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ふくしまの旅

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

白河観光人力車

新風亭

代表

遠藤良一さん

今年の冬は県内外で大雪に見舞われましたが、
ようやく春の足音が響く時節になりました。そして４

月から開催されるふくしまプレＤＣ「福が満開、福のしま。」福島県観光キャンペーンもいよいよ目前に

迫ってきました。今年はプレＤＣ特別企画として、県内を楽しく巡れるポイントラリー、
スタンプラリー、
宝探しイベントなど盛り沢山。福島の春は賑やかに、観光客の皆さんをお迎えいたします。

さて、キビタン観光通信vol.11では、一足早く春が訪れる
「県南」地域を特集します。
また今月の人で

は、震災後に浜通りから白河市へと移住して観光人力車を続けている“新風亭”こと遠藤良一さんを特
集します。
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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。

いよいよ目前 プレDC

来月から開催されるプレDC
「福が満開、
福のしま。
」
福島県観光キャンペーンを目前に控え、
２月には県内各地および
首都圏にて開催に向けた様々な取組が行われました。
毎月ご紹介している観光まちづくりワークショップに加え、
今回は
主な動きを特集してご報告します。

首都圏観光キャラバン実施

2月12日から13日にかけて、
県内自治体、
観光関係者、
女将、
キャンペーンクルーなど約120名の方にご参加いただき、
上

野駅でのキャラバン出発式を皮切りに、
首都圏20のＪＲ駅で観光ＰＲを行いました。
2日間でなんと3万人の方に、
観光パ

ンフレットを配布するなど、
福島の
魅力を紹介しました。
また、
首都圏
旅行会社への訪問も行い、
来年本

番に多くの旅行商品を造成いただ

けるようお願いしました。

平成 25 年 第 3 回福島県観光復興キャンペーン委員会総会の開催
2月21日、
プレＤＣ期間中の事業とふくしまＤＣに向けた準備事業の計画及び予算の審議が行われ、
予算案が承認され

ました。
（平成26年度福島県観光復興キャンペーン委員会事業
（ＤＣ関連事業抜粋）
）

・全国宣伝販売促進会議の開催

ふくしまＤＣ開催に向け、
全国の旅行会社を招待し、
ＤＣで実施する事業や受入体制、
地元の意気込みを発表します。

開催日：平成26年5月21日
（郡山市ホテルハマツ）

参加者：旅行会社、
ＪＲグループ、
福島県知事、
首長、
県内関係者等 計1,000名

※会議翌日から、
旅行会社、
ＪＲグループを対象に、
県内7コースに別れて、
現地視察
（エクスカーション）
を実施します。

・福が満開おもてなし隊の募集

平成25年度に引き続き、
「福が満開おもてなし隊」
活動宣言書にお申込みいただいた県内の団体・個人に対し、
目印となる缶バッチをお送りします。

・ＤＣ公式ホームページ
（観光ＨＰ
「ふくしまの旅」
内）
機能の追加
・花いっぱいおもてなし運動の展開
・メディアや交通機関、
ＩＴを活用した一般観光向けのプロモーションの実施 など

プレＤＣ「福が満開、福のしま。」
福島県観光キャンペーン共同記者会見
２月21日、
プレＤＣの開催にあたり、
佐藤雄平福島県知事、
東日本旅客鉄道

株式会社 西野史尚仙台支社長、
小池邦彦水戸支社長による共同記者会見を

行い、
プレＤＣの概要・取組みをP3～4のとおり紹介しました。

左から小池邦彦水戸支社長、佐藤雄平福島県
知事、西野史尚仙台支社長

「福が満開ふくしま隊」
結成！

共同記者会見に引き続き、ふくしまＤＣ開催に向けて、福島県の観光の魅

福島県知事からの任命状交付模様

力を県内外に発信する
「福が満開ふくしま隊」
の初披露が行われました。

これまで
「ふくしま八重隊」
として約１年半に渡り500回以上のイベントに参

加したメンバーが、
さらに磨きをかけたステージパフォーマンスで福島県の観
光をＰＲする
「福が満開ふくしま隊」
として、
新たな活動をスタートします。

福が満開ふくしま隊
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プレDC「
」
福島県観光キャンペーンの概要と取組み
DC の展開

