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福島の旅

検 索

2015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

大内宿

冬が深まり、
福島県内は寒さが一段と厳しい季節になって参りました。
とりわけ会津方面の山々は雪化

粧に包まれています。
キビタン観光通信vol.10では、
一面の銀世界が広がる南会津地域を特集します。

この時期は歴史ある雪まつりが開催され、
雪原から見る打ち上げ花火は雪国ならではのムードたっぷ

りで大いに楽しめることでしょう。今月の人では、大内宿で昔ながらのおもてなしが評判の「きいこおば
や」
のインタビューをお届けします。
心温まるお話しですよ。
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今月の

情報

「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。

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

キビタン

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、
猪苗代町で行われたワークショップの模様をご紹
介します。

でん

ぽ

じん

第 3 回いなわしろ伝保人会ワークショップ
広大な猪苗代湖や磐梯山ジオパークなど観光資源に恵まれた磐

梯・猪苗代地域にて、1月9日に「いなわしろ伝保人会」の第3回ワーク
ショップが開催されました。伝保人会とは地元の観光に携わる有志

が平成12年に設立した会で、自然案内や伝統工芸、郷土芸能など
様々なジャンルに精通した案内人が集っています。“伝保人”の方々は
猪苗代の観光スポットを全国に向けて発信していくために、㈱日本

旅行や㈱昭文社「ことりっぷ」の協力を得て、猪苗代商工会青年部と
共にワークショップを重ねています。

プラン案の一部をご紹介

過去2回のワークショップでは、当地でアピールする観光スポット

観光スポット 天鏡閣

として「観音寺川」
「大鹿桜」
「天鏡閣」の3点に絞り、現地を視察しま

タイトル
鹿鳴館にタイムスリップ

した。今回は“点”の魅力を掘り下げ磨き上げるステップ。参加者は班
に分かれて、各点の眺望や植生、故事来歴や飲食サービスなどを再

確認しました。そして観光プラン案を発表し、お互いに意見を寄せ合
いました。

次回のワークショップは今回磨き上げた点を“線”にするステップ。

そして目標は第5回に予定している「春の猪苗代の観光ガイドブッ
ク」制作。そのガイドブックは3月に県内各観光施設に配布される予
定ですので、楽しみにお待ち下さい。

楽しみ方
・皇族も歩いた散歩道（ロイヤルウォーク）
・ドレスを着て記念撮影、facebook、LINE にUP
・ロイヤル気分でティータイム
おすすめ
・散歩しながら猪苗代湖と磐梯山の景色を楽しむ
・名物 米粉ケレーパンを食べる
ロイヤルスイーツセット
（創作）を楽しむ
・素朴な自然にひたろう！

1月20日「おもてなし研修会」スタート
ふくしまDCに向けて“おもてなし”の資質向上をはかる
「おもてなし研修会」

が、1月20日の相双地区会場を皮切りに県内各地で開催されています。初日は

経営コンサルタント会社の㈱リョケンから大西ますみ研究員を講師に招き、観

光関係者が約30名参加して、実践研修を交えながら接遇の基礎や心構えなど

を学びました。参加者からは「学んだ振る舞いを心がけて、職場でこの接遇が
当たり前になるようにしたい」などの感想が寄せられました。

ふくしまDCを一緒にもりあげよう

福が満開おもてなし隊 募集中
みんなでおそろいの缶バッジを付けて、お客様をおもてなししませんか?

