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桜の開花と共に、
福島県内を訪れる観光客の皆さんと、

お迎えする県民の皆さんとの交流が活発になっています。

4月1日からプレDC
「福が満開、
福のしま。
」
が開催となり、

プレDCのオープニングセレモニーを皮切りに、
県内各地で

「ふくしま」
の魅力を伝えるべく趣向を凝らしたイベント・祭
りが賑わっています。今回のキビタン観光通信では、特集

として花見山、浄土平レストハウスを取りあげ、おもてなし
活動を実践される方々をご紹介します。

今月の

情報

DCとは…県や市町村、観光関係者等と

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が開催されています。

4/5土

福

島

福島駅

オープニングイベントとして3つの
団体臨時列車【上野～郡山・福島「急
行ふくしま観光キャンペーン号」、郡山
～会津若松「Kenji号」、郡山～小野新
町「風っこ号」】の運行に併せて、各主
要駅でオープニングセレモニーを開
催。主に首都圏から延べ400人の観光
客が本県を訪れました。
会津若松駅

出発進行！

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開催

風っこ号

小野新町駅

郡山駅

会津若松

メイン会場となったJR郡山駅では、福島県知事（福島県観光復
興キャンペーン委員会委員長）
を筆頭に郡山市長、東日本旅客鉄
道㈱執行役員仙台支社長などが参加し、
「福が満開、福のしま」
の
掛け声でオープニング宣言が行われました。
また、地元郡山の福
島県立安積黎明高校による合唱や、岩代國郡山うねめ太鼓保存
会の演奏や、各ホームでは地酒や銘菓が振る舞われ、福が満開
ふくしま隊、
ミス郡山のおもてなしもあり、
プレDCのスタートとして
盛大なオープニングを飾りました。
その他、JR上野駅、JR新白河駅、JR福島駅、JR会津若松駅で
オープニングセレモニーが開催され、各地域の特色を活かした
おもてなしで、本県の魅力をPRいたしました。

Kenji号

新白河
新白河駅

郡

山

急行ふくしま観光キャンペーン号

いわき駅

いわき

上野駅
上野駅発の急行ふくしま観光キャンペーン
号には多くの鉄道ファンも駆けつけました。
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写真家の故・秋山庄太郎氏が「福島に桃源郷あり」と称した花見山。

ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

桃源郷の守り人たち
県北エリア

花見山公園・福島市

三代目園主

阿部一夫さん

春には、梅、ハナモモ、桜、レンギョウなど美しい花々が咲き競
い、毎年全国から多くの観光客が訪れます。花見山は、花木生
産農家の方が自らの農地を「みんなにきれいな花を観てもら
い心が安らげば」と長い歳月をかけて開墾し、
「花見山公園」と
して広く一般的に開放しています。

ボランティアガイド
「ふくしま花案内人」は、活動を開始して今
年で10年目。現在138名が在籍し、花見山を含む市内観光を
案内し、福島の魅力をPRしている。

花見山公園は昭和34年に祖父・伊勢次郎と父・一郎が山を開墾し、花木を
植えたのが始まりです。私も18歳の頃から父と共に花見山公園の手入れをし、
今年で45年目になります。始めは雑木林だった山も、現在は50種類以上の花
木が植えられ、桜だけでも10種類以上になりました。
訪れた方々から、
「桃源郷、宝石箱のようだ」と声を掛けていただいたり、お
手紙を頂戴したりします。私自身とても嬉しく、やりがいを感じています。父亡
き後も、父の行動力にはまだまだ及びませんが、先代から引き継いだ花見山公
園を家族一丸となり守り続けていきたいと思います。
お もて な し