2月21日の
共同記者会見で
発表した内容です

～３か年計画で震災前の観光入込へ～

１．
メインテーマ ：「花」
「食」
「温泉」

3つの共通テーマを全県での広報宣伝の柱とし、ガイドブック・ポスター等 各種媒体で本県最大の魅力としてPRを強化。

２．
統一感 ：「おもてなし」
「観光復興」
「応援への感謝」
観光客の満足を得られるような統一的なおもてなし・受入体制確立。

３．
地域テーマ：各方部の特色によりそれぞれ設定

各方部の特色（歴史、体験、日本酒、街歩きほか）により、総合ガイドブック のエリアページや旅行商品造成等で情報発信。
プレDC

Ｈ26．
4．
1～6．
30

県民の盛り上げやおもてなし向上で受入体制整備

DC本番

Ｈ２７．
４．
１～６．
３０

全国での広報宣伝で観光入込を震災前水準へ

アフターDC

Ｈ２８．
４．
１～６．
３０

ＤＣ観光素材定着・商品化でさらなる飛躍へ

何度でも訪れたくなる魅力あふれるふくしまへ

プレDC における福島県の取組み
ポスター・ガイドブック等による県内外での広報宣伝
①プレＤＣポスター（４種）
【合計B1/21,000枚、B2/47,000枚】

②総合ガイドブック
【50万部】

プレDC最大の販促
ツール 。J R 等 の 各
駅 、道 の 駅 、S A 、観
光 案 内 所 など県 内
外 1,000箇所以 上
に設置。会津、中通
り、相 双、いわきの
方部版4種も併せて
製作。

③観光交通ガイドブック
【10万部】
※二次交通総合 案内

プレＤＣ特別企画による県内周遊の促進

①「福が満開、福のしま。」
プレゼント＆クーポンキャンペーン
(2/17～12/31)
県内728施設が
参加するクーポン
機能付きポイント
ラリー。
ポイントに応じて
1,062名に宿泊券
等が当たる。

②花の王国ふくしまキビタン
フラワースタンプラリー
(3/21～6/30)

県内205の花の名
所を巡ってスタン
プを集めると抽選
で1,000名に県産
品 等が当たる。

④おもてなし案内人ガイド
ブッ ク
【20万部】
※ガイド・語り部総合案内

③リアル宝探しイベントin 福島
「コードＦ－４」
～新島八重が遺した宝具を探せ～
(3/21～8/31)
県内20エリアのど
こか に 隠 さ れ た
宝 箱を探 す 宝 探
しゲーム。宝箱の
発見者には豪華
賞品が当たる。

次ページ
に続くよ
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プレDC における福島県の取組み
おもてなしや地域と連携した取組み
①県民みんなでおもてなし缶バッジ を着用！
「福が満開おもてなし隊」
本県を訪れる観光客を県民みんなでおもてなしするた
め、
自分で実践するおもてなし活動を宣言してもらい、
共
通の缶バッジを付けて各自が活動。
県民10万人以上の参
加が目標。

②おもてなし研修会の開催

観光関係者のおもてなし向上を目指し、県内６会場で1
～2月に実施。
平成26年度も開催予定。
また、
関係者向け
のおもてなしマニュアルも作成予定。

③旅づくりワークショップの開催（目玉観光素材開発）
④「花の王国ふくしま」花いっぱいおもてなし運動事業

ようこそ!

ようこそ!
福島 へ

福島 へ

⑤春のフォトコンテスト開催（3/20～7/18）
⑥のぼり、
ステッカー等による観光客歓迎

⑦列車、
タクシー、バスのラッピング等運行

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
2014年 4月～6月 プレDC「福が満開、福のしま。」福島県観光キャンペーン

⑧県アンテナショップ等における誘客ＰＲ

2015 年 4 月1日～6月30日

福 島 県 観 光 復 興キャンペーン委員会

「ふくしまデ スティネ ーションキャン ペーン」開 催
2014年 4月～6月 プレDC「福が満開、福のしま。」福島県観光キャンペーン
福 島 県 観 光 復 興キャンペーン委員会

⑨各種観光イベントでのＤＣ告知及び誘客ＰＲ

⑩各ＤＣ地域推進協議会、各市町村のＤＣ推進支援

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

ようこそ! 福島へ

キビタン

プレＤＣ最大のイベント
「全国宣伝販売促進会議」
の開催
日時：平成26年5月21日
（水）
13：00～ 場所：郡山市 ホテルハマツ

●旅行会社やＪＲ社員約600名を招待。ホスト側として県内関係者約400人で大プレゼン会を実施。
●各地域の観光ＰＲコーナー・体験ブースの設置、旅行会社との商談会の開催。
●本県の食の魅力をＰＲする歓迎レセプションの開催。
●翌5月22日
（木）
～23日
（金）に1泊2日及び日帰り7コースのエクスカーション（現地視察研修）を実施。

旅行会社、
民間事業者等との連携

①七転び八起き観光キャラバン(9月頃)で首都圏
旅行会社に対するＤＣ最終説明会の開催
②大阪、札幌等全国各地でのＤＣ説明会(9月頃)
③旅行会社県内招聘による観光素材ＰＲ(8月頃)

