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また、5月21日～23日に大々的に開催されました、全国

模様について、ほんの少しですがご紹介しておりますの
で、是非ご覧下さい。

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が開催されています。

5/21水 全国宣伝販売促進会議

大盛況で幕を閉じました! !

会場：ホテルハマツ（郡山市）

5月21日
（水）
郡山市のホテルハマツにおいて、
『全国宣伝販

は、
1,000名を超える方にご参加いただき、
大盛況で幕を閉じ

売促進会議』
が開催されました。
『 全国宣伝販売促進会議』

ました！
！

は、
全国の旅行会社の皆さまに向けて、
福島県の観光の魅力

全体会議では、
ふくしまDCのメインテーマである、
「花・食・

を最大限に宣伝し、
今後の旅行商品の造成に生かしていただ

温泉」
を存分に感じてもらうため、
映像あり！音楽あり！実演あ

く、
プレDC最大のイベントです。

り！試食あり！の臨場感あふれる観光プレゼンテーションや、

福島県やJR東日本株式会社のみならず、県内の市町村

県内の交通網に関するJRプレゼンテーションが行われ、
会議

長、キャンペーンクルー、観光担当者や関係団体、旅館女将

の最後を締めくくるクロージングでは、
郡山市安積黎明高校

など、県内の観光関係者が一丸となって会を盛り上げ、当日

のアカペラでの合唱で、
感動的なフィナーレを迎えました。

震災からの復興の象徴でもある、力強く優雅なスパ
リゾートハワイアンズダンシングチームによるフラダ
ンスのステージ。

福島県を代表しまして、佐藤雄平福島県知事が、参
加者の皆さまに歓迎の挨拶を行いました。
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全体会議のプレゼンターによるクロージング。県内の
観光施設の多くの方が、福島県をプレゼンテーション
しました。

全体会議終了後のレセプションでは、福島が誇る地元食材を

シェフが腕によりをかけて調理したビュッフェ形式の料理や、日
本一の酒どころである福島県の質の高い日本酒、各地の郷土料
理やB級グルメが振る舞われ、参加者をおもてなししました。

また、会場外では、郡山駅での盛大なお出迎えだけではなく、

地元と旅行会社との商談会、民芸品等の体験コーナー、ミニス
テージでの語り部・紙芝居・太鼓による演舞が行われ、大いに賑
わいました。

全国宣伝販売促進会議が行われた翌日の22日
から、県内各地7コースに分かれてのエクスカーショ
ン（現地視察）が行われました。視察では、地域の歴
史や文化、自然などを実際に見て廻り、県内観光の
魅力を体感していただきました。
【Dコース】 只見川と茅葺屋根の魅力が満開
「奥会津・南会津」
コース
（1泊2日）
の様子

大内宿
江戸時代の宿場町の面影を今に残す
「大内宿」
では、下郷町観光
ガイドの案内で大内宿の歴史などを聞きながら散策しました。
【Aコース】 歴史と大自然が満開
「福島・裏磐梯・猪苗代周辺」
コース
（1泊2日）

【Bコース】 国内外の文化と白河の魅力が満開「須賀川・母畑・白河周辺」
コース
（1泊2日）
【Cコース】 仏都会津の歴史と伝統が満開
「会津若松・喜多方周辺」
コース
（1泊2日）
【Dコース】 只見川と茅葺屋根の魅力が満開
「奥会津・南会津」
コース
（1泊2日）

【Eコース】 パワースポットとフラガールの笑顔が満開「三春・田村・いわき周辺」
コース（1泊2日）
【Fコース】 復興への熱い思いが満開
「南相馬・相馬・福島」
コース
（日帰り）

【Gコース】 復興への熱い思いが満開
「浪江（二本松）
・川内・郡山」
コース
（日帰り）

会津田島祇園会館

6/28土・6/29日

4月1日から6月30日まで行っている
「『福が満開、福のしま。』福島県観光キャンペーン」
の終了にあわせて、
クロージング・イベントが行われます。
もう一度福島県へお越しいただ
けるよう、
地域・地元・駅が一体となったお見送りを実施いたします。