人

ふくしま花案内人

花

松崎幸子さん

私たちは、
園主の阿部さんと、
花見山の魅力をお客さま

にお伝えできるよう努めております。
お客様の
「すごく綺麗

だった」
「また来たい」
の声が、
ボランティアガイドをやって

いて一番の喜びです。なにより、お客様との交流を楽しま

せて頂いています。
また、
みんな花が本当に大好きで、
「こ

んなに素晴らしい場所で案内をさせて頂けるなんて！」
と、
花見山で活動できることを嬉しく思っています。

ふくしまDC本番に向けて、
今後も福島の良い所を、
花見

満開の花々の中で、満面の笑みがあふれるボランティア
ガイド
「ふくしま花案内人」のみなさん。おそろいの帽子
には、
おもてなしの缶バッチが！

山を全国に広められるよう頑張っていきたいと思います。

問花見山 福島市観光案内所 ☎024-531-6428
ふくしま花案内人 一般社団法人福島市観光コンベンション協会 ☎024-531-6432

6月末まで
福島市

笑顔でありがとう！花見山モザイクアート

JR福島駅西口の新幹線改札内に、縦4.5m、横21mの花見山公園を描い
たモザイクアートがお目見え。モザイクアートは、
「 ふくしまプレデスティ
ネーションキャンペーン」
に合わせて、同駅が福島市・福島学院大学などの
協力を得て制作しました。1ピースが福島県民の笑顔で構成され、合計1万
3,398ピースのモザイク画になっています。展示は６月末までの予定です。
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お問い合わせ

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

さらに、
は
（4月～6月）
期
プレDC 間

福島県観光有料道路 3ライン
恒久的無料開放決定！！

浄土平駐車場も

無料！

観光有料道路として親しまれている
「磐梯吾妻スカイライン」
「磐梯山ゴールドライン」

「磐梯吾妻レークライン」の3ラインが、平成25年7月25日をもって福島県へ移管され

ました。平成23年7月より同ラインでは、観光復興策により無料通行が可能でしたが、
今後は一般県道として恒久的に無料開放となります。

観光有料道路の恒久的無料開放に伴い、
プレDC・DCに向けて県内における観光誘客に期待されるな
か、今回は磐梯吾妻スカイラインにある
「浄土平レストハウス」
の取り組みについてご紹介いたします。

浄土平レストハウスの取り組み
県北エリア

浄土平レストハウス・福島市

おもてなし研修の実施と意識の徹底

浄土平レストハウスには、
近隣観光と合わせて訪れるお客様が多くいらっしゃいます。
こち

らに来てから猪苗代方面に行かれる方や、
今の季節には県内の桜を巡って来られる方など
様々です。
現在は、
団体のお客様が震災前と比べて8割弱の入込ですが、
少しずつ右肩上がり
でその数は戻ってきています。
しかし全国的に震災の傷が風化していく中、
福島の復興への
意気込みを見せる上でも、
プレDC、
DCが始まるのはとてもいい機会だと思いました。
浄土平レストハウスも新メニューの開発として、会津郷土料理わっぱ飯とこづゆがセッ
トとなった「福のしま。御膳」や、全国でも7ヶ所でしか販売していない「プレミアム生ソフト
クリーム“クレミアCREMIA”」を導入するなど、お客様に楽しんでいただけるよう取り組ん
でいます。
開催する会合に積極的に参加するなど、福島の情報発信の拠点及び福島県の観光の顔と

公益財団法人
福島県観光物産交流協会
福島県浄土平レストハウス

して、その名に恥じないように努めて参りたいと思います。今年はプレDCですが、DC本

支所長

職員に対してはおもてなし研修を実施することで意識の徹底を図り、また、旅行会社が

番のような意気込みで福島県をPRしていきます。
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吉田謙一さん

3

食

2

おもてなし研修を経て、DCの準備に気合い
が入るスタッフの皆さん。
「笑顔でお待ちしています！」

4

1フードコーナー・福島の特色を生かし
たメニューが充実する。 2福島県内の
土産品のほか、浄土平レストハウスなら
ではの逸品も。 3「福のしま。御膳」
4生クリームとラングドシャの絶妙な味
わいが人気の予感！プレミアム生ソフト
クリーム“クレミアCREMIA”。
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問浄土平レストハウス ☎・FAX 0242-64-2100