④ＤＣ観光素材利用促進パンフレット・バス助成
⑤プレＤＣ観光素材ブラッシュアップ旅行商品催行
⑥東武鉄道､都営地下鉄､ネクスコ等でのＤＣ告知
⑦県内地方紙によるＤＣ観光素材紹介記事連載

その他

①4/5オープニングイベント
（県内全域でＪＲ の駅を中心としたおもてなしほか）の開催
②6/28,29クロージングイベント
（ＳＬ運行に合わせたおもてなしほか）の開催
ＤＣ本番用（最終）観光素材提案の流れ
～6月まで

7月

9月

観光素材最終
ブラッシュアップ

最終提案
募集締切

観光素材
集完成

10月以降

※最終区分分類
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ガイドブック、ポス ター、
各種広報宣伝への活用

とっても
盛りだくさん！
4月が待ち
どおしいです！！

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㈱日本旅行の講師を招き郡山市と会津若松市で行われたワー

クショップの模様をご紹介します。
2014年2月4日開催

郡山地区ハイヤータクシー
協同組合

プラン案の一部をご紹介
・桜をメインテーマにしたコース

郡山市

第3回ワークショップで

は、前回に引き続き「こと

りっぷ

郡山さんぽ」に

掲載する、“タクシー観光

プラン”を練りました。ま

ずは前回までに練られた

観 光コースのタイトル 付

け。各コースのオススメのキーワードで抽出し、そこから地元ならでは

の’’妙案’’をプラスし、印象的なタイトルを編み出していきました。そし
てさらに’’タクシー観光’の魅力を磨き上げる作業。参加者は日頃あまり

千年の滝桜と室町時代の桜づくし旅

・スイーツと縁むすびをメインテーマにしたコース

まちなかで見て食べて東北のお伊勢様
で運だめし

・郡山三大美人とパワースポットをメインテーマに
したコース

姫肌美人になれる郡山の三大美女伝説めぐり

【タクシー観光の魅力】

・バスや電車と違い時間に縛られることなく好みの
スケジュールを組める。
・急なプラン変更にも臨機応変に対応できる。
・ガイドブックに載っていない隠れた名所を案内できる。
・荷物が多くても安心。
など

意識していなかったタクシーの魅力を再認識出来たようです。隠れた

『ことりっぷ 郡山さんぽ』
（3月末発行）をお楽しみに！

観光案内人であるタクシードライバーと観光のプロによって作り上げら
れたプランはまさに一見の価値があります。
2014年2月18日開催

会津若松市 七日町通り
まちなみ協議会

プラン案の一部をご紹介

会津若松市

2組のシニア夫婦が男女別行動をするプラン
スタート

七日町通りは“まち歩きスイーツ”やス

・会津ブランド館でソースカツ丼を食べ歩き
・会津中将などを試飲

展させて、シニアのニーズの把握、名所

ご主人用

“めぐり合い観音”の活用、魅力的なコー

協力 （株）
日本旅行（日本旅行総研）

ゴール

奥様用

夫婦別行動

会津漆器と歴史
的建造物を見学

スへの誘導等を話し合いました。参加者は日頃から街づくりに携わっ

きプラン”が具体的になって来ました。

記念写真

七日町通りを食べ歩き

のまち歩きについて」というテーマを発

姿が見えてきた」と感想が寄せられ、七日町通り界隈の新たな“まち歩

阿弥陀寺

阿弥陀寺で史跡めぐり

り先進地。ワークショップでは「シニア

熱した議論が交わされました。会場からは「今後の七日町のあるべき

記念写真

駅カフェでマップ（七日町）
をもらう。
安全祈願+見学

タンプラリーなど実施しているまちづく

ているメンバーなので、“街あるき”に独自の改善点を考案するなど白

七日町駅

常光寺

食べ歩き
スイーツめぐり
めぐりあい観音

人と人の巡り合いの観音様として信仰されて
いる
「めぐりあい観音」
で夫婦が再会

『散歩の達人 ツウ旅』
（3月21日発行）をお楽しみに！

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「県南地域」
白河市、
西郷村、
泉崎村、
中島村、
矢吹町、
棚倉町、
矢祭町、
塙町、
鮫川村の１市４町４村からなる県南地域。
首都圏からおよそ200km圏内に位置し、
新幹線や高速道路を使えば2時間ほどでアクセスできて、
歴史・自
然・伝統と観光名所も多く、
県内でも人気の観光スポットです。

