姿の引き子が直径3メートル、
長さ5メートル、重さ3トンの大俵を紅白に分かれて引き合う奇祭です。大黒様が
守護をする商工関係者（赤組）が勝つと商売繁盛、恵比寿様が守護をする農業関
係者（白組）が勝つと五穀豊穣の年になると伝えられています。
また、チームによ
る俵引きの早さを競うタイムレースや一般客による引き合いからも目が離せま
せん。会場ではふるまい餅のほか、福小俵が365個まかれ福小俵を手にした年は
無病息災・家内安全の御利益があるそうです。見所満載の奇祭「大俵引き」にぜ
ひ足をはこんでみてはいかがでしょうか。
先
問合

会津美里町観光協会
☎0242-56-4882

見どころ！

青年による引き合い（護守銭棒争奪戦）
15：30～15：50 頃まで

1月14日 ばんげ初市大俵引き ～会津坂下町～
約400年の歴史を誇る「ばんげ初市大俵引き」は、正月十四日の市を初市と名

づけ、その際に市神様をまつり、大俵引きの行事を行ったのが事の始まりと伝え
られています。長さ4ｍ・高さ2.5ｍ・重さ5ｔの大俵を、寒風積雪のなか下帯姿の
勇ましい姿で上町(東)と下町(西)に分かれ引き合います。上町の組が勝てばその
年の米の値段が上がり、下町が勝てば豊作になるとの言い伝え。町の繁栄を祈願
したお祭りです。
また、もう一つの言い伝えがあり、上町・下町の勝った方へお店
が建ち並び商売繁盛するとも言われ、互いに譲れない熱い戦いとなってきたそ
うです。また、同日は、365個の福豆俵などがまかれ、手にした年は五穀豊穣・商
売繁盛・家内安全・無病息災のご利益が得られるといわれています。
先

問合

(社)会津坂下町観光物産協会
☎0242-83-2111

見どころ！
大俵引き
14：00～15：00 頃まで

裏磐梯のスノーシュー
冬の雪山トレッキングとしてスノーシューが近年アウトドアの新しいジャンルと
して人気を集めています。
裏磐梯は地形の変化に富み、
スノーシューを楽しむにはもってこい。夏には入
れない湿原やブッシュも、雪が積もった冬なら簡単に歩けます。普段見られない
景色や動物の足跡など、
自然と一体になった静寂な世界を満喫できますので、
こ
の冬は自然あふれる裏磐梯の新たな魅力を体験してみてはいかがでしょうか。

裏磐梯観光協会

先

問合
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☎0241-32-2349

幻の織物「からむし織」
20 期生 織姫のみなさん
高橋 優実さん
石井志津子さん
岩瀬 希望さん
橋元 香澄さん

インタビュー

今月 の 織姫
ひと

石井さん

ん
高橋さ

600年余りの伝統を受け継ぐからむし織の里「昭和村」では、村に約11ヶ月のあいだ滞
在しながら、からむし織の技術を身に着ける「織姫・彦星」制度があります。からむし織と
は、苧麻（チョマ・カラムシ）
という植物を原料とした織物であり、吸湿性や速乾性に富んだ
肌触りの良さは、夏衣としては最高級の品質と評価されています。また、昭和村は本州で
唯一の上布用高品質苧麻の栽培地であり、栽培から織りに至る工程のほとんどが手作業
で行われています。
今回は平成25年度20期生である4名の織姫さんにお話しを伺いました。

「織姫・彦星」制度とは

約11ヵ月間かけてからむし織の一連の工程を学び、平織り帯１本を織りあげます。
（5月～7月：畑作業、7月～8月：苧引き、5月～12月：糸づくり、12月～3月：織り）

※ 体験中は村の専用施設での共同生活となり、体験に必要な原麻など
の材料、各種講習受講料は村で負担となりますが、食費、光熱費など
の生活費は体験生の自己負担となります。
また、体験終了後は、から
むし織研修生(手当有り)として、最長で3年間、引き続き村内に在住で
きます。

織姫になろうと思ったきっかけは？

岩瀬さん
高橋優実さん

［たかはしゆうみ］

千葉県旭市出身
趣味
フラダンス・絵を描くこと
昭和村の好きな食べ物
ニシンの山椒漬け

岩瀬希望さん
［いわせのぞみ］

滋賀県東近江市出身
趣味 キャンプ・沢登り・
シャワークライミング
昭和村の好きな食べ物
揚げもち

橋元さん

母から
「あなたの好きそうなのがやってるよ」
と紹介されたテレビ番組にか
らむし織が出ていました。もともと絵を描くのが好きで、絵にかいたものを立
体におこしたいという気持ちがあり、小さいころから取組んでいたクラフト作
りの延長線上にある機織りをやりたいと思っていました。(高橋さん)
趣味で編み物をしていたのですが、
ものを作っていくうちにこだわりが出てき
て、原料からものを作ってみたいと思いました。ネットで色々探し、昭和村のか
らむし織は、からむしを育てるところから糸を作り、織物まで全ての工程を体
験できるので応募しました。(石井さん)