福が満開おもてなし隊とは…

平成27年4月～6月、
「福が満開、
福のしま。
」
をキャッチコピーとしたふくしまデスティネーションキャンペーン
（ふくしまDC）
が開催され

ます。
この
「福が満開、
福のしま。
」
には、
春に咲き誇る花々や130を超える良質な温泉、
豊かな食など、
福島にあふれる観光資源の魅力と、
全国からのご支援に対する感謝の笑顔で、
福島を訪れる人をみんなでおもてなししたいという気持ちが込められています。
この気持ち

を本県に訪れるお客様に伝え、
「福島にまた来たい」
と感じてもらえる福島をつくりあげていく活動が
「福が満開おもてなし隊」
です。

▶ STEP.1
活動宣言をする

※登録申込書に必要事項を記入。

お問い合わせ

http://www.fuku-omotenashitai.jp

登録申込書のダウンロード
Webからのお申込みはこちら

▶ 福 が 満 開 お もて な し 隊 として 活 動 する に は

▶ STEP.2
FAX／郵送／Webで

▶ STEP.3
おもてなし
おもてなし隊運営事務局に申込む
缶バッジの到着

▶STEP.4

福島県観光復興キャンペーン委員会（県観光交流課内）TEL 024-521-7398
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おもてなし活動を
はじめましょう!
福が満開おもてなし隊

検索

特集「南会津地域」
国内屈指の豪雪地帯で知られる「南会津地域」は福島県の南西に位置し、只見町、下郷町、南会津
町、桧枝岐村の3町1村で構成されています。関東圏から車や電車で約3時間半とアクセスもよく、冬
にも多くの観光客が訪れます。

第28回 大内宿 雪まつり

【日時】2月8日
（土）13:00～
【会場】大内宿（下郷町）

9日
（日）9:30～

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊

大内宿の冬の風物詩「大内宿雪まつり」は、今年で28回目を迎えま

す。8日（土）は、昼から日本一の団子さし、丸太切り競争、きき酒大会

などが行われます。なかでも一番の見どころは夕方から行われる「御
神火戴火（ごしんかさいか）」。下帯姿の地元青年会の男達が、高倉神社

から御神火を戴き、松明を掲げながら集落を走り抜けメインステージ

に点灯します。極寒の中での勇壮な男たちの姿はまさに圧巻です。会

場には旧本陣跡を中心に、各家の前に手作りの雪灯籠やかまくらが作

を
肉汁
・
酒
甘
提供
無料
雪

られ、まさに雪国ならではの光景！夜は茅葺き屋根が雪灯籠の明かり
で幻想的に照らし出され、打上げ花火とともに会場を彩ります。

近くの温泉地「湯野上温泉」や「芦ノ牧温泉」か大内宿の民宿に宿

泊すれば、翌日も楽しむことができます。9日（日）も、わらじ履き綱引

き大会、大川渓流太鼓の演奏、そば食い競争、時代風俗仮装大会など
盛り沢山のイベントが用意されています。

DC Point

は、

の日

り
まつ

問合せ先

下郷町事業課産業振興班商工観光係
http://shimogo.jp/
TEL 0241-69-1144

重要伝統的建造物群保存地区「大内宿」

江戸時代の宿場町として栄えた大内宿。会津と日光を結ぶ下野街道の両脇に茅葺き屋根の
民家が並び、江戸へ向かう旅人の宿駅として重要な役割を果たしていました。1981年には、
国の重要伝統的建造物群保存地区に選定。現在も茅葺屋根の土産物屋やそば屋などが軒を並
べ、往時の面影が偲ばれます。春には、観光客への感謝とおもてなしの気持ちを表すため地
元住民が植えた菜の花が咲き誇ります。名物はネギ一本でそばを食べる「ネギそば」。大内
宿を訪れた際にぜひ食べていただきたい一品です。
問 大内宿観光協会 TEL 0241-68-3611

【日時】2月8日(土)10：00～

9日(日)10：00～

第42回 只見ふるさとの雪まつり 【場所】JR只見駅前広場（只見町）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