白河三大観光スポット

白河市

白河小峰城

白河は古来より東日本の一大拠点で、復
元された三重櫓は東北屈指の名城です。南
北朝時代には、結城家が霊山の北畠家と共
に南朝に参与して戦いました。江戸時代に
は、阿部家が会津松平家と共に最期まで幕
府を補佐しました。城山公園（白河小峰
城）の白河集古苑では、これら白河の名家
を紹介しています。
JR白河駅から徒歩約10分。城山公園は
風格ある三重櫓（天守）や石垣が往時を彷
彿とさせます。震災の影響でまだ三重櫓に
は入城できないものの、周辺は自由に散策
できます。

南湖公園 翠楽苑

二百年ほど前、幕政を司った白河藩主・
松平定信公が、“楽翁”の異名をとって地元
白河に多くの文化資源をもたらしました。
楽翁が造成した日本初の公園「南湖公園」
の周辺には、今では南湖神社や翠楽苑など
設けられています。
JR白河駅から車で約10分。南湖公園は
湖畔一周30分ほどで散策できます。3月に
は南湖森林公園の管理棟が冬季休業から
再開し、隣接する翠楽苑では松楽亭を利用
したお茶会等も盛んになります。

白河関跡

奥州（東北）へと通じる関所は白河にあ
ったことは、奈良時代にも知られていまし
た。その後しばらく廃絶していた“白河の
関”には、旅情に誘われて多くの歌人が訪
れています。「奥の細道」をつづった松尾
芭蕉や弟子の曽良もここで俳句を詠みまし
た。
白河市街から車で約30分。白河神社が
ある白河の関跡は厳かな雰囲気を湛えてま
す。隣接する白河関の森公園にはレストラ
ンもあり、終日ほのぼのと過ごせます。

問合せ先

（財）白河観光物産協会 TEL 0248-22-1147

http://shirakawa315.com/

DC Point 「奥久慈の山ツツジ～矢祭山公園・風呂山公園～」

奥久慈自然公園を走る国道118号線は、茨城県から白河方面へ向かうドライブルート。
その国道およびJR水郡線に沿って久慈川が流れ、その清流を挟んで奇岩怪石に富む山々
が連なります。JR矢祭山駅前に広がる矢祭山公園は、ゴールデンウイークには5万本以上
もの山ツツジに彩られ、散策コースは久慈川を渡って夢想苑や桧山（標高510ｍ）へと続
きます。また、JR磐城塙駅南側の九ツ山（標高477ｍ）の山麓は、百年前に地元青年会が
山ツツジを植樹してから「風呂山公園」として親しまれています。
問 ㈱矢祭山観光センター

雉（きじ）料理

TEL 0247-46-3161

問 塙町観光協会 TEL 0247-43-3400

矢祭山のツツジ

風呂山のツツジ

矢吹町

雉（きじ）は古来より世界各地で狩猟されており、平安京でも雉肉は

主要な鳥肉として親しまれてきました。特に祝いの席で振る舞われる
雉料理はご馳走でしたが、戦後にはブロイラーの大量生産が始まった

ことで、雉肉自体めっきり出されなくなりました。しかしここ矢吹町は、
かつて宮内省(現・宮内庁)直轄の御猟場があったことから、雉をまちづ

くりの一環と捉え、
「きじの里やぶき」を展開しています。
町内の「お食事処

さゝ川」では、きじせいろそば・きじ鍋コース・

特製きじ釡飯などを堪能することが出来ます。雉肉は高タンパク・低カ

ロリーで、あっさりでありながらコクのある味わいが特徴。人気メニュ
ー「きじせいろそば」は、雉肉でしっかりとだしを取ったつけ汁に雉肉

とこんがり焼かれたネギが入っており、ご自慢の手打ちそばをつけて頂
きます。まさに雉肉の旨味がギュッと詰まった逸品です。

DC Point 「やぶきじくん」

問合せ先

矢吹町商工会

お食事処 さゝ川

きじせいろそば

TEL 0248-42-4176
http://www.f-yabuki.net/

TEL 0248-42-3339

明るい笑顔のご当地キャラ“やぶきじくん”。日本各地のゆるキャラグランプリでは福島県代表、あるいは東北代表
として常連になっています。矢吹町内ではストラップあるいはモニュメントとして姿を見せていて、昨年は矢吹町復
興まちづくりセンターに“2代目”が登場しました。
今年初夏に竣工する矢吹町商工会にて新発売されるメニューでは、やぶきじくんも一役買うのだそうです。さて
どんなメニューか、お楽しみに！
問 矢吹町商工会
TEL 0248-42-4176
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特集「県南地域」
林’養魚場 ますつり公園