【下り】ＳＬ福島プレＤＣ号

本宮駅
…… （9郡山駅
：54発） （10：30発）

【上り】ＥＬＳＬ福島プレＤＣ号 …

6/29日
クロージング
セレモニー

福島駅

松川駅

二本松駅

（15：34発） （16：15発）

郡山駅 （9：30頃～）
場

所

出席者

二本松駅
（10：56発）

（16：35発）

松川駅

福島駅

（11：23発） （11：43着）

本宮駅

郡山駅

（17：27発） （17：54着）

福島駅 （11：30頃～）

ＳＬ福島プレＤＣ号出発ホーム

場

郡山駅長、
地元関係者等でのお見送り

出席者

所

ＳＬ福島プレＤＣ号到着ホーム
福島駅長、
地元関係者等でのお出迎え

臨時列車・SL福島プレDC号が、郡山～福島駅間を力走し、クロージングイベントを盛り上げます！
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ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

ゆったりとした時間の中で
南会津エリア

ミニ尾瀬公園・檜枝岐村

檜枝岐の野山には5月でも残雪が白く輝いていま

お もて な し

す。今年の山開きは尾瀬湿原が5月21日、帝釈山が

人

6月14日、そして燧ケ岳は7月6日。澄み切った清流に
花々が映る爽やかな季節です。

6月の尾瀬湿原には立金花（リュウキンカ）や水芭

蕉、そしてシラネアオイやミツガシワなどが小さな花

を一面に咲かせます。しかし貴重な生態系を守るた
めに、草花の採集は禁止。そこで檜枝岐には、もっと
気軽に美しい自然を楽しめる公園があります。

尾瀬のふもと、檜枝岐川のほとりに設けられたミ

ミニ尾瀬公園

ニ尾瀬公園では、休憩所に寄りつつ池や渓流を巡
ることができます。オープンから15年を経て、書美

平野真琴さん

1

術館や写真美術館も併設されました。近年では、家

族連れで参加できる“ミニ”イベントも充実しつつあ
ります。
「押し花体験」もその一つで、園内の花を想
い出として持ち帰ることができます。

檜枝岐にお越しの皆さんは、何気ない野草やせせ

らぎに触れて新鮮な驚きを覚えるようです。例えば

8月に開催する「いよっかり」では、檜枝岐川の浅瀬

に降りて岩魚やカジカをつかみ取りにするのです

が、子どもでも安全に参加でき、その場で食する楽

問ミニ尾瀬公園 ☎0241-75-2065

しみもあって喜ばれています。

歴史民俗資料館

星

1尾瀬書美術館
2ミニ尾瀬公園の草花で
作られた押し花

勇人さん

檜枝岐歌舞伎は檜枝岐の土地の神々

へ奉納する歌舞伎であり、
270年もの歴史

ある伝統行事です。

また一昨年より檜枝岐歌舞伎伝承館に

て、
歌舞伎が当村でどのように育まれて来
檜枝岐村と栃木県日光市との境には2,000ⅿ級

の帝釈山脈が連なり、
山麓には全国的にも珍しい

オサバ草が群生しています。山開きする6月には
真っ白く可憐な花を咲かせます。

「オサバ草が咲く季節はいつにも増して爽やか

なので、
ゆっくり散策してみてはいかがでしょうか。
」

たのかをご紹介しておりますので、
こちら

にお越しの際には是非お立寄ください。

檜枝岐の大自然の中での上演です。
ご

観覧は温かい服装で、なるべく雨具等の

ご用意を。

檜枝岐歌舞伎…毎年4回開催〔4月上旬、5/12、8/18、9月第1土曜日〕

4

2

田子倉湖から前毛猛山を望む

只見町

目黒 吉久

町長

本物の自然を肌で感じて
南会津エリア

自然首都・只見（只見町）

只見の森の美しさを世界へ
まもなく「只見ユネスコエコパーク」が登録されようとしていま
す。只見町はこれまで日本の森の美しさを世界に向けて発信して
きましたが、その声が世界に届いたことになるでしょう。
4万ヘクタールに及ぶブナ林をはじめとした原生的な森、4メー
トルにも達する積雪、この自然環境が只見の森の豊かな生物多
様性を形成しています。そこで「自然首都・只見」として「ブナと生
きるまち 雪と暮らすまち」を基本理念にまちづくりを進めてきま
した。
最近10年では、観光のみならず調査・研究の拠点として只見町
ブナセンターを整備し、自然資源の把握と自然ガイドの育成に取
組んできました。この度の只見ユネスコエコパークは、優れた自
然環境とそれを利用しながらの持続可能な営み、食文化、伝統芸
能が認められたものです。
来る6月22日には浅草岳山開きが行われます。山頂付近に咲
く可憐なヒメサユリ、神秘的なブナの森が皆様をお待ちしていま
す。この機会に改めて日本の森の美しさを肌で感じて頂きたいと
思いますので、ぜひ只見にお越しください。
お もて な し

