キビタン観光通信
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。
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ふくしまの旅

上記ポスターは「ふくしまDC用オリジナルPRツール」
として無料配布中！お申込みは ふくしまDC 盛り上げたい

「

検 索

検索

」福島県観光キャンペーン開催中！

冬の寒さもようやく終わりを迎え、春の訪れとともに新年度がスタートしました。

福島県では平成26年4月1日～6月30日までプレDC「福が満開、福のしま」が開催されています。
プレDCでは、花の名所を巡るスタンプラリーやリア

ル宝探しイベント、
クーポン＆プレゼントキャンペーンなど子供から大人まで楽しめる内容が盛りだくさん。

今回のキビタン観光通信では、
プレDC、DCに向けた県内各地のこれまでの取組みをご紹介します。県北・県中・県南・会津・相双・いわきの6エリア

ごとに、ふくしまの魅力を伝えるべく趣向を凝らしていますので、是非その成果を福島で体感してください。
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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。

」福島県観光キャンペーン
オープニングセレモニーの開催

平成27年4月から6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」
のプレキャンペーンとして、
平成26年4月１日
から6月30日まで
「
『福が満開、
福のしま。
』
福島県観光キャンペーン」
を開催いたします。
4月5日には、
3つの団体臨時列車
「急行ふくしま観光キャンペーン号
（上野～新白河・郡山・福島）
」
「
、Kenji号で行く福島
観光キャンペーン号
（郡山～会津若松）
」
「
、風っこ号で行く福島観光キャンペーン号
（郡山～小野新町）
」
の運行と列車の到
着、
出発に合わせて主要駅へオープニングセレモニーを開催します。

団体臨時列車について

※乗車ツアーの募集はすべて締め切りとなっています
キャンペーンオープニングの４月５日に合わせて、
上野駅を起点に、
福島県内各方面への団体臨時列車を運行いたします。
○【急行ふくしま観光キャンペーン号（東北本線）】

上野駅

○【Kenji号で行く福島観光キャンペーン号（磐越西線）】

郡山駅

8:25

12:10

○【風っこ号で行く福島観光キャンペーン号（磐越東線）】 郡山駅

12:12

新白河駅

11:12

11:50

12:20

福島駅

12:56

会津若松駅

13:31

大越駅

12:57

13:06

【急行ふくしま観光キャンペーン号】

4月5日の列車の他、
キャンペーン期間中に福島県内で運行す
るイベント列車等は、
キャンペーンキャッチコピー
「福が満開、
福

郡山駅

11:20

小野新町駅

13:21

【風っこ号で行く福島観光キャンペーン号】

のしま。」のロゴや福島県のキャラクター「キビタン」、福島県を
彩る「花」をメインとしたデザインのヘッドマークを取り付けて
運行いたします。

※ヘッドマークのデザインはイメージです。変更となる場合がございます。

上野駅でのオープニングセレモニー

【上野駅】※「急行ふくしま観光キャンペーン号」の出発に合わせ出発式を行います。
（1）
日
時
平成26年4月5日
（土）7：50頃～8：25頃
（2）場
所
JR上野駅 啄木の碑付近及び在来線15番線ホーム先頭車両付近

福島県内各駅でのオープニングセレモニー（団体臨時列車、スーパーひたち7号の到着、出発にあわせて実施）
【新白河駅】▶ご当地ヒーローダルライザーが参加
（1）
日
時
平成26年4月5日
（土）10：30頃～12：00頃
（2）場
所
JR新白河駅 2階コンコース及び在来線7番線ホーム
【郡山駅】 ▶安積黎明高等学校合唱部が参加
（1）
日
時
平成26年4月5日
（土）11：05頃～12：20頃
（2）場
所
JR郡山駅 1階お土産館前及び在来線1・4・5番線ホーム
【福島駅】▶ふくしまDCけんぽく応援団長なすびさんが参加
（1）
日
時 平成26年4月5日
（土）12：50頃～13：30頃
（2）場
所 JR福島駅 2階新幹線改札内及び在来線3番線ホーム
【会津若松駅】▶会津ゆかりの16ものご当地キャラクターが参加
（1）
日
時
平成26年4月5日
（土）12：30頃～14：10頃
（2）場
所
JR会津若松駅 駅前タクシープール及び1・2番線ホーム
【大越駅・小野新町駅（磐越東線）】
▶地元の皆さまによる
「風っこ号で行く福島観光キャンペーン号」のお出迎えを行います。
（大越駅：12：57着、小野新町駅：13：21着）
【いわき駅】
▶地元の皆さまによる
「スーパーひたち7号」のお出迎えを行います。
（10：22着）