西郷村

今年で80周年を迎える林’養魚場は長い歴史を持つうえ、鮭鱒類

の飼育にかけては国内最大規模の養魚場でもあります。敷地内に

ある日本庭園に囲まれた「ますつり公園」ではニジマスなどの魚釣

りが楽しめます。その魅力はなんといっても強い引き。阿武隈川の

豊富な水を引き込んで育てることにより、十分な運動をさせること

で力強い魚を育てているのです。その釣り応えは他の釣堀ではな
かなか味わえず、釣り客はつい釣り過ぎてしまうのだとか。

隣接する「にじます亭」では、釣った魚を調理していただけるの

はもちろん、釣りをしない方でも新鮮で美味しいニジマス料理を堪

能できます。なかでも一押しのメニューは、林’養魚場が自信を持

って提供するオリジナルブランド「阿武隈川メイプルサーモン」が

使われている「メイプルサーモン山もり刺身定食(1,500円)」。その

脂がのったお刺身は、まさに舌の上でとろける美味しさです。自慢

の逸品をぜひ一度ご賞味下さい。

DC Point 「雪割橋」

問合せ先

西郷村観光協会

TEL 0248-25-5795

林’養魚場 ますつり公園 にじます亭
〒961-8061福島県西白河郡西郷村小田倉字後原66
TEL 0248-25-2041

福島県を縦断して仙台湾にそそぐ東北2位の大河・阿武隈川。
その源流は白河と奥会津の間の深い森
の中にあります。温泉やキャンプ場などレジャー施設が点在する国道289号線から側道を通って渓谷に
出ると、古めかしいアーチ式鉄橋（長さ81ｍ・谷底からの高さ50ｍ）が森に浮かぶように架かっていま
す。
その雪景色はまるで深い渓谷が一面の銀世界を割っている様で、“雪割渓谷”“雪割橋”と称えられ、春
には新緑に真紅の鉄橋が映えます。
問 西郷村観光協会

TEL 0248-25-5795

http://nishigo-kankou.jp/

ルネサンス棚倉 乗馬体験

棚倉町

ルネサンス棚倉は自然豊かな環境の中でスポーツ、温泉、研修、

体験が楽しめるリゾート型多目的宿泊施設です。施設内の「ルネサ

ンス棚倉乗馬クラブ」ではインストラクター指導の下、乗馬体験が

楽しめます。初心者向けに、左右に曲がったりする簡単な動作を15

分ほど体験できる手軽なコースもあります。「乗馬は馬を信頼する

ことが大切です。実際に乗馬体験をした方からは、馬の上から見る
景観が別世界だった、思っていた以上に馬が大きく驚いたがおとな

しく可愛かった、などの声があります」と話す、ルネサンス棚倉・
営業課の金澤さん。現在16頭の馬を飼育しており、のんびり屋のサ

クラグランド(14歳)、栗毛の人気者ライアン(12歳)など個性豊かな
メンバーが勢ぞろいです。

また、ランチとクアハウス(大浴場)も堪能できるお得な「リゾー

ト気分で乗馬体験とランチのセットプラン(3,500円)」もご用意。ぜ

ひこの機会にルネサンス棚倉で馬との触れ合いを楽しんでみては

いかがでしょうか。

問合せ先

ランチ

株式会社 ルネサンス棚倉
http://www.r-tanagura.jp/
TEL 0247-33-4111

DC Point 「棚倉城跡（亀ヶ城公園）桜 十万石棚倉城まつり」

元和8年（1622年）、棚倉に移封された丹羽長重は近津明神（都々古別神社）
を馬場の地に遷宮し、
そ
の跡地に棚倉城（通称“亀ヶ城”）
を築城しました。今もかつての本丸の堀や土塁が遺る名勝です。
例年4月20日頃にはお堀の内外に植えられた約500本の桜が咲きほころび、夜間にはライトアップさ
れて幻想的に染まります。
その頃に開催される
「十万石棚倉城祭」
では、武者行列や火縄銃術演武、
お国
替え籠競争などで往時を偲びます。
問 十万石棚倉城まつり実行委員会
（棚倉町商工会内）TEL 0247-33-3161
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クアハウス
（大浴場）

塩屋埼灯台

～いわき市～

日本の渚百選にも挙げられる薄磯海岸や、波が強くてサーファーが集う豊

間海岸などがある磐城海岸。長い間その周辺海域は難所で知られ、1899年
に最初の灯台が建てられました。それから幾度も建て直された塩屋埼灯台
は、福島の海のシンボルです。3年前の震災で未曾有の大津波に襲われ、灯
台は半年後に再点灯したものの、ずっと立入禁止のままでした。