只見町ブナセンター 指導員

渡部はるかさん

只見町ブナセンターでは、
ブナ林の四季の映像や動植物を

再現したジオラマ、
町内で見られる生き物の剥製や標本展示

のほか、
豪雪地帯の生活の中で用いられた民具などの展示

も行っています。
年4回開催する企画展にあわせたブナセン

ター講座、
四季のブナ林を歩く観察会も企画しています。

只見町の豊かな自然環境を楽しく学べる施設となっており

ますので、
ぜひご来館ください。

問只見町ブナセンター ☎0241-72-8355
HP：http://www.tadami-buna.jp/
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人

月

しゅん

6/15
南会津町

ひめさゆりの郷ウォーク

情報

6旬

南会津町

DCに向けた取り組み～南会津の魅力を発信するバスツアー～

南会津町では、
DCに向けて各イベント
（桜ウォーク、
ひめさゆり ニュース news
の郷ウォーク、会津田島祇園祭、たていわ夏祭り、新そばまつり、
あゆまつり）と観光・体験を組み合わせた1泊2日のバスツアーを実施しています。
参加者の皆さまに南会津町の豊かな自然・文化・食・温泉などを通じたおもてなしを
体験していただくと共に、地域住民との交流により、南会津の人の温かさを感じてもら
えるよう地域一丸となって取組んでいます。
「ひめさゆりの郷ウォーク」を対象としたバスツアーは、現時点で埼玉県発の増便が
決定するなど、好評な滑り出しです。また、他にも南会津町ではプレＤＣと合わせて、今
回初となるJRとのタイアップバスツアー「南会津花めぐり」をご用意。是非、皆さまお越
し下さい。 問南会津町商工観光課 ☎0241-62-6200

南会津町は、
自然が豊かで
食べ物も美味しくとても
過ごしやすい町です。
皆さん是非お越し下さい。

花

南郷スキー場のゲレンデに咲くひめさゆりをはじめ、宮床
湿原のワタスゲやハッチョウトンボなどの貴重な動植物を
見ながらウォーキングを楽しみませんか？
コースは5km、10km、15kmと自分の体力に合わせて選べるので、
初心者から上級者の方まで楽しむことができます。
また、
イベント当日は、
高清水自然公園で活動されている
「ひめさゆりボ
ランティアガイド」
の皆さんのガイドを各スポットで聞くことができます。
南会津町役場商工観光課

5/11～10/19
南会津町

問南会津町観光物産協会 南郷観光センター ☎0241-64-5811

渡部絵美さん

山開きスタンプラリー

護摩滝

今回初の試みとなる「山開きスタンプラ
リー」
を実施中。
南会津町の10ヶ所の山開き
を巡ってスタンプを集め、スタンプを集めた
方の中から抽選で南会津町の特産品など豪
華賞品をプレゼント。
さらに、応募された方全員に参加賞として
オリジナル缶バッジを差し上げます。是非こ
の機会に春から秋の南会津町の大自然を漫
喫してみてはいかがでしょうか。
問南会津町観光物産協会

☎0241-62-3000

七ヶ岳

山頂からの景色は
とても綺麗で、
気持ちがいいですよ！

山開き情報

6/15 七ヶ岳山開き

問南会津町観光物産協会 ☎0241-62-3000

6/29 三ツ岩岳山開き

問伊南観光センター ☎0241-64-5711
南会津町役場農林課

6/21公開！
いわき市

映画「超高速！参勤交代」

いわき市の旧湯長谷藩を舞台にした痛快時代映画
「超高速！参勤交代」
が本年6月21日
（土）
より、
全国一
斉公開されます。
本映画の見所は、
何と言っても、
通常
8日はかかるところを5日以内で江戸まで参勤交代す
るという、
幕府からの理不尽な要求に対し、
知恵をもっ
て闘い、
真正面から理を貫くところにあると思います。
また、
登場人物の前向きな姿を描いた本作品は、
見
ている方に勇気を与えてくれる映画です。
問映画「超高速！参勤交代」
を応援する会事務局
（いわき市商工観光部観光交流課内） ☎0246-22-7477

6/21
リアル参勤交代！
6/21(土)の公開初
東京で行われる、
に
日舞台挨拶を盛り上げるため、実際
徒歩
かけ
5日間
京まで
から東
いわき市
舞台挨拶に参加。
で移動し、
関係各所や自治体等
道中、
に対し表敬訪問を行います。
いわき市役所 観光交流課
小野慎介さん