「福が満開、福のしま。」福島県観光キャンペーンと連動した取組み
今回のキャンペーンの盛り上げの取組みとして、
福島県三春町
にある日本三大桜「三春滝桜」をテーマにした壁画アートを福島
中央テレビの協力を得てＪＲ秋葉原駅に掲出いたします。サン
ダーバニーなどのキャラクターデザインで知られるニューヨーク
在住のイラストレーター、
ロドニー・アラン・グリーンブラット氏が
原画を描き、
福島県民が未来へのメッセージを書き込んだ800枚
の花びらシールを貼り付けて、
満開の滝桜を咲かせました。

（1）掲出期間
2014年4月3日
（木）～20日
（日）
（2）掲出場所
JR秋葉原駅中央改札口付近
（3）モザイクアートデザイン（イメージ）

Ｗ8,000mm×Ｈ4,000mm
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観光まちづくりワークショップ実施状況報告
童謡の街づくりをすすめる会ほのぼの 22

2014年3月12日開催

いわき市

「童謡の街づくりをすすめる会ほのぼの22」のワークショップでは

JTBから講師を招き、旅館や温泉街などで「紙芝居を発表する“見せ場”

と受付の体制づくり」の確立を目指しました。 最終回となる今回は、
前回実施した検証ツアーのアンケートを基に、プランのツアー名・コー
ス内容・告知方法・受付体制等を確定させました。今後は2015年のDC

本番でモデルコースを実施できるように、受入態勢・語り部養成・コー
スの魅力付け等を充実させていきます。いわきの新たなおもてなしを
お楽しみに。
モデルコース

「湯の町散歩と紙芝居」

いわき市石炭・化石館
ほるる（片寄平蔵物語）

さはこの湯
（女将さん奮闘記）

塙町

童謡館
（野口雨情物語）

2014年3月14日開催

湯本駅

塙町

「寺西代官 八カ条」
とダリアで町をＰＲする塙町。
ワークショップでは

日本旅行総研の他に、“30分の1番組で5億円売上げ”の実績を誇るシナ

リオマーケター星野卓也氏を講師に迎えて、観光ストーリーを作ってき
ました。
エピソードをつけて価値を高めるなど、
シナリオライティングの

作業を組み込んだ独特のワークショップに悪戦苦闘。
しかし講師のアド
バイスのもと回を重ねるごとに意見交換が活発になりました。

塙町まち振興課長の天沼氏から
「今後とも、
このワークを継続してい

きたい」
と好評をいただきました。
どのようなストーリーか、DC本番を
お楽しみに。

県内各地で地元の方々がオススメする、とっておきの魅力満載！

Time Out Tokyo
しらかわでしか
できない20のこと

福島県南地域「しらかわ」
を極めるならコレ
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着物に着替えて散策すれば
気分はタイムスリップ