月

情報

５旬
しゅん

ニュース

news

スタンプラリーアプリ

「スマラリー」に
田村市がコンテンツ提供
4月13日
（日）から株式会社アイリッジ
（本社：東
京都千代田区）が運営する
「Smart Rally」
（ス
マラリー）
において阿武隈高原の観光地をめぐ
るコースが開始されました。
スマラリーとは、
ス
マートフォンだけで気軽にスタンプラリーに参
加できる無料アプリ
（Android版/ iPhone版）。
スマラリーに地方自治体が参加するのは初と
なります。
あぶくま洞やリカちゃんキャッスル、須
賀川牡丹園など、季節に応じた観光地でスタン
プを揃えれば、参加賞に加えて抽選で田村市
の特産品等を進呈！スマラリーをダウンロード
して観光地を巡り、
あぶくまの大自然に触れて
みませんか。
問田村市商工観光課

5/3～5

会津十楽 in サムライシティあいづ 春の陣

会津若松市

「サムライシティ」
の商標をもつ会津若
松市では、
会津所ゆかりの蒲生氏郷公に
ちなんだ物産市「会津十楽」
を春秋2回
の開催
（秋は9月21～23日鶴ヶ城本丸）
。
春の陣の会場は、野口英世青春通り
や七日町通りと交わる神明通り中合跡
地で行われます。蒲生氏郷公時代の”市”
である
「十楽」
を再現し、当時の茶の湯・
南蛮文化をはじめとし、食・匠の技・伝統
工芸などをお楽しみいただける物産イ
ベントです。

実行委員長の
岸敏恵さん

問サムライシティプロジェクト委員会

5/11～31

花

水原クマガイソウ

☎0247-81-2136

クマガイソウの里まつり

問まつり期間中現地会場 ☎024-567-5515
松川町観光協会
（福島市役所松川支所内）
☎024-567-2111

水原小学校の
児童の手書きの
案内板がほほ
えましいです。
リカちゃんキャッスル

5/17～6/8

あだたらイルミネーション「天の川と花のコンチェルト」

昨年のイルミネーション

福島市

☎0242-39-6539

クマガイソウは全国的に絶滅が危惧されている希少な
花です。
その数少ない群生地が松川町水原（福島市）
にあ
ります。
地元のボランティア団体
「水原の自然を守る会」
によ
る長年の環境整備や生育保全によって、
クマガイソウは1万
5千株にも増え、
山野草は200種類以上を数えるほどです。
期間中は自然観察会や特産品の販売とともに、
名物
「藤
八そば
（1,000円）
」
も提供されます。
毎年案内板を制作する
水原小学校の皆さんは、
時には小さなガイドとしても活躍。
以前発行したガイドブック
『クマガイソウの里の植物たち』
が好評で品切れにつき、今年は『クマガイソウの里に咲く
花々
（仮）
』
を発行する予定です。

あぶくま洞

二本松市

昨年秋の陣の様子

同時期開催の
大町通りふれあいこどもまつりや
JR会津若松駅とも緩やかに連携しながら、
市内各所へ展開していくイベントにして
いきたいです。

季節に彩られる光の演出が恒例となっ
た、
あだたら高原スキー場のイルミネーショ
ン。
今回のテーマは
「天の川と花のコンチェ
ルト」。
スキー場の斜面に沿って散りばめら
れた180,000球の光が、
天の川と安達太良
山に咲く花のモチーフを象ります。
期間中は
夜間
（19：00～21：00）
のゴンドラを運行。
10
分間の夜間飛行をお楽しみ下さい。
ゴンドラ
山頂駅では、絶景の夜景と動物のイルミ
ネーションがお出迎えします。

5/18
二本松市

第60回

もっとガイドを
増やしたいので、
皆さんよろしく
お願いします。
水原の自然を守る会
丹野一男事務局長

安達太良山山開き
日本百名山のひとつ、
安達太良山は今年で60回
目の記念となる山開きを
行います。恒例の記念ペナ
ント配布、
ミズあだたらコ
ンテストにくわえて、
お楽し
み抽選会、記念ピンバッジ
の配布などを行います。
また、
二本松「ざくざく」、
楢葉「マミーすいとん」、会
津「こづゆ」
など、
県内各地
の汁物を無料で振る舞う
「ふくしま汁知る味知るサ
ミット2014in安達太良」
も
同時開催します。