全国有数の豪雪地帯“最強の雪国”只見町が誇る冬の風物詩「只見ふ

るさとの雪まつり」。42回目を迎える今年は、水害からの復興及び

「ユネスコ エコパーク」登録祈願をテーマとし、町のいたるところ

に雪像が造られ、訪れた方を出迎えます。メイン会場には、ユネスコ
本部のあるパリにちなんだ「オペラ座」の大雪像が出現！迫力ある雪

中神輿や只見町の伝統芸能など、雪と共存してきた“自然首都”ならで
はのイベントが開催されます。

雪まつりのもう一つの見どころは何といっても花火大会！個人の願

いを込めた「祈願花火」や、雪まつり史上最大級の「自然首都・只見

歓迎花火」など、2日間で合計1,500発の花火が真冬の夜空を幻想的

に彩ります。『ゆきがふるたび

きたくなる』…福島県最大の雪まつ

り「只見ふるさとの雪まつり」で“最強の雪国”を満喫してみてはいか
がでしょうか。

問合せ先

只見ふるさとの雪まつり実行委員会
TEL 0241-82-5240 http://tadamisnowfes.com/

DC Point 「ブナの原生林」

2005年に「自然首都 只見」を宣言した只見町は9割を山林に占められ、ブナ、ミズナラ、
トチノキなどの広葉樹林帯が広がっています。特にブナ林は規模や原始性において国内第一級
であり、そのスケールの大きさは訪れる者を圧倒するほど。
2つの散策コース「恵みの森」＆「癒しの森」をトレッキングすれば、春には残雪や新緑に包
まれた森の中に山桜やカタクリが咲き、広大な原生林の美しさが間近に感じられます。

ブナ林

問 只見町観光まちづくり協会 TEL 0241-82-5250
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特集「南会津地域」
雪見風呂 檜枝岐温泉

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

尾瀬国立公園への玄関口として知られる檜枝岐村は、澄んだ空

気と緑の自然に包まれた地域。尾瀬檜枝岐温泉は、旅館、民宿、
一般家庭全てに温泉が給湯され、村内３箇所の公衆浴場では日帰
り入浴も楽しめます。泉質はアルカリ性単純温泉と単純硫黄温泉
の2種類。四季の移ろいを実感できる広々とした露天風呂はいつ

燧（ひうち）の湯

来てもいいものですが、今の季節しか味わえない“雪見風呂”をぜ
ひ一度ご堪能ください。
檜枝岐村 公衆浴場

「アルザ尾瀬の郷」25ｍプールを有する総合温泉スポーツ施設。露天
風呂「打たせ湯」
「気泡湯」は林に囲まれ大自然を満喫できます。

「駒の湯」会津駒ヶ岳登山口に近くてトレッカーに人気。川に面した露

天風呂は緑豊かで開放的。石造りの内風呂は30人も入れる程の広さ。

「燧
（ひうち）の湯」 尾瀬檜枝岐温泉で唯一の単純硫黄温泉。露天風呂

問合せ先

アルザ尾瀬の郷

駒の湯

尾瀬檜枝岐温泉観光協会 TEL 0241-75-2432
http://www.oze-info.jp/spa/

には川のせせらぎが心地よく響きます。

DC Point 「檜枝岐歌舞伎」
270余年に渡り、親から子へ代々受け継がれてきた伝統芸能「檜枝岐歌舞伎」。役者か
ら裏方まで全てが村民によって行われるこの檜枝岐歌舞伎は、村人たちが伊勢参りなどに
出かけた折、上方や江戸で見聞きした歌舞伎を村の娯楽に取り入れたのが始まりと伝えら
れています。歌舞伎の舞台は鎮守神の境内にあり、国の重要有形民俗文化財です。

上演：毎年 5月12日、8月18日、9月第1土曜日

問 尾瀬檜枝岐温泉観光協会 TEL 0241-75-2432

猟師（マタギ）体験

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

南会津町に猟師（マタギ）体験のできる何とも珍しいところがあ

ります。それは七ヶ岳山麓のたかつえスキー場にほど近い「NPO法

人A.R.S」。猟師体験で実際にライフルを使用できるのは免許を持っ

ている猟友会の方々のみですが、参加者は猟師に同行して狩猟を間
近で見ることができます。そこで自然ガイドや体験教室を幅広く手
掛ける㈱カズ・ウェブファクトリー代表取締役の谷戸（ヤト）さん