※上記パンフレットは「道の駅」など、各観光施設で配布されています。

！
！

いなわしろ

しらかわ（県南エリア）

春いろ

観光のプロも唸る
オススメプランをぜひ

猪苗代町

七日町の魅力と一緒に
スタンプラリーもいかが？

散歩の達人
会津若松
七日町通り編

！
？

じゃらん
会津若松大町通り

じゃらん
会津坂下町

成果物
ダミー

会津若松市

ことりっぷ
磐梯熱海温泉

会津若松市

地元の想いが
ギュっとつまった
パンフレット。
ぜひ手に取って
見てね

ガイドブックに載って
いない隠れた名所がズラリ

ことりっぷ
郡山さんぽ

会津坂下町

磐梯熱海温泉の
新たな魅力発見

郡山市

タクシードライバーの
とっておき情報満載

郡山市

！
！

県北エリア

DC情報

福島市のほか７市町村
（国見町・桑折町・伊達市・川俣町・二本松市・大玉村・本宮市）
からなる県北エリア。
JR

福島駅は、
東京から新幹線で約１時間半～２時間半、
高速道路では約３時間半、
仙台や米沢からは１時間足

らず。
このエリアは日本有数の果樹園地帯であり、
飯坂・土湯・高湯・岳など温泉にも恵まれている。

花あり、食あり、温泉あり！プレDCを迎える県北の春
県北エリアでは昨年10月、
「ふくしまＤＣ県北方部推進委員会」
（事務局：県北

地方振興局）を設置。ふくしまDCのテーマ「花・食・温泉」いずれも豊富な県北エ

リアは大勢の観光客を受入れる体制を整えています。

県北8市町村のまち歩きアプリ「指さしナビ」

県北地域のまち歩きをサポートするスマホ用アプリが開発されました。現在

地の位置情報や目的地が表示され、
さらに各市町村のご当地キャラクターが指

さししながらナビゲーションしてくれるのが最大の特徴です。
また、観光スポッ

ト等の詳細情報も盛り込まれているので、県北観光には必須アイテムです！すで
にiOS版は配信中で、Android版はまもなく配信予定です。

「けんぽく観光ワークショップ」の開催

県北地域の観光素材の発掘や磨き上げ、受け入れ体制づくり等に係るワーク

観光ナビアプリ
「指さしナビ」

けんぽく観光ワークショップ

ショップが各地で開催されました。
◆岳温泉観光協会

旅館・ホテルの売店やお土産等が集い、商品紹介方法や

接遇を学びつつ、温泉街として一体感を醸成する共通ののぼり旗・シール・包装
紙を制作しました。

◆いいざかサポーターズクラブ

春に40品種の花桃が咲く
「花ももの里」につ

◆土湯温泉ふくしまDC推進会議

旅館・ホテルでの“食”によるおもてなしを検

いて、おもてなし方法を話合いながらガイドブックを作成しました。

花ももの里
ガイドブック

岳温泉WS
共通のぼり・シール

討して、発酵食品を使用したウェルカムドリンク・スイーツ・地酒に合うおつま
み・朝食の各メニューを開発しました。
◆福島市観光コンベンション協会

福島市の花見山等で活動するボランティア

ガイド「ふくしま花案内人」を中心に市内の関係団体が集い、
「花・くだもの・温
泉」をテーマとした着地型旅行商品を造成しました。

問合せ先

ふくしまDC県北方部推進委員会

☎024-523-2365

土湯温泉WS開催
の様子

福島市観光コンベンション
協会WS旅行商品
ガイドブック

ニュース news
二本松で春の臨時バス運行開始！【二本松市】

（火）～5月18日
（日）
までの毎日と
春季市街地臨時バス「二本松春さがし号」運行 2014年4月 1日
2014年5月24日
（土）～6月29日
（日）
までの土日の計60日間運行
おもてなしの心・バスで巡る桜の名所号・
・
・
・
・
・ 2014年4月10日
（木）～5月 6日
（火）運行
（土）～6月30日
（月）運行
奥岳行き臨時バスの運行開始・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 2014年4月26日
【問合先】福島交通（株）二本松営業所