織姫さんの一日のスケジュールを教えてください。

石井志津子さん

［いしいしつこ］

福島県田村市出身
趣味
演劇鑑賞・ヨガ
昭和村の好きな食べ物
ばんでいもち

橋元香澄さん

［はしもとかすみ］

福岡県中間市出身
趣味
旅
昭和村の好きな食べ物
栗

週に5日 午前9時～午後5時までからむし織りの勉強をしています。
休日は各自アルバイトや趣味のサイクリング、野山の散策など自由に過ごして
います。
（高橋さん）

やりがい

何もないところから作り上げていくことにやりがいを感じます。
また、技術が
自分自身に身についている実感でき、糸作りから織り上げるまでどんどん形
になっていくのが楽しいです。(岩瀬さん)

からむし織の魅力

からむしからは細くて長い繊維がとれ、夏でも涼しい作品が出来ます。繊維
の中でも一番ではないかと思います。
また、着物に限らず、帽子など色々な作
品が作れるのも魅力です。(橋元さん)

今後の目標

学べる期間が短いので、少しでも先生の技術に近づけられるように帯を完
成させたいです。今後は、自分が絵に描いたデザインを立体的な作品として
作ってみたいです。(高橋さん)
今まで学んだ技術を今後のものづくりに生かしていきたいです。
また、
この

技術を後世まで伝えられる人間になりたいです。
（石井さん)

残り3ヶ月間、村での生活を楽しむことと、一年かけて学んだ技術や、からむ
し織の素晴らしさを色々な方に発信していきたいです。(岩瀬さん)
故郷に戻っても、
この体験を基にからむし織と生活をミックスさせながら、
自分の思い描いた着物が作れるよう少しずつでも形にしていきたいと思って
います。(橋元さん)

お問い合わせ

昭和村役場

総務課企画係
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☎0241-57-2116

おでかけ＆イベントカレンダー
◆2014年01月10日
（金） 十日市（会津若松市）

【場 所】若松市中心市街地（神明通り・市役所通り・中央通り・大町通り）
【問合先】実行委員会（事務局：会津若松市商店街連合会） TEL 0242-37-2789

◆2014年01月10日
（金） 金刀比羅神社例大祭
【場

所】いわき市常磐関船町諏訪下6-3 【問合先】金刀比羅神社

◆2014年01月13日
（月・祝）大國魂神社初音祭
【場

所】いわき市平菅波字宮ノ前54

【問合先】大國魂神社

◆2014年01月13日
（月・祝） 十三日市
【場

所】猪苗代中央商店街

【問合先】猪苗代町商工会

TEL 0246-43-1001
TEL 0246-34-0092

TEL 0242-62-2331

◆2014年01月15日
（水） 開運舟引祭り

【場 所】喜多方市塩川町 東栄町通り・駅前通り
【問合先】塩川初市実行委員会事務局（塩川町商工会） TEL 0241-27-3202

◆2014年01月15日
（水） 南会津雪ウォーク
【場

所】南会津町田島地域

会津山村道場

【問合先】南会津町観光物産協会

◆2014年01月19日
（日） 三春だるま市
【場

所】おまつり道路（三春町字大町地内）

【問合先】三春町観光協会

TEL 0241-62-3000

TEL 0247-62-3690

◆2014年01月26日
（日） ブナの森ソリ滑り大会

【場 所】天栄村二岐温泉 林道（福島県岩瀬郡天栄村大字湯本字二俣）
【問合先】
ブナの森ソリすべり大会事務局（二岐温泉 柏屋旅館） TEL 0248-84-2316

駅からハイキング＆ウォーキングイベント
1月10日
（金）～3月30日
（日）

期間設定
コース

風情豊かな歴史ある温泉街を巡る。

お申し込みは 駅からハイキング

フラガールが生まれた街

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

検索

いわき湯本温泉を歩いてみっぺ！
！

湯本駅

ワイワイショップ

駅前コンビニ

チェックポイント

スタート

愛湯物語（足湯）

御幸山公園

鶴のあし湯広場

童謡館

温泉神社

観音山公園

温泉保養所
さはこの湯

勝行院

化石館「ほるる」

いわき市石炭・

金刀比羅神社

ワイワイショップ

湯本駅

駅前コンビニ

古きよき温泉街ならではの情緒ある風情を楽しみながら、街並みを散策します。ウォーキングの疲れは温泉と足湯で癒すことができます。
特典・告知
※ちょっぴり
プレゼントが
あります。

ゴール

【受付】駅前コンビニワイワイショップ（湯本駅前）
【所要時間】約4時間（見学時間含む）
【歩行距離】約5㎞

1月12日
（日）

喜多方の冬

伝統行事「小荒井初市」めぐりと齋藤清の「版画」を見に行く

400年以上もの古き永き伝統・歴史をもつ初市は、無病息災・五穀豊穣・商売繁盛を願い開かれています。

スタート

【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4㎞

喜多方駅

（版画の風景）
北方風土館
大和川酒造

小原酒造・

金忠などの散策

（版画の風景）
二十間蔵

（版画の風景）
おたづき通り

自由昼食

小荒井初市散策／

喜多方駅

喜多の華酒造

齋藤清の版画のモデルとなった雪景色を訪ね、思いをはせる散策をお楽しみください。

ゴール

特典・告知

※喜多方ラーメンマップ、喜多方観光ぶらりんマップ、
プレゼント
※大和川酒造北方風土館では、無料で清酒の試飲を
をお楽しみいただけます。
【一部商品を除く】

！
タダ！

会員登録
して特権
をGET!!

※雪マジ!ふくしま対応スキー場に限ります。
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雪マジ！ふくしま