問あだたら高原リゾート ☎0243-24-2141
スタッフの
松本香織さん

問安達太良連盟事務局
（二本松観光協会）
☎0243-55-5122

お客様に喜んで
頂けるよう準備中です。
幻想的な天の川
お楽しみに！
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5/25
鏡石町

JR

駅から
ハイキング

田んぼアート「豊作祈願田植え祭り」

東日本

鏡石町では、駅に降りてみたくなるまちづくりの一環として
「田んぼアート」
に
挑戦しており、今年は5月25日
（日）
に田植え体験が開催されます。
今回のテーマは、童話「金太郎」
と、
サッカーFIFAワールドカップを組み合わ
せたデザインとなり、昨年よりも1色増やした6色の稲で田んぼアートを完成さ
せます
（予定）。当日は田植え後に昼食交流会が行われ、豚汁と昨年の田んぼ
アート米（天のつぶ：福島県オリジナル水稲米）
「特製おにぎり」が振る舞われ
ます。今年は、是非皆さんの手で、田んぼアートを描いてみてはいかがですか？
今年の図柄決定！
初の6色稲で
上手に描けるか！
？

各地の イベント
4/28～5/31

昨年の田植えの様子

須賀川牡丹園（須賀川市）

問（公財）須賀川牡丹園保勝会 ☎0248-73-2422

4月中旬～ さくら八選
（会津美里町）
5月上旬
問会津美里町本郷インフォメーションセンター
☎0242-56-4637

5月上旬～ 花と歴史の郷蛇の鼻
「ふじ祭り」
（本宮市）
中旬
問花と歴史の郷 蛇の鼻 ☎0243-34-2036
5/1～6/30

昨年の田んぼアート

5/3～5
5/4
5/4・5

6/1
下郷町

問かがみいし田んぼアート
実行委員会（鏡石町産業課）
☎0248-62-2118

オオタカ ネ

愛と絆 100万年ウォーク～大高嶺バラ祭～

100万年ウォークは、
100万年かけて造ら
れてきた下郷町の美しい自然、
文化、
風習な
ど、
楽しみながら体感して頂くウォーキング
イベントです。下郷町商工会では、イベント
バンクに登録し、各メディアへの情報発信
や、前回の参加者やウォーキング協会へチ
ラシを配布するなど100万年ウォークのPR
に取り組んでいます。
6 月1日（ 日 ）に開 催 さ れる「 10 0 万 年
ウォーク～大高嶺バラ祭」では、今年で50
周年を迎える国指定天然記念物「中山風
穴地特殊植物群落」に咲く高山植物「大高
嶺バラ」の群生を見ることができます。ま
た、今回はグリーンツーリズムとして、わら
じ作り体験
（限定30名）
ができるハーフコー
スも新設。
地域のおもてなしあり、
人との触
大高嶺バラ
れ合いありの「100万年ウォーク」で春の下
郷町を歩いてみませんか。 問下郷町商工会（100万年ウォーク事務局）