☎0243-23-0123 または 二本松観光協会

☎0243-55-5095

ちょっと素顔のもとみやの旅 【本宮市】
○桜めぐりと街中魅力発見ツアー

本宮駅～日輪寺の枝垂れ桜～街中散策～アサヒビール園～本宮駅

○桜めぐりと伊藤久男ゆかりの地散策ツアー 本宮駅～伊藤久男歌碑・歴史民俗資料館～市内名所桜見学～青木食品見学～本宮駅

レポート

【問合先】本宮観光物産協会

report

☎0243-33-1111

にほんまつ・魅力発信・フェスティバル【二本松市】

平成26年3月30日
（日）
、
ふくしまプレDCに向けて各団体の一層の連携強化を図るために決起集会を行ないました。
今年結成

された二本松おもてなし隊は、
作成した
「春のおもてなしガイド」
を発表しました。
また市内に3カ所ある道の駅の物産販売やコ

ンサート、
ふくしまDCけんぽく応援団長なすびさんとも交流しました。

【問合先】二本松市観光課
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☎0243-55-5095

県中エリア

DC情報

郡山市・三春町のほか３地区で活動を展開する県中エリア。
郡山市の東に広がる“阿武隈高原中部地区”は

JR磐越東線沿いの田村市・小野町、
郡山市南東の“石川地区”はJR水郡線沿いの石川町のほか浅川町・古殿町・

玉川村・平田村、
そして南西の“岩瀬地区”はJR東北本線沿いの須賀川市・鏡石町と天栄村で構成されている。

ふくしまど真ん中から元気を発信！
県中エリアでは昨年７月、
「ふくしまど真ん中！元気プロジェクト」
（事務局：県中

地方振興局）
がスタート。
“元気福島人ふれあいツアー”などのモニターツアーや

首都圏等のテレビ番組を活用して
「ふくしまど真ん中の元気」
とともに発信してい

ます。
また、
あぶくま高原中部・石川・岩瀬”3地区ごとの取組みも活発です。
ここで
は各地区の活動主体とその観光事業の一部をご紹介します。

平成27年春ＤＣへ向けた「おもてなし女子駅弁」の開発

食や旅に感度の高い女性が集まり、
“食べる観光パンフレット”をコンセプトに、

県中12市町村の魅力をＰＲする
「おもてなし女子駅弁」
の商品化へ向けて取り組

女子駅弁試作品発表

んでいます。

おもてなしメニュー開発及び阿武隈高原観光周遊コース

旅行会社と地元の観光関係者等が連携した
「あぶくま高原中部観光連絡協議

会」
は、
“食によるおもてなし”として、
あぶくま洞入口
「レストハウス釡山」
において

じゅうねん味噌など特産品を活用したメニューを考案しています。
また、
旅行会社

と共に考案した、
一年を通して楽しめる周遊コースや、
DCのテーマである
「花」
を
視野に入れた周遊コースを活用し誘客に向けて取り組んでいきます。

首都圏テレビ取材（阿武隈高原中部地区）

石川地方観光資源の磨き上げ

古くから、
石川地区は福島空港の南方に広がる石川街道
（国道118号線）
周辺

の一帯。
いしかわ地方に伝わる郷土食や彫刻、
狛犬など知られざる魅力的な観

光素材を磨き上げ、
人と里山のふれあいを実感できる観光地域づくりを目指して

います。

パワースポットめぐりツアー（石川地区）

「石背（いわせ）の国」着地型観光基盤整備事業

岩瀬地方広域観光連絡協議会は民間から
「着地型観光推進員」
を選任し、
定期

的にワークショップを実施して地域の将来像や課題を検討しています。
また
「久

留米まち旅博覧会」
など着地型観光先進地で実際の“おもてなし”に接しながら、
観光地域づくりのリーダーや核になる人材を養成しています。

問合せ先

「ふくしまど真ん中！元気プロジェクト」推進会議

ニュース

☎024-935-1323

観光ワークショップ（岩瀬地区）

news

“牧場の朝のまち”さくらウォーク 【鏡石町】
日

時：平成26年4月13日(日) 8：30受付

9：00～14：00

JR東北本線鏡石駅・駅東口公園スタート→グリンロード→鳥見山公園周遊→岩瀬牧場通り→岩瀬牧場(さくら祭り、
ファー
マーズマーケット等)→駅東口公園ゴール・解散 ※すべてのコースポイントが「桜」
でつながり、花いっぱいのコース設定に
なっています。
（JR東日本「駅からハイキング」）
【問合先】鏡石町産業課 ☎0248-62-2118

2014ジュピアランドひらた芝桜まつり
日

【平田村】

時：平成26年4月29日～5月18日

17haの敷地内に約15万株の芝桜が咲き誇る
「ジュピアランドひらた芝桜まつり」
。満開時には花のじゅうたんを一面に敷き
詰めたように咲き乱れ、来場者の目を楽しませます。期間中は楽しいイベントも盛りだくさん。
ご家族揃ってお越しください。
【問合先】平田村役場
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☎0247-55-3111

県南エリア

DC情報

県南エリアは9市町村が一体となって活動を展開している。
白河市と西郷村のほか、
JR東北本線沿いには矢

吹町・泉崎村および中島村、
JR水郡線沿いには棚倉町・塙町・矢祭町および鮫川村がある。
JR新白河駅は東京
から新幹線で約1時間半、
高速道路で約2時間半。
白河小峰城や南湖公園をはじめ史跡や名勝が多い。

ふくしまの旅の始まりは“しらかわ”から
県南エリアの大半はかつて白河藩が支配した土地で、棚倉藩も縁戚関係に

ありました。“白河の関”は陸奥（みちのく）への入口として知られ、戦後は“白河
市”が周辺町村を吸収しつつ発展しています。
「ふくしまDC県南推進協議会」
（事

務局：白河市観光課）は県南9市町村の総称として“しらかわ”と名付け、“ふくし

ま県南９uality（クオリティ＝品質）”をキャッチフレーズに、高品質を誇る安心・
安全で美味しい産品や魅力ある観光資源などをPRしています。

白河 小峰城

“しらかわ”の観光スポットが結集！

ふくしまDCに向けて結成された協議会は、”しらかわ”の観光スポットを再確

認。昨年11月～12月には、９つの直売所と９つの温泉施設の合計18スポットが
結集してスタンプラリーを開催し、県内外から2,500人以上が参加する盛り上が

りを見せました。
り菜あん・道の駅はなわ・”手・まめ・館”などの直売所や、泉崎

カントリーヴィレッジ・あゆり温泉・ルネサンス棚倉・村民保養施設「さぎり荘」
などの温泉施設はプレDCのスタンプラリーにも参加しています。

Golf Town

「新白河駅を降りたら、すぐゴルフ!!」
として、“しらかわ”に天栄村・石川町を含

めると、16カ所ものゴルフ場があります。ふくしまDC県南推進協議会では、
ゴル

フ場を観光資源として捉え、ふくしまDCを契機に「Golf Townしらかわ」
として
PR。
ゴルフを堪能した後は、南湖公園や城山公園などを観光してもらい、
さらに
は農産物直売所で新鮮な野菜を購入していただくストーリーです。