程 12 月下旬～3 月 14 日
（金）
1 泊 2日
（14 日出発が最終）
※詳しくは電話にて
受付人数 2 名様より
日

は気さくに語って下さいました。「（猟師体験を始めたきっかけ
は）ただ面白そうと思ったから始めたんだよ！だってこんな体験が

出来る所はなかなか無いからね。自然の大きさや時折見せる自然の
脅威を感じてもらったり、白銀の世界の静寂、獲物を仕留める風景

など“非日常”をお客様に体験して頂きたいんです。」猟師体験は1
泊2日。南会津の山中で鹿やイノシシを追いながら、滅多にない“非

日常”を味わってみませんか。

DC Point

参加条件 成人
㈱カズ・ウェブファクトリー
代表取締役の谷戸（ヤト）
さん

問合せ先

宿泊施設 南会津エリアの民宿
代

金 18,500 円／お一人様

会津高原どっとこむ TEL 0241-78-7012
http://aizukougen.com/travel.html

重要伝統的建造物群保存地区「前沢曲家集落」

「曲家」は東北に今も伝わるL字型平面の古民家で、南会津町（舘岩地域）の「前沢曲家集
落」および前沢曲家史料館にて見学できます。緩やかな斜面に茅葺き屋根が点在し、春は桜、秋
は紅葉、そして冬には豪雪という厳しくも美しい故郷の風景が広がっています。2011年に県内
で2番目となる“重伝建地区”に選定されてから注目を集めています。今年から来年にかけて行政
と住民、大学などが一体となった「地域おこし」が行われる予定です。

問 南会津町観光物産協会舘岩観光センター TEL 0241-78-2546

特集「南会津地域」の名産品

どぶろく しんごろう サンショウウオ
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詳しくはキビタン観光通信web版
「キビたび2月号」
でご紹介します。

冬の鉄道の楽しみ方
JR只見線

～会津・南会津地域～
・9（日）
風っこストーブ雪まつり号 【運転日】2/8（土）

絶景のローカル線として全国の鉄道ファンから人気のJR只見線。素朴な鉄

橋や青々とした水田、真赤に色づく紅葉や白銀の雪景色が美しい路線です。2

月には奥会津「只見ふるさとの雪まつり」に合わせて、
トロッコ車両（全席指

定）
と普通車両が１両ずつの編成でイベント列車「風っこストーブ雪まつり
号」を運行。会津柳津駅－会津川口駅間では各町内の観光協会職員が搭乗

し、乗客にどぶろくの試飲など嬉しいおもてなし。
トロッコ車両にはストーブ

が置かれ、大きく開けられた車窓からの眺めはまさに絶景‼ （2014年現在、

只見線は会津川口駅から只見駅まで不通となっており、代行バスが運行され

ています。）
先

問合

JR東日本お問合わせセンター （ご案内時間6：00～24：00）
列車時刻、運賃・料金、空席情報案内 TEL 050-2016-1600

会津鉄道

ほろ酔い列車

【運転日】2/8
（土）
・15（土）
・22（土）
・3/8（土）

会津鉄道では、冬の特別企画「ほろ酔い列車」が好評運行中です。ほろ酔い

列車は会津鉄道名物のこたつ列車で、西若松駅から会津田島駅までの約1時
間の小宴会が楽しめます。車内では会津の地酒が飲み放題のほか、おいしい

お刺身も味わえます。
じゃんけん大会などのイベントもあり、勝てば豪華賞品
が当たります。
（何が当たるかはお楽しみに。）

県内外から参加者が年々増えていて、
リピーターも多く毎年大盛況とのこ

と。予約制で、参加募集を始めると毎回すぐに売り切れてしまうほどの人気振

りです。参加ご希望の方はお早目に！
！
先

問合

会津鉄道株式会社 TEL 0242-36-6162
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=113