花

5/5
5/10～31
5/24
5/24～25
5/25
5/25
5/26～6/7

☎0241-67-3135

鳥追観音若葉祭（西会津町）

問鳥追観音如法寺 ☎0241-45-2061

万人子守地蔵尊例大祭（二本松市）
問岩代観光協会 ☎0243-65-2803

小浜長折三匹獅子舞（二本松市）
問岩代観光協会 ☎0243-65-2803

会津若松駅前物産市（会津若松市）
問極上の会津プロジェクト協議会 ☎0242-39-1251

第3回 三春時代行列（三春町）

問三春時代行列実行委員会事務局（三春町観光協会内）
☎0247-62-3690

羽山の里クマガイソウ祭り
（二本松市）
問東和観光協会 ☎0243-66-2490

心と身体の健康ウォークin大山（西会津町）

問西会津町商工観光課

☎0241-45-2213

ふくしまわっくわっく遊園地（福島市）
問ふくしまわっくわっく遊園地実行委員会
（福島市観光コンベンション協会）☎024-531-6432

炎の郷・向羽黒山城跡 ふれあい茶会（会津美里町）

問会津美里町観光協会 ☎0242-56-4882

西会津ふるさとなつかしCarショー（西会津町）

問西会津クラシックカーで元気な町へ実行委員会事務局
（西会津町振興公社）☎0241-45-2025

山人春祭り
（檜枝岐村）

問尾瀬檜枝岐温泉観光協会 ☎0241-75-2432

5/31

ふくしま山車フェスタ
（福島市）

5/31

春の雅楽
（磐梯町）

問福島民報社事業局 ☎024-531-4171

問磐梯山慧日寺資料館 ☎0242-73-3000

相馬観光復興御案内処 ニュース news

新たな観光資源を活用した観光窓口として

相馬観光復興御案内処では、新たな観光資源を活用した観光交
流人口の受け入れ拠点としてワンストップサービスを提供します。
1つ目は、10名以上の団体で市内宿泊を伴う場合、御案内処として
は宿泊の紹介をはじめ、観光スタッフによる震災復興のご説明及び
視察ポイントの御案内をいたします。2つ目は、
スポーツ交流人口の
拡大を目指したイベントを企画いたします。
相馬市は東日本大震災後に多くの観光資源が失われましたが、新
たな観光資源を活用した観光窓口として観光交流人口の増加を目
指します。 問相馬観光復興御案内処（相馬市商工観光課）☎0244-37-2155

山開き情報
5/3

高陽山山開き（西会津町）

問高陽山へ登ろう隊 ☎0241-49-2515

5/11 口太山山開き（二本松市）

問東和観光協会 ☎0243-66-2490

5/25 第47回 小野岳山開き（下郷町）
問下郷町商工観光係

☎0241-69-1144

5/25 磐梯山山開き（磐梯町・猪苗代町・北塩原村）
問磐梯町商工観光課 ☎0242-74-1214
猪苗代町商工観光課 ☎0242-62-2117
北塩原村商工観光課 ☎0241-32-2511

5/25 羽山山開き（二本松市）

問東和観光協会 ☎0243-66-2490

5/25 鏡山山開き（西会津町）
6/8
相馬観光復興御案内処の
横山幸弘さんと菅野昌孝さん
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問西会津町商工観光課 ☎0241-45-2213

尾瀬国立公園田代山山開き（南会津町） 田代山
問南会津町観光物産協会舘岩観光センター
☎0241-64-5611

口太山

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

東北応援コース

5月4日
（日）

い つ で も

4月1日
（火）
「駅からまちなか歴史散策ガイド」
～6月30日
（月） 会津若松
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。

【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）
～5月18日
（日）

5月5日
（祝・月） 三春駅

5月11日
（日）

5月11日
（日）

会津若松駅

TEL. 0242-22-0257

会津坂下駅

小さな旅

会津本郷」

TEL.0242-82-3972

小さな旅

うつくしま百名山に選定された飯谷山の山開きにあわせてハイキングを楽しみます。
ハイキングの後は柳津温泉で疲れを癒しましょう。
【集合】会津柳津駅【所要時間】約5時間35分【歩行距離】約8㎞

イ ベ ン ト

5月3日（祝・土）みしまの春さんぽ～みしまの見どころ巡り～

只見川を一周、一望できるゆっくりたくさん歩くのが好きな方にオススメです。
カタクリ群生地、子どもの神様”鬼子母神”など三島の自然と歴史にふれるコースです。
【集合】会津宮下駅【所要時間】約6時間15分【歩行距離】約9㎞