しらかわでしかできない20のこと

ふくしまDC県南推進協議会」
では9市町村の連携体制を作り上げるために日

本旅行総研のもとワークショップを実施。地元のガイドを招いて9市町村を検証

し、各地の魅力や自慢の逸品を再確認することができました。更に、それらを発

信すべく数多くの魅力から、松平定信が1801年に建造した日本最古と言われる
公園「南湖公園」や、かつて宮内省(現・宮内庁)直轄の御猟場として栄えた矢吹

町の名物「キジ料理」など、選りすぐりの20を選出しTimeOut東京「しらかわでし
かできない20のこと」を作成しました。

この真新しいパンフレットは3月末に完成したばかりで、県内各観光施設に

配布中です。地元の方々も、
ここで“しらかわ”の魅力を再発見してみてください。
問合せ先

ふくしまDC県南推進協議会

ニュース
春の矢祭山

☎0248-22-1111

news

【矢祭町】

春になると奥久慈県立自然公園矢祭山はもっとも美しいシーズンを迎えま

す。3月中旬から5月中旬にかけて梅、桜に始まり、約5万本のつつじが山全体を

真っ赤に染め、公園内を流れる久慈川には、元気な鮎の稚魚が見られます。
ま
た、温かい春の日差しと爛漫の花に囲まれながらいただく久慈川の特産「鮎の

塩焼き」は絶品。新緑の季節が訪れると、鮎釣りが県内トップをきって解禁とな

り、多くの太公望が腕を競います。

【問合先】矢祭町事業課

☎0247-46-4576
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会津エリア

DC情報

会津エリアは中央・東・西・南・北の5つの小エリアで構成される。
会津若松市のほか会津美里町・会津坂下

町・湯川村を中央エリアとして、
東にはJR磐越西線沿いの猪苗代町・磐梯町と北塩原村、
西にはJR只見線沿い

の柳津町・三島町・金山町と昭和村、
南には会津鉄道沿いの下郷町・南会津町と檜枝岐村および只見町、
北に

はJR磐越西線沿いの喜多方市・西会津町がある。

はなたび（花）、よいたび（酒）、あいたび（仏都）、おゆたび（温泉）
南会津エリアを含めた会津エリアでは、
平成の大合併の翌年
（2005年）
に福島

県あいづデスティネーションキャンペーンが開催され、
それを機に創設された

「極上の会津プロジェクト」
（事務局：会津若松市観光課）
が全17市町村を含む65

団体で構成されています。
ガイドブック発行など活動は早や10年に及び、
赤べこ
の“あかべぇ”はすっかりお馴染みに。
こうして全会津の連携を深めながら再びDC

を迎えようとしています。

▼パンフレット
（当該サイトからダウンロード可）

情報発信、パワーアップ！

従来の観光ガイドとは一線を画した上品な仕上がりが好評の
「極上の会津」
。
ウ

ェブサイトでの情報発信も充実してきて、
極上の会津チャンネルやツイッター

（@gokujo_no_aizu）
などコンテンツを増強。
そして今春DC特別サイトを追加し
ました。
ふくしまDCに即して“はなたび・よいたび・あいたび・おゆたび”のテーマ

別にウェブサイトを展開し、
全会津の観光スポットが豊富に盛り込まれています。

「極上の会津」
以外にも、
プレDC会津エリアガイドブックや“花・酒・仏都”のテーマ

別パンフ、
会津イベントカレンダーチラシ、
2次交通マップ
「会津春旅ガイド」
等々、
観光客が目的に合わせて利用できるメディアが制作されています。

６つのどうぞ

会津若松市で以前から取組んできた
「６つのどうぞ」
運動。
観光客の方々に
「椅

子をどうぞ、
お茶をどうぞ、
トイレをどうぞ、
かさをどうぞ、
お荷物どうぞ、
かけこみ

どうぞ」
とおもてなしの心で声をお掛けする活動です。
ふくしまDCではこれを会
津エリア全域で展開すべく、
サインシールを各地に掲示しています。

問合せ先

極上の会津プロジェクト協議会☎0242-39-1251

ニュース

http://gokujo-aizu.com/

news

ほろ酔い“会津地酒列車”の旅 【会津若松市】
日時：平成26年4月5日(土)

【問合先】びゅうプラザ会津若松駅

☎0242-23-1527

集合：JR会津若松駅改札口前17：30～、JR会津若松駅着21：00頃

昨年から好評の日帰りの旅。大人5,500円で会津地酒とグルメをお楽しみ頂けるイベントです。5月、6月にも運行予定あり。

糸桜まつり【会津坂下町】

【問合先】会津坂下町観光物産協会

日時：平成26年4月26日(土)・27日(日)午前10時～午後3時

0242-83-2111

場所：会津坂下町杉集落(薬王寺境内)

糸桜は会津五桜の一つ。420年以上を経た枝垂れ桜（エドヒガン）で、微紅色の花が流れるように咲くのが特徴。両側には

糸桜の子孫が美しい花をつけます。
まつりの期間中は薬王寺前にて坂下町観光物産協会のおもてなしが行われます。

カタクリ・さくらまつり【三島町】

日時：平成26年4月26日(土)～5月6日(火・祝)