そして先月22日、灯台周辺の修復工事が完了して待望の一般開放を迎えま

した。当日は午前10時より海上保安部長・いわき市長・地元関係者らの立会
いのもと、晴れやかに記念式典が行われました。灯台は当日限定で無料開放

されて、県内外からはるばる塩屋埼を訪れた多くの見物客からは、
「懐かしい

“豊間の灯台”が戻ってよかった。」
「ここから再出発。震災復興に弾みをつけ
たい。」
と喜びの声が寄せられています。
先

問合

一般社団法人いわき観光まちづくりビューロー

☎0246-44-6545

いわき市観光情報サイトHP http://www.kankou-iwaki.or.jp/news/32154

和田観光苺組合

塩屋埼灯台復旧完成記念式典

～相馬市～

寒冷な東北地方で苺が栽培できるようになったのは戦後のこと。
福島県い

わき地域の農家が苺栽培に成功したのが最初でした。
それを受けて相馬でも
栽培され始め、
1988年には東北で初めて苺狩りができる観光農園をオープン

させたのが和田観光苺園でした。
毎年1月から5月末まで新鮮な朝採り苺の販

売や苺狩りが楽しめます。
今では毎年3万人前後のお客様が苺狩りに入園する

いちご狩り 30 分食べ放題！

大農園になっています。

昨年から高設の水耕栽培も始まり、
立ったまま苺狩りができると好評です。

入園料

品種は味にこだわって人気の数種類を選定し、
味の良くなる有機質の肥料を

2月10日～3月 31日
4月 1日～5月 6 日
5月 7 日～6月 1 日

主に施しています。
震災直後は津波や風評被害で入園者数が減りましたが、
3
年を経た今、
県内外から団体・個人ともに客足が戻りつつあります。
先

問合

相馬市観光協会事務局
☎0244-35-3300
和田観光苺組合 福島県相馬市和田字下柴迫94

入園受付時間 10：00～16：00

1,200 円
1,000 円
800 円

●団体割引は、25名様以上です。●小学生未満は、半額です。

http://blog.wadakanko-ichigo.jp/

☎0244-36-5535

プロジェクションマッピング はるか 2014 ～会津若松市～
昨年3月、
福島県内では初めての大規模なプロジェクションマッピングが会

津若松市で上映されました。
『鶴ヶ城 プロジェクションマッピング

はるか』

は2日間上映され、
鶴ヶ城周辺は大勢の見物客で埋め尽くされました。

そして今年3月、
再び同じ会場で多彩なクリエイターたちが復興を盛り立て

ます。
上映作品
「庄助の春こい絵巻」
を制作しているのは、
影絵作家の藤城清治

（敬称略）
をはじめ、
音楽を大友良英とSachiko M、
アニメーションは橋本大祐、
そして総合演出を森内大輔という、
そうそうたる顔ぶれ。
なお大好評だった昨

年の作品も同時上映されますので、
見逃した方はぜひご来場下さい。
今年の

上映日程は昨年より大幅に増え、
3月15日から23日まで、
なんと合計7日間
（各日
4回ずつ）
。
なお入場は事前申し込み限定なので、
お早目にお申込み下さい。

日

時

2014年3月 15日(土)

①18:30～

②19:15～

16日(日)

19日(水)

③20:00～

20日(木)

21日(金・祝)

C

fukushima SAKURA PROJECT / NHK Enterprises /
Seiji Fujishiro / HORIPRO

22日(土)

23日(日)

2013年版と2014年版の2本同時上映

④20:45～

鶴ヶ城プロジェクションマッピングはるか2014

※入場券がないと入場できません。お申込みはこちら▶ http://www.fukushimasakura.jp/tsurugajo/
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城下町・白河の
‘
‘桜のトンネル”
の下で人力車を引く

インタビュー

今月 の

白河観光人力車＆太鼓

新風亭

人力車

ひと

代表

遠藤

良一さん

富岡町の夜ノ森公園で夜ノ森観光人力車「新風亭」
を営んでいた遠藤良一さん。震災後

は白河市に拠点を移し、白河観光人力車として再開しました。白河市を始め県内及び全国

のイベントや結婚式などに駆けつけ人力車で華を添えます。
これまでの歩みについて、遠藤

さんが独自に集められた資料や写真をもとに語っていただきました。
まさに粋という言葉が
ぴったりの男性です！

人力車を始めたきっかけ

俺は、
日本の伝統文化である
「人力車」に出会って、惚れたんだ。

桜の名所で知られる地元富岡町の夜ノ森公園で“粋な人力車を走らせ

たい”と思って、始めたのが「夜ノ森観光人力車」。まぁ夜ノ森を愛する心

だな。屋号も“夜ノ森公園(富岡)に新しい風を吹かせたい”と思いを込め

て
「新風亭」にしたんだ。震災後は“3年以内に家・事務所・倉庫をどうにか

する”という具体的な目標を立てた。縁あって白河市で「白河観光人力車」

を立ち上げたのが2013年7月2日。“石の上にも三年”というように、震災
から2年4カ月で再出発できたんだ。

人力車の歴史

人力車の歴史を調べると、明治3年3月24日に日本橋で開業していて、

今年で144年目なんだ。最盛期の明治29年には日本全国に約21万台も
の人力車があったらしい。旧国鉄の白河駅前では、1918年（大正7年）に
は約60台の人力車が稼働していたそうだ。