映画
「超高速！参勤交代」
を
映画に対する意気込み
応援する会
本作品をいわき市全体で応援し、市
の歴史、魅力を広く内外に発信するとと
もに、
映画を活用した積極的な誘客活動
を展開します。震災以降 落ち込んだ観
光交流人口の回復、さらには、地域経済
の活性化を図るため、
「映画
『超高速！参
勤交代』
を応援する会」
を設立しました。
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吉田早紀さん

6/28まで
郡山市

DJR千代ちゃんとその仲間たち

千代ちゃんの軽快な歌声から始まる20分間の磐梯熱海温
泉ガイドは、
JR磐越西線の郡山駅から磐梯熱海駅までの普通
列車の中で、
4月～6月の土曜日限定で行われています。
2両編成の1車両をイベント列車とし、
磐梯熱海温泉協会の
仲間たちと千代ちゃんが、
マイク片手に乗込んでいくと、
乗り合
わせたお客様は、
何が始まるのかと興味津々。
車内アナウンス
の合間に、
磐梯熱海温泉の由来やオススメスポットが、
テンポ
よく紹介されます。
ガイドブックだけではわからない、
地元の情
報やクイズで、
車内のお客様とのやり取りも楽しくはずみ、
この
イベント列車が始まってから毎週乗車される根強いファンの姿
も。
磐梯熱海駅に到着すると、
郡山酒造組合のウェルカム
ドリンクサービス。
郡山市内6ヶ所の酒蔵の味が楽しめます。
温泉街の飲食店でも地酒の試飲ができます。
磐梯熱海温泉の
良さを存分にアピー
ルしています！
ガイドの
阿部千代子さん

問磐梯熱海温泉観光協会
☎024-984-2182（予約不要）
※電車の時間帯は事前にご確認ください。

6月中旬～7月上旬
桑折町

うぶかの郷

ホタルの観察会

桑折町では夏の風物詩であるホタル観賞を6月中旬～7月上旬にかけ
て
「産ヶ沢川ホタル自然公園」
や
「うぶかの郷」
で楽しむことができます。
ホタルの保護ボランティア団体「夢ほたる・こおり」は、ホタルが生
息する水環境および周辺の自然環境を守る活動を「うぶかの郷」を中
心に行い、さらには活動を通してメンバー同士や地域の人々、子供たち
とのコミュニケーションを図りながら豊かな地域社会作りを目指して
います。
なかでも、
自然を守る活動は長い年数を必要とすることから、
子供た
ちが楽しんで参加できる
「幼虫放流会」
やホタル観賞会場を照らす
「竹灯
篭づくり」
を通して、
将来を担う子供たちの育成にも力を注いでいます。
また、ホタル観賞のシーズン中は、メンバーが毎晩うぶかの郷で「ホ
タルの案内人」を努め、会場案内やホタルについての説明を行います。
一昨年からキッズメンバーとして5名の子供たちも加わり、お客様をホ
タルの幻想的な世界へと誘います。

6/28 「ほたる観察会」

19：00～20：30頃（受付18：30～19：00）
開催場所：うぶかの郷
対象者：未就学児、小学生、中学生

竹灯篭づくり

問夢ほたる・こおり事務局 ☎090-3368-6487（阿部）
うぶかの郷 ☎024-582-4500（石幡）

6/15

写真提供：佐藤克彦氏

ホタルの保護活動を通して、地域の子どもたちに
ホタルを守ること、
自然を守ることの
重要性を感じてもらい、子どもたちが
自ら社会活動に参加できる人に成長
してくれるための一助になれば！
と会のメンバーと活動しています。
阿部公嗣さん

清掃活動の様子

7/2
磐梯町

廐嶽山祭り・山開き

下郷町

大内宿 半夏祭り

会津地方における馬頭観音信仰の中心として、
農耕馬と無病息災、安全守護のため馬と一緒に
参拝したとされる歴史ある祭り。馬を先頭に「う
つくしま100名山」
に選ばれた御嶽山を登ります。
昔は、
各農家で馬を飼い農作業を行っておりま
したが、農業の機械化により祭りも一時途絶え、
平成12年に45年ぶりに復活しました。
当日は、
登
山道にある三十三観音を巡り、
観音堂では笹もち
とお神酒の振る舞いが行われます。