【問合先】三島町観光協会

場所：三島町大字西方

☎0241-48-5000

大林ふるさとの山周辺

県内有数のカタクリの群生地で４月中旬から５月上旬に開花。条件がそろえば、オオヤマザクラとの共演が楽しめます。
ま

た、地元住民のによる
「おもてなし」が行われます。三島町西方地区にある大林ふるさとの山は、春に咲くカタクリの花の名所

として人気があります。
カタクリの見頃の後にはオオヤマザクラが咲き、雪深い奥会津に春の彩りを添えてくれます。

勝常寺祭礼と共催イベント【湯川村】

【問合先】湯川村産業建設課

日時：平成26年4月28日（月）午前10時～午後1時

場所：湯川村勝常寺

TEL：0241-27-8840

供養儀式および勝常念佛踊りの奉納（福島県重要無形文化財）。その他、つきたて餅振舞い・特産品販売等も同時開催。

7

相双エリア

DC情報

相双エリアの相馬市・南相馬市・新地町は震災後も地元を中心に活動している。
広野町・楢葉町・川内村は、
避

難指示の解除に伴い復旧が進んでいる。
仮の役場で活動しているのは、
飯舘村・葛尾村・浪江町・双葉町・大熊

町・富岡町。
ＪＲ常磐線は不通区間で代行バスが運行中。
常磐道は延伸されて来年にも全線開通の見通し。

震災復興から観光復興へ。相双の“今”を伝え、ふくしまの海を語り継ぐ。
相双エリアでは、
市町村及び相双地方振興局が一体となって観光復興に取組

んでいます。昨年１２月には、
「ふくしまデスティネーションキャンペーン観光シ

ンポジウムｉｎそうそう２０１３」
を開催し、
プレＤＣに向けた取組みをスター

トしました。

旅行エージェントへの取組み

２月には、首都圏旅行エージェント等を対象に「観光復興モニターツアー」を

実施し、津波で被災した沿岸部などを視察し、語り部が「奇跡の一本松」などを
案内した後、関係者との意見交換を行いました。また、東京都千代田区では首

都圏旅行エージェント商談会を開催し、招待した旅行会社に対して、観光復興

◀相双エリア
ガイドブック

ツアーを紹介するなど旅行エージェントに向けた誘客に取り組んでいます。

相双地区観光PR

１月と２月には、地域や避難先でがんばっている
「ひと」が自らの被災を乗り

越えた体験を伝える技術を学ぶ観光ガイドの育成講習を開催し、相双エリアに
おける受入態勢を整備しました。

また、DC プレキャンペーンに向けて、相双の復興をテーマにいちご狩り、海

鮮丼などグルメも特集した観光ガイドブックを発行し、ＪＲ主要駅などで配布

しています。
問合せ先

相双地方観光ＤＣ推進委員会（事務局：相双地方振興局）
☎0244-26-1117

いわきエリア

鹿島区に残った「奇跡の一本松」

DC情報

いわきエリアの旧市町村は1966年に
「いわき市」
へと大合併し、
市内13地区を構成している。
JR常磐線沿い

の７地区
（勿来・小名浜・常磐・内郷・平・四倉・久之浜,大久）
、
JR磐越東線
（ゆうゆうあぶくまライン）
沿いの3地

区
（内郷・小川・川前）
、
そして西部丘陵地帯の3地区
（三和・遠野・田人）
である。

まずは木を植えよう。そしていつか、花を咲かせよう。
いわきエリアでは、
スパリゾートハワイアンズ・アクアマリンふくしま・いわき

アリオス・道の駅よつくら港など集客力のある大型施設が観光復興をけん引し
ています。その一方で、震災という逆境を期に、新たな取組みで大きな飛躍を目
指す人々も注目を集めています。

いわき万本桜プロジェクト

3.11の東日本大震災から立ち上がり大きな一歩を踏み出したのは、地元で中

小企業を営む志賀忠重さん。負の遺産を払拭し、いわき市の広大な土地を桜の

山に変えようとする
「いわき万本桜プロジェクト」は今年で4年目。植樹や花見に
は全国から参加者が集い、桜は8種類で2000本を超えました。そこへ現代美術
家の蔡國強氏が加わり、現地にいわき回廊美術館が建設されました。目標は9
万9千本の桜の木が並ぶ、世界一の桜の名所。折しもふくしまDCを期に、
さらな