■参 加 費 大人お1人様 4,000円（日本酒＋北辰刺身セット）※日本酒飲み放題
■募集人員 各回 30名様（最少催行人員20名様）※係員がご案内します
■お申込み 各出発日の3日前 17：00まで

「アラスカからオーロラ中継」

郡山市ふれあい科学館
スペースパーク

～郡山市～

郡山駅に隣接する地下1階・地上24階の超高層ビル「ビッグアイ」。その最

上階にある
「郡山市ふれあい科学館スペースパーク 宇宙劇場」
で昨年大好
評だったイブニングアワー「アラスカからオーロラ生中継」が今年も開催され

ます。
アラスカのオーロラをプラネタリウムのドームスクリーン全天に生中継

で投映し、さらに、カメラが設置されている観測所のマイクから現地の音を
流すことで、
さながら現地にいるような感覚を楽しめます。

昨年は毎週土曜日に1回ずつ、合計8回の開催予定でしたが、予想を超える

反響だったので12回に延長されて合計1700人が訪れました。今年はさらに

多くの方に観てもらえるようシステムを強化し、日曜や祝日にも開催されま
す。ぜひ、北緯65度の“いま”のオーロラを体験しませんか。
日 時
場 所
定 員
観覧券

2～3月の土・日・祝
18:30～19:30
郡山市ふれあい科学館スペースパーク 宇宙劇場
先着220名
当日10時より販売します。
一般400円 高校・大学生等300円 小・中学生200円
幼児・65歳以上100円
※満席が予想されますので、お早めにお買い求めください。
ひばらこ

昨年の「アラスカからオーロラ生中継」の様子

ライブ中継によるオーロラ
※ 天候の都合などで、
を見られない場合がありますので予めご了承
ください。その場合には、事前に録画した迫力
あるオーロラの様子をお楽しみ下さい。
先

問合

郡山市ふれあい科学館 スペースパーク
TEL 024-936-0201

北塩原村 桧原湖 氷上ワカサギ釣り シーズン到来！
ワカサギ釣りファンの皆さんお待たせしました！！
いよいよ氷上のワカサギ釣りが本格的にスタートしました。
氷上でしか味わえない楽しみをぜひご堪能ください。
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期間

お問い合わせ 桧原漁業協同組合

～3月末迄

TEL：0241-32-3468

江戸時代の街並みを今に残す宿場「大内宿」

インタビュー

今月 の 女将
ひと

大内宿の名物女将

本家扇屋 女将

き

え

こ

浅沼 喜恵子さん

江戸時代の宿場町として栄えた大内宿。今回は、大内宿の名物女将「本家扇屋」の浅沼
喜恵子さん、通称「きいこおばや」にお話しを伺いました。
テレビ番組に出演するなど、全国
的にも有名なきいこおばや。温かい人柄は、
まさに大内宿の母のような存在。芸能人の方々
からも慕われていて、歌手の川中美幸さんとは大の仲良しだそうです。
この日も、飾らない会津弁で元気よくお話し下さいました。