春の会津ばんげ歴史探訪ウォーク

町内には歴史あるお寺が多くあり、それぞれに興味深い歴史や言い伝えが残されてい
ます。ガイドの案内に耳を傾けながら、いにしえの風情を楽しんでみませんか。
戊辰戦争時に壮絶な生き方をした会津の女性「中野竹子」の墓も巡ります。
【集合】会津坂下駅【所要時間】約4時間【歩行距離】約3.5㎞

5月5日（祝・月） 春爛漫・赤べこ発祥の地で赤べこ絵付け体験と大地の恵みを味わおう

春真っ盛りの只見川沿い、只見線沿いを歩きながらの山の幸や温泉（足湯）を味わう
自然の恵みを満喫するコースです。
【集合】会津柳津駅【所要時間】約3時間30分【歩行距離】約5㎞

5月17日
（土） 喜多方駅

TEL.0241-23-1117

舟運と歴史のまち
「塩川」
で通好みの歴史探訪

小さな旅

地元で愛され続けてきた「鳥モツ（鳥皮）」は全国に自慢出来るB級グルメです。
屋号を染めたのれんに宿場町の面影が残ります。
【集合】塩川駅【所要時間】約4時間45分【歩行距離】
約7㎞

5月17日
（土） 本宮駅

伊達政宗の足跡を訪ねて

TEL.0243-33-3223

小さな旅

国の登録有形文化財である「蛇の鼻御殿」を見学します。天正13年（1585年）常陸の佐竹・
会津の芦名等の連合軍と伊達政宗軍との合戦地「人取橋合戦」を訪ねます。
【集合】本宮駅【所要時間】約6時間【歩行距離】約10㎞

5月17日
（土） 二本松駅

TEL.0243-23-1274

二本松
「霞ヶ城」
散策と地元酒蔵見学

小さな旅

二本松には四つの酒蔵があり、今回はほとんどが地元で愛飲される小さな酒蔵を見学します。
【集合】二本松駅【所要時間】約3時間15分【歩行距離】約4㎞

5月10日
（土） ”俳句と牡丹の街”須賀川散策

約290種、約7000株の大輪牡丹が咲き競う牡丹園を散策します。芭蕉が逗留した地で
句碑や記念館を巡ります。
【集合】須賀川駅【所要時間】約6時間【歩行距離】約10㎞ ※別途2,500円がかかります。

5月24日
（土） 土湯の
「つつじ山公園・女沼」
をハイキング

「つつじの花」と「芽吹き始めた緑の山々」の色とりどりの景観をお楽しみいただけます。
つつじ山公園からは、つつじの花越しに吾妻連峰の山々をお楽しみいただけます。
また、道中では様々な山野草が楽しめます。
【集合】福島駅【所要時間】約7時間【歩行距離】約13㎞

5月25日
（日） ”豊作祈願”田植え祭り～2014田んぼアート～

5月18日
（日）

福島駅

TEL.024-522-2043

国見町阿津賀志山と
「大藤」
を楽しむ

小さな旅

旧街道に古来の息吹きが宿る、義経ゆかりの地が国見町です。
見事に咲き誇った藤の花をご堪能ください。
【集合】藤田駅【所要時間】約6時間40分【歩行距離】約16㎞

5月25日
（日）

小野新町駅

TEL.0247-72-2615

山頂が真紅に染まる高柴山ヤマツツジ観賞

小さな旅

山頂一面に咲き誇る3万株のヤマツツジと阿武隈高原の大パノラマをお楽しみください。
農耕時代に馬がツツジの新芽を食べたことで手入れしたような真紅の群落ができあがりました。
【集合】小野新町駅【所要時間】約7時間45分【歩行距離】約8㎞

5月31日
（土） 会津若松駅

鏡石駅東側の水田をキャンパスに”田んぼアート”を手掛けます。
絵柄にあわせて色とりどりの稲を植え付けます。
田植え後から稲が生育し、
田んぼアートの見頃となる時期は7月後半から8月です。
【集合】鏡石駅東口公園【所要時間】約5時間【歩行距離】約5㎞