る発展の予感がするプロジェクトです。
問合せ先

いわき市観光共同キャンペーン実行委員会

☎0246-22-7477
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いわき回廊美術館

駅からハイキング＆ウォーキングイベント

駅長 オススメの
4月13日
（日）

い つ で も

東北応援コース

4月19日
（土 ） お申し込み先 喜多方駅

4月19日
（土） お申し込み先 郡山駅

春爛漫

4月18日
（金）
～5月6日
（祝・火）飯坂温泉「花桃の里」ウォーキング
春色の飯坂温泉路の景色と温泉街を楽しむコースです。

4月19日
（土） お申し込み先 福島駅

湯長谷藩ゆかりの桜の名所を歩く

4月26日
（土） お申し込み先 新白河駅

4月26日
（土） お申し込み先 喜多方駅

城下町棚倉、歴史と桜を巡るウォーク

TEL.0248-22-2539

小さな旅

TEL.0241-23-1117

小さな旅

春爛漫 喜多方１，
０００本しだれ桜鑑賞と酒蔵巡り

美しく咲き誇った桜と伝統を受け継いできた酒蔵等、喜多方の魅力にふれます。
【集合】喜多方駅【所要時間】約4時間50分（見学時間含む）
【歩行距離】約8㎞

パワースポットとしても知られる馬場都都古和氣神社や棚倉城跡などの名所を巡ります。

【受付】磐城棚倉駅【所要時間】約4時間（見学時間含む）【歩行距離】約7.5km

4月26日
（土） お申し込み先 福島駅

4月13日(日) “春”の桜めぐり ～牧場の朝のまち さくらウォーク～

春の福島競馬場と市内を散策

TEL.024-522-2043

小さな旅

福島の春を感じながら、市内中心地にある福島競馬場でサラブレッドを間近で応援！
【集合】福島駅東口【所要時間】約6時間50分（見学時間含む）
【歩行距離】約8㎞

歴史ある岩瀬牧場では、
樹齢120年とも言われるソメイヨシノの古木が象徴的です。

【受付】鏡石駅東口公園【所要時間】約5時間（見学時間含む）
【歩行距離】約6km

4月26日
（土） お申し込み先 二本松駅

4月19日
（土） 桜の町「いしかわ」を巡る桜谷ウォーキング

桜ロマン 智恵子の故郷を訪ねて

TEL.0243-23-1274

小さな旅

智恵子抄の「ほんとうの空」を見ながら二人が歩いた「愛の小径」、二人が手をとりあった「鞍石山」を訪れます。
【集合】安達駅【所要時間】約4時間40分（見学時間含む）
【歩行距離】約8㎞