民宿を始めたきっかけは？

大内宿に来ていたお客さんが「もっと泊まれるとこがあるといいのに」

と話していて、なんでですか？と聞いたら
「ここに住んでる人ともっと話が

したい」
と言ったんだぁ。それで、
もともと人と接することが好きで、料理も

好きで、マメに働くのも好きだったから、親兄弟説得して、昭和58年から
民宿を始めたんだぁ。

民宿を運営するうえで心がけている事

お客さんが我が実家だと思って「ただいま」
と帰ってこられるような宿

にしたいと思ってんだぁ。
「また、あの宿に行きたい」
と思ってもらえるよう
な皆が来やすい宿を心がけてるなぁ。今では常連さんが多く、年に何回

も泊まりに来たり、4連泊していくお客さんもいんだぞ。

おらい（オラの家）の母ちゃんはマメで、人をもてなすのがとにかく好

きで、家にはお客さんが良く来ていたな。おらいの家は貧乏でおかずが
なかったけど、母ちゃんはお客さんに料理を出してた。子供の頃は”何だ

本家 扇屋 女将

っ？”て思ったけれど、親のそういう姿を見て育って、今自分が民宿でお客

。
趣味：歌だな、カラオケ
特技：卓球
。
好きな食べ物：なんでも
嫌いなものねえ。
好きなお酒：ビール

ったと思ったぁ。今幸せだからなぁ。

浅沼 喜恵子さん 64歳

さんをもてなす立場になってからは、やっぱり親の教えは間違いじゃなか

民宿をやっていて良かったこと

やっぱり人間は出会いだなぁ。
日本全国いろんな人と出会えて楽しい。

本当、大内宿に嫁に貰ってもらえて良かったと思う。

喜恵子さんの笑顔の秘訣

秘訣なんてねぇーぞ(笑)、作り笑顔でねぇから。皆に笑顔が良いって褒

められるけど、生まれた時からこの顔だから親に感謝だなぁ。名前もその

通りで、喜んで恵まれる子になるようにと願いを込めて
「喜恵子」
と、おら
いのおじさんが付けてくれたんだぁ。昔は貧乏だったからだなぁ。大変で

も、
「心には貧乏するなよって」母ちゃんによく言われたぁ。

大内宿の魅力・オススメの過ごし方

建物、人、環境・・・全てが魅力だなぁ。そして、
とにかく人が良い。皆の心

が温かくて、優しさが滲み出てる。大内宿のオススメ？...もちろん日中に観
光するのも良いけど、夜もいいぞ。夏はホタル。あとは星空だなぁ。来た

お客さんは皆喜んでたぞぉ。ほんとに綺麗なんだぁ！流星も見える時もあ

って、子供から親まで楽しんでるぞ。

冬になると囲炉裏に火をくべ、お客
さまの到着を待ちます。
囲炉裏を囲むと、より一層お客さま
とのおしゃべりに花が咲くそうです。
お問い合わせ

□ 大内宿観光案内所

メッセージ

大内宿はとにかく良い所だよぉ。昔ながらの生活をしている全国でも

珍しい場所だから、来たときは住んでる人ともぜひ話してみてください
ね。きっと心が温まるんだから。
TEL：0241-68-3611
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□ 本家扇屋

TEL：0241-68-2945

おでかけ＆イベントカレンダー
◆2014年2月7日(金)～2月8日(土)
会津絵ろうそくまつり～ゆきほたる～ (会津若松市)

◆2014年2月21日(金)～23日(日)
第6回裏磐梯雪まつりエコナイトファンタジー(北塩原村)

◆2014年2月11日
（火）
白河だるま市(白河市)

◆2014年2月23日
（日）
からむし織の里雪まつり(昭和村)

【場 所】鶴ヶ城・御薬園・市内各所
【問合先】会津絵ろうそくまつり実行委員会事務局 TEL 0242-36-5043

【場 所】裏磐梯サイトステーション レンゲ沼
【問合先】裏磐梯観光協会 TEL 0241-32-2349

【場 所】白河駅前中心地
【問合先】
（財）白河観光物産協会TEL 0248-22-1147
め

ひなを愛でる旅

【場 所】からむし織の里
【問合先】昭和村観光協会

TEL 0241-57-3100

県内各地の商店街で行われている「ひなめぐり」。歴史の古いものから、新しいものまでカタチは様々です。
ちょっぴり早い春を告げる「ひなめぐり」の旅に出掛けてみませんか？