人力車は昔の侍が馬に乗っていた目線と同じで、人にとって快適な目

白河観光人力車＆太鼓
新風亭 代表

遠藤 良一さん（59 歳）
高校時代：バンドマン ドラマー
好きなもの：レトロなもの
現在 倉庫 にバ ングラディッシュの人
力車や明治時代の人力車など 9 台を

所有。夏には本場 長崎で作られた人
力車が届く予定。

の高さなんだ。そして風を感じながら走るところがいいね。人力車に乗っ

て感動しない人はいないよ。お客さんの素直な笑顔を見られることが嬉

しいね。それが人力車を引いていて一番の幸せだ。

“人力道 ”の人生

俺は、
こだわる性格だからね。追求心が強く、一度決めたらとことん！疲

れるけれども喜びにも変わるんだ。人力車を追求し続けて辿りついたの

が「無法松の一生(映画・小説)」の松五郎だ。震災後には太鼓に精を出し

て、猛練習して
「横打ち」を取得したんだ。人力車と太鼓のコラボレーショ

ンだね。周りには俺より素晴らしい人が大勢いるよ。そういう深い出会い
があれば、
自分自身もまた成長できる。人生とは、そうして自分で切り開い

ていくもんだ。俺は人力車に惚れた男、人力車を伝える使命がある。

まぁ俺の人生は“人力道”だな。

今後の目標

まずは人力車を白河観光の活性化につなげること。そして個人的に

は、震災前からずっと夢だった人力車の博物館や昭和レトロ館を作りた
いね。古いものから何を学ぶか、いまの新しいニーズにどう応えるか、必

ず昔のどこかにヒントがある、“温故知新”だ。原点を追求すれば何を言わ

んとしてるのかがわかる。そういうことを知らないと良いものは出来ない

と思っているからね。

お問い合わせ

白河観光人力車＆太鼓

新風亭

白河観光人力車 料金表

白河の名所・史跡メグリ
（ガイド付き！）

●お 試 し コース
（約10分）
●お 気 軽 コース
（約20分）
●おすすめ コース
（約30分）
●ぶらぶらコース
（約40分）
●満
喫 コース
（約60分）

1人
1人
1人
1人
1人

2,000円
4,000円
5,000円
7,000円
9,000円

2人
2人
2人
2人
2人

3,000円
5,000円
7,000円
9,000円
11,000円

4月
新たな から
コース

福島県白河市大手町 14 うさぎ家プラザ１F TEL.090-3754-2691
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おでかけ＆イベントカレンダー
◆2014年3月22日
（土）
ウルトラマン空港フェスタ2014（須賀川市）
【場 所】福島空港
【問合先】福島空港ビル

◆2014年3月20日
（木）
いわきの食でないと
（いわき市）

【場 所】パレスいわや
【問合先】(一社)いわき観光まちづくりビューロー TEL 0246-44-6545

TEL 0247-57-1511

駅からハイキング＆ウォーキングイベント

いわき・ときわ路夢街道キャンペーン

快速

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！！
1月10日
（金）～3月30日
（日）

風情豊かな歴史ある温泉街を巡ります。

1泊2日 会津
限定

検索

7:13 発

10:07 着

19:19 着

16:10 発

上野

停車駅

【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㎞

お申込みは 駅からハイキング

いわき・ときわ路夢街道号 （イメージ）

運転日：3月1日（土）
・8日（土）
・9日（日）
・21日（金・祝）

急行ふくしま観光
キャンペーン号

喜多方・会津の受け継がれてきた文化に触れるコースです。
1日目

急行ふくしま観光
キャンペーン号

上野

全車指定席

2日目

8：25発
会員
バス

熱塩温泉

16:03 発

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

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

東京・横浜
八王子・千葉
土浦

いわき

詳しくは、いわき・ときわ路夢街道キャンペーン専用サイト 「快速 いわき・ときわ路夢街

蔵のまち喜多方と会津漆器文化を訪ねて

●出発日／2014年4月5日
（土）限定
●1泊2日限定
●2名様以上でお申し込みください。
●食事／夕食1回付き、朝食1回付、
昼食1回付（2日目）
●宿泊／熱塩温泉 山形屋
（本館・さゆり亭）