「いしかわ桜谷」の桜は、訪れる人を包み込むように一斉に咲き誇り出迎えてくれます。

【受付】磐城石川駅【所要時間】約3時間30分（見学時間含む）
【歩行距離】約10km

4月26日（土）2７日（日） お申し込み先 小野新町駅

4月19日(土) 「馬の背の街」須賀川桜めぐり

TEL.0247-72-2615

夏井千本桜と諏訪神社遊歩道散策

小さな旅

PART1

みどりのこみち遊歩道の山頂から見下ろす、千本桜の眺めは最高です。
【集合】夏井駅【所要時間】約4時間5分（見学時間含む）
【歩行距離】約6㎞

桜の古木や並木など、心に刻みつける須賀川の桜の名所を訪ねます。

【受付】須賀川駅内改札口付近【所要時間】約5時間（見学時間含む）【歩行距離】約10km

4月27日
（日）

歩こう！ 山・水・花の町「はなわ」

お申し込み先

会津若松駅

会津美里町の歴史と桜を巡る

久慈川サイクリングロードの桜並木の下、
春の風に導かれてウォーキングを楽しめます。

TEL.0242-22-0257

小さな旅

宮川沿いに咲く、千本桜を眺めながら食べる食事はこの時季だけの特権です。
【集合】会津若松駅【所要時間】約5時間50分（見学時間含む）
【歩行距離】約4㎞

【受付】磐城塙駅【所要時間】約3時間（見学時間含む）
【歩行距離】約6km

4月27日
（日）

城下町白河しだれ桜巡りと小峰城さくら祭りを堪能

お申し込み先

会津坂下駅

TEL.0242-82-3972

小さな旅

会津ばんげの桜めぐりウォーキング

城下町白河しだれ三桜を訪れた後、小峰城さくら祭りを見学します。

地元のガイドと一緒に、桜を愛でながら町内のスポットを巡ります。
【集合】会津坂下駅【所要時間】約4時間20分（見学時間含む）
【歩行距離】約6.5㎞

【受付】
白河駅【所要時間】約5時間30分（見学時間含む）
【歩行距離】約8.3km

4月29日
（火）
（祝）お申し込み先 小野新町駅

さくらの里「三春」をめぐるハイキング

TEL.0247-72-2615

夏井千本桜と諏訪神社遊歩道散策

桜といっしょに歴史と文化に彩られた三春を歩いてみませんか。

小さな旅

PRAT2

みどりのこみち遊歩道山頂から見下ろす千本桜の眺めは最高です。
【集合】夏井駅【所要時間】約4時間10分（見学時間含む）
【歩行距離】約6㎞

【受付】三春駅【所要時間】約5時間20分（見学時間含む）
【歩行距離】約5km

4月12日
（土）

春満喫！城下町の桜めぐりハイキング

びゅう予約センターに電話で予約 ナビダイヤル 0570-04-8950 小さな旅行

郡山の名所巡りと酒蔵見学

御薬園は殿様の別荘として使われ、二代藩主正経が薬草を栽培したところから、この名前が付けられました。

この時季だけ賑わいを見せる花木団地での「春の花」を観賞します。
【集合】郡山駅【所要時間】約5時間50分（見学時間含む）
【歩行距離】歩行なし

【受付】会津若松駅【所要時間】約5時間50分（見学時間含む）
【歩行距離】約8km

4月26日
（土）27日
（日）びゅう予約センターに電話で予約 ナビダイヤル 0570-04-8950 小さな旅行

土湯温泉「男沼・仁田沼の水芭蕉」ハイキング

新緑の開成山公園を散策と、饅頭作り体験を楽しむ旅

男沼と仁田沼では、10万株以上の水芭蕉があなたをお待ちしています。

今回の企画は、街中においておいしいスイーツを堪能いただけるコースになっております。
【集合】郡山駅【所要時間】約5時間50分（見学時間含む）
【歩行距離】約8㎞

【受付】福島駅【所要時間】約7時間（見学時間含む）
【歩行距離】約13km

お問い合わせ

小さな旅

堀川ダム湖のマイナスイオンと公園の美しい桜を感じ、美味しいゆばを堪能します。(有料)
【集合】新白河駅【所要時間】約5時間15分（見学時間含む）
【歩行距離】約5.5㎞

【受付】小川郷駅【所要時間】約3時間25分（見学時間含む）
【歩行距離】約8㎞
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TEL.024-522-2043

新緑の堀川ダムと桜並木を巡り、ゆば作り見学「満喫ウォーキング」

蛙の鳴き声など世の中にある音を独特の表現で文字に表した草野心平。彼がいなければ、
宮沢賢治は世に出なかったとも。豊かな感性と意思を育んだものに想いを馳せ歩きたい。

検索

小さな旅

自然・歴史・文化の香り高い街を巡ります。
【集合】桑折駅【所要時間】約6時間（見学時間含む）
【歩行距離】約13㎞

擬音の天才・草野心平を育んだ地で詩人に想いを馳せる。

お申し込みは 駅からハイキング

TEL.0243-23-1274

春爛漫、春色の「こおり桃源郷」をウォーキング

藩ゆかりの寺社仏閣を巡りながら枝垂れ桜やカタクリの群生地など様々な『春』を思う存分楽しめます。

4月27日(日)

小さな旅

霞ヶ城公園の美しい桜をはじめ、二本松の春を満喫します。
【集合】二本松駅【所要時間】約4時間10分（見学時間含む）
【歩行距離】約5㎞

【受付】湯本駅【所要時間】約4時間（見学時間含む）
【歩行距離】約6km

4月26日(土)

TEL.024-932-6001

東北ウィーン楽都郡山を満喫

4月19日
（土） お申し込み先 二本松駅

東北応援コース

4月22日(火)

小さな旅

日本の桜名所１００選「霞ヶ城」を訪ねて

イ ベ ン ト

4月20日(日)

TEL.0241-23-1117

開成山公園では桜を鑑賞できるほか、郡山の合唱団体による合唱も披露されます。
【集合】郡山駅【所要時間】約5時間30分（見学時間含む）
【歩行距離】約11㎞

【受付】福島駅・西口福島市観光コンベンション協会窓口
【所要時間】約1時間30分（見学時間含む）
【歩行距離】約4㎞

4月20日(日)

小さな旅

詰将棋問題を5店舗以上で答えて応募すると、抽選で喜多方の地場産品が当たります。
【集合】喜多方駅【所要時間】約4時間50分（見学時間含む）
【歩行距離】約5.5㎞

【受付】福島駅西口2F福島市観光コンベンション協会窓口
【所要時間】約4時間（見学時間含む）
【歩行距離】約11km

4月13日(日)

TEL.024-932-6001

～第72期将棋名人戦開催記念～詰将棋ウォークラリー

見頃の花見山ウォーキング

「花も実もあるふくしま」を代表する花見山の春を全身で体感してみませんか？

4月5日(土)

郡山駅

魅力ある郡山の新旧文化と貴重な文化財、
さらには建造物を発見できます。
【集合】郡山駅【所要時間】約3時間（見学時間含む）
【歩行距離】約6㎞

【受付】JR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㎞

4月5日(土)

お申し込み先

郡山市内の旧跡・名所を訪ねる

4月1日
（火）
～6月30日
（月） 会津若松「駅からまちなか歴史散策ガイド」
歩く旅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。駅から鶴ヶ城まで4キロウォーク。
4月5日
（土）
～5月18日
（日）

小さな旅 ＆小さな旅行プラン

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

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

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

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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福が満開おもてなし隊

検索