ぐるっと会津ひなめぐりスタンプラリー
2月4日
（火）～2014年3月3日
（月）
会津地方7地区の会場で開催します。

【対象地域】
会津若松市・喜多方市・会津坂下町・会津美里町・
猪苗代町・湯川村・南会津町
【問合先】
アネッサクラブ TEL 0242-28-0214

桑折宿雛めぐり

2月16日
（日）～2014年3月3日
（月）

【場 所】桑折町中心市街地
【問合先】桃雛まつり実行委員会 TEL 024-582-2474

城下町白河おひな様めぐり 2月22日（土）～3月4日（火）

【場 所】大工町・中町・本町通り
（白河市）
【問合先】本町町内会 TEL 0248-22-8249

ぐり
ひなめ
マップ

その他県内各地で、
イベントが開催されます。詳しくは「ひなめぐりマップ」http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/hinameguri26.pdf

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

検索

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

東北応援コース
「ひなの蔵めぐり」とふれあい通り冬の「て・し・ご・と展」・ジオラマミニ体験

東北応援コース
フラガールが生まれた街 いわき湯本温泉を歩いてみっぺ！！

2月16日
（日）

1月10日
（金）～3月30日
（日）

喜多方の老舗商家に伝わる「ひな飾り」の見学と古くから伝わる冬の手仕事、つる・樹皮などの編組細工を見学。

風情豊かな歴史ある温泉街を巡る。

【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㎞

【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㎞

インターネット専用コース
蔵のまち喜多方冬まつり
【ラーメンフェスタ】

インターネット専用コース
蔵のまち喜多方冬まつり
【そばフェスタ】

2月22日
（土）

2月15日
（土）

冬の喜多方だから美味しさ満載！全国の有名店が喜多方で味の激突！

冬の喜多方だから美味しさ満載！そば産地ならではの美味しさ求める”そば巡り”

【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㎞

【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㎞

冬の
イベント列車
奥会津を「只見雪まつり」にあわせて走ります。
会津若松
会津川口
会津川口
会津若松
9：38着
14:27着
7：37発
12：33発
定期列車 1両 自由席 + 風っこ 1両 指定席

冬の
イベント列車
蔵のまち「喜多方」へ、ストーブ列車で行こう。
郡 山
喜多方
喜多方
郡 山
11：01着
17:06着
8：56発
15：05発
風っこ 2両 + イベント車 1両 全車指定席

・
風っこ ストーブ 雪まつり号【運転日】2/8・9

風っこ ストーブ 磐梯号

【運転日】2/15・16
・

2014年1月11日、
いわき市にあるJR湯本駅で
「いわき・ときわ路夢街道キャンペーン」
の“いわきエリ
ア”でのオープニングセレモニーが執り行われ、
約50名の乗客一人一人にレイが贈られました。
キャ
ンペーン期間中はお座敷列車
「ゆう」
がいわき駅－上野駅間を2月に2回、
3月に4回限り日帰りで往復
運行されます。
終点のいわきでは水族館や温泉などの観光スポットをバスで巡って、
あんこう鍋も
召上がれます。
“おもてなし”の心でお待ちしております。
快速
お座敷列車
「ゆう」

いわき・ときわ路
夢街道号

いわき

本

JR東日本「旅どきnet」いわき・ときわ路夢街道キャンペーン専用サイト

10:07 着 10:15 着

湯

野
19:19 着

〜

7:13 発

上

停車駅

運転日：2 月 15 日
（土）
・22 日
（土）、
3月1日
（土）
・8 日
（土）・9 日（日）
・21 日
（金・祝）

16:10 発 16:03 発

お座敷列車
「ゆう」
の車内

キャンペーン専用
◀ 詳しくは、
サイトをご覧ください

http://www.jreast.co.jp/tabidoki/iwaki/

！
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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沿線の駅で配布中「いわき・ときわ路 夢街道」のパンフ

※「風っこストーブ雪まつり号」の風っこ車両及び「風っこストーブ磐梯号」は乗車券の他に指定席券が必要です。
乗車券、指定席券のお求め・お問い合わせは、JR東日本の主な駅のみどりの窓口・びゅうプラザ、および主な旅行会社へ。

雪マジ！ふくしま