10:15 着

湯本

漆器工房

郡山

全車指定席

11：50着
12：10発

宮泉
酒造

8：30発 「鈴武」

kenji号で行く
福島観光キャンペーン号

会員
バス

会津
武家屋敷

会津若松

13：50頃着

磐越西線

kenji号で行く福島
観光キャンペーン号

乗り継ぎ

会員
バス

喜多方
まち歩き

会員
バス

（ガイド付き）

13：31着

会津若松

道号」
の車内
（イメージ）

郡山

東北新幹線

熱塩温泉 泊
16：50頃着

東京

横浜・八王子
千葉・土浦

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

ふくしまプレDC

検索

福島県観光キャンペーン特別3大企画
その 2

その 1

プレゼント
プレゼント
実施期間

& クーポン
キャンペーン

で
掲載施設・店舗
ると、
め
集
を
ト
ポイン

2名様に
抽選で106
当たる!
プレゼントが
り

JRびゅう商品券
10万円分

３名
221組
パスポ
ー
見せる トを
だけ!

おもて
な
クーポ し
ン
福島県の

旅館
お店（飲食店 ・ホテル、
・観光施設
等）の
クーポン
が満載!

県内

「のぼ
この
目印!!

福島県７エリアの花の名所にあるスタンプを集めて、
宿泊券や人気ゲーム機など豪華プレゼントをもらおう！

2014 年 2月17日（月）～12月31日（水）

ント
巡って1ポイ ント
ポイ
泊まって10

！
加！
728施設が参」
が

開催期間：2014年3月21日
（金・祝）
～6月30日
（月）

43名

宿泊券や県産品などの豪華賞品が抽選で約1000名に当たります。

さらに、集めたスタンプの数と種類で、
王様キビタンオリジナルのピンズやクリアファイルも貰えます。

県内旅館
ホテルペア宿泊券など

◆パンフレットの配布場所／JR主要駅、県内の道の駅、SA、PA、観光案内所など
◆問合せ先／キビタンフラワースタンプラリー運営事務局
☎024-563-6902（土日祝を除く 9:00～17:00まで）

ニンテンドー３ＤＳや
福島県産品セットなど

795名

詳しくは「花の王国ふくしま」
で検索!▶

福島県
特産品など

福が満開、福のしま。プレゼント＆クーポンキャンペーンでは、パス
ポートに掲載の福島県内旅館・ホテル、お店でポイントを集める
と、抽選で宿泊券や県産品など素敵なプレゼントが合計1,062名
に当たります！じっくり周ってどんどん遊ぼう！

その 3

参加方法
❷“福ポイント”をたくさん集めよう！

❸“福ポイント”5ポイントから応募可能
◆福が満開、福のしま。パスポートの配布場所／
関東エリアの道の駅、福島県内の道の駅、サービスエ
リア・パーキングエリア、観光案内所、参加施設など

応募期間

参加無料

2014 年 ①6月30日まで ②7月1日～9月30日 ③10月1日～12月31日

※応募は各応募期間内、
おひとり様1回となります。抽選は2014年7月、
10月、
2015年1月の3回行います。

開催期間

初回
3ポイント進呈

❶県内各地の宿・施設・お店でクーポンを利用

2014 年

3 月 21日

金・祝 ～ 8 月 31日 日

謎めいた宝の地図（参加冊子）
をてがかりに、福島県内２０エリアのどこかに
隠された宝箱を探す体験型のリアル宝探しゲーム。宝箱の発見者には、各エリア
の素敵な特典と発見者賞のほか、抽選で504名以上に豪華な賞品をプレゼント。
子どもから大人まで幅広い皆さんの参加をお待ちしています。

スマートフォンや
携帯電話からも
参加できる！

〈 福島県全域20エリア 〉
【開催エリア】
福島市
（飯坂温泉、
土湯温泉）
、
二本松市、
伊達市、
郡山市、
田村市、
天栄村、
三春町、
白河市、
鮫川村、
会津若松市、
北塩原村、
西会津町、
猪苗代町、
柳津町、
昭和村、
会津美里町、
南会津町、
川内村、
いわき市

詳しい情報は
公式ホームページで公開中！
！▼
福が満開 プレゼント

花の王国ふくしま

検索

◆宝の地図（参加冊子）の配布場所／JR主要駅、県内の道の駅、観光案内所など
または「福 島 コードF-4」で検 索し、ダウンロード。
◆主催・問合せ先／福島県観光交流課
福島 コードＦ- 4
☎024-521-7398（土日祝を除く 8:30～17:15まで）

◎お問合せ／福が満開、福のしま。プレゼント＆クーポンキャンペーン運営事務局
（株式会社エイエイピー東北支店内）TEL 050-3786-2940（土日祝を除く 9:00～16：00まで）

主
主催
催／
／福
福島
島県
県観
観光
光交
交流
流課
課

！
タダ！

※雪マジ!ふくしま対応スキー場に限ります。

10

会員登録
して特権
をGET!!

雪マジ！ふくしま