TEL.0242-22-0257

仏教文化発祥の地 磐梯町に響く平安の調べ

小さな旅

史跡慧日寺跡で奏でられる世界最古のオーケストラ{雅楽}をご堪能ください。
【集合】磐梯町駅【所要時間】約4時間15分【歩行距離】約3㎞

5月31日
（土） 会津松平家の歴史と深緑の会津城下めぐり

5月10日
（土）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

新緑の開成山公園を散策と、
饅頭作り体験を楽しむ旅

旧滝沢本陣は参勤交代や領内巡視の際の殿様の休憩所でした。
戊辰戦争では白虎隊もここから出陣しました。
【集合】会津若松駅【所要時間】約5時間30分【歩行距離】約9㎞

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㎞

各コースの集合場所までの乗継等の路線情報は、 えきねっと
web サイト『えきねっと』でご確認ください。

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

吉田繁先生の桜撮影＋アートプリントゼミ

講師■吉田 繁
1958年、東京生まれ。
日本大学
経済学部卒。広告・PR誌・雑誌
など撮影をするかたわら1990
年頃から巨樹を中心に自然の
写真を撮り続けている。

小さな旅

うつくしま百名山
「飯谷山」
ハイキングと柳津温泉

東北応援コース

雪村桜

TEL.0247-62-2669

葦名盛氏が築城した日本最大級の山城跡を散策します。
【集合】会津若松駅【所要時間】約6時間【歩行距離】約7㎞

【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㎞

4/20・開催地：郡山市周辺

小さな旅

若き伊達政宗が居住し、天下を夢見た小浜城跡を訪れます。反町の万人子守地蔵尊の
「稚児の舞」を見学します。【集合】二本松駅【所要時間】約7時間【歩行距離】約7㎞

日本最大級の山城と 400 年の伝統
「陶器の里

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

検索

TEL.0243-23-1274

平安・戦国・幕末の各時代を再現した時代行列をお楽しみ下さい。三春藩の総鎮守や三春
藩主秋田家菩提寺のほか、自由民権運動の先駆者河野広中ゆかりの寺を巡ります。
【集合】三春駅【所要時間】約6時間【歩行距離】約5㎞

「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？

お申し込みは 駅からハイキング

二本松駅

若き伊達政宗が天下を夢見た小浜城と子育ての原点「稚児の舞」

いにしえの三春の時代を彩る行列と歴史を巡る

見頃の花見山ウォーキング

【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

5月4日
（日）

小さな旅 ＆小さな旅行プラン

「探す楽しさ、
見せる喜び、
集うトキメキ」
をテーマに、
デジタル
一眼カメラを中心としたデジカメユーザーの創作活動と機材選
びの支援を目的とする、
インプレスジャパンが運営するWebサー
ビスの「GANREF」の『吉田繁先生の桜撮影＋アートプリントゼ
ミ』が、4月20日
（日）
に福島県内の桜の名所で開催されました。
首都圏在住の30代～60代の男女8名が福島県を訪れました。
今回のゼミの講師を務められた写真家の吉田繁氏は、
ライフ
ワークで巨樹を中心に、世界中の自然の写真を撮り続けていま
す。参加者は、午前中に東京を出発し、福島県に到着すると、吉
田先生のアドバイスを受けながら
「雪村桜（郡山市）」「
、福聚寺
の桜（三春町）」など県中地域の桜を巡り、
ゼミの締めとして、夜
桜の撮影の基本を学びました。
撮影会は、終始和気あいあいとした雰囲気の中で行われ、参
加者は、
吉田先生に質問しながら熱心に撮影していました。
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1

1和気あいあいとした雰囲気の
中で吉田繁先生の桜撮影＋アー
トプリントゼミが開催。
DCのぼり前
で記念撮影の1枚。
2参加者は東
京から県中地域の桜の名所へ。
疲れるようすもなく撮影が始まっ
た。
3参加者からの質問に丁寧
に答える吉田先生。
真剣な眼差し！

2

福島・春の

2014年

募集期間
テーマ「行ってみたくなる福島」
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検索

こちらも開催中！

3/20▶7/18

※応募にはGANREFの会員登録が必要となります。