国の重要 伝 統 的建 造 物
群保存地区「大内宿」で 毎
年7月２日の半夏 生に行わ
れるお祭り。
高倉神社の祭礼で天狗を
先頭に白装束に烏帽子姿で
渡御行列が厳かに執り行わ
れ、家内安 全、五 穀 豊穣を
祈願します。

問磐梯町役場商工観光課 ☎0242-74-1214

花

問大内宿観光協会 ☎0241-68-3611

6/1～15

喜多方市

花・イベント・祭情報

ふくしまの花の季節は、うす桃色から
青紫色へ移り変わっていきます

6/7～8

西会津町

問熱塩加納ひめさゆり祭り実行委員会
☎0241-36-2115

6/13～30

おとめゆり祭り

西会津町の花「おとめゆり」が
野沢安座（あざ）地内の広さ約
0.5haの群生地で、6月上旬から
中旬にかけて見頃を迎えます。
6月7日、8日には、地元安座の
有志によるおとめゆり祭りが開
催されます。
問にしあいづ観光交流協会
☎0241-45-2213

喜多方市

ひめさゆり祭り

喜多方市の花であるひめさゆりの
群生地付近で各種イベントを開催しま
す。
薄紅色の可憐なひめさゆりを見に、
また自然の中で日頃の疲れを癒しに
「ひめさゆり祭り」
にお越しください。

6/15～7/5

花しょうぶ祭り

会津美里町

歴代会津藩主一家の行楽地で
あり、
会津藩指定の御鷹野であっ
た
「御殿場公園」
に咲き誇る3万6
千株の
「花しょうぶ」
の競演。
22日（日）のメインイベントで
は、花しょうぶ音頭の披 露や地
場産品の直売会など盛りだくさ
んでお待ちしてます。

第34回 あやめ祭り

色鮮やかな150種10万株の花
菖 蒲が咲き誇る回遊 式 庭 園で
す。会津美里町オリジナル品種
「高田錦」は必見。晴れた日はも
ちろんですが、雨の日にしっとり
とした雰囲気を醸し出すあやめ
苑もおすすめです。
問会津美里町観光協会
☎0242-56-4882

問花しょうぶ祭り実行委員会 ☎0241-27-2122
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6/15～7/5

鏡石町

第11回 あやめ祭り

約20haの園内に2箇所のあ
やめ園があり、70種類4万本の
あやめが咲き誇ります。
「 “ 牧 場 の 朝 のまち” あ や め
ウォーク」をメインに、よさこい
演舞など様々なアトラクションを
予定しています。
問鏡石町観光協会
（事務局：産業課 ☎0248-62-2118）

駅からハイキング＆ウォーキングイベント

6月8日
（日）

東北応援コース

い つ で も

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」

歩くたび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
ら鶴ヶ城までの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㎞

東北応援コース

まるごと須賀川ウォーク

郡山市西田町にある
「高柴デコ屋敷」
は三春駒と三春張子人形の発祥地です。
デコ屋敷の
「デコ」
とは人形のことであり、
人形屋敷とも言われております。
【集合】
三春駅【所要時間】約5時間【歩行距離】
約8㎞
TEL.0248-22-2539

6月14日
（土） 会津川口駅

TEL.0241-54-2053

6月15日
（日）

6月14日
（土） ぐるっと鶴ヶ城とまちなかめぐり

TEL.0241-23-1117

只見町観光まちづくり協会

TEL.0241-82-5250

6月28日
（土） 白河観光物産協会

TEL.0248-22-1147

城下町白河の史跡を巡る

6月28日
（土） 喜多方駅

TEL.0241-23-1117

新緑の安達太良山

日本百名山の一つの、高村光太郎の詩集「智恵子抄」で知られる安達太良山の登山です。
【集合】二本松駅【所要時間】約7時間10分【歩行距離】約10㎞

6月22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

安積開拓の歴史と歴史学者「朝河貫一先生」の偉業を学ぶ旅

ニッコウキスゲのベストシーズンを迎える雄国沼湿原。
標高約1100mの湿原を埋め尽くす、
美しくも可憐なニッコウキスゲに圧倒されます。
【集合】
喜多方駅【所要時間】約4時間30分【歩行距離】
約4㎞

6月29日
（日）

会津若松駅

TEL.0242-22-0257

150種10万株の菖蒲と天海大僧正の歴史

天海大僧正の故郷、
会津美里町を散策します。
【集合】
会津若松駅【所要時間】
約6時間【歩行距離】
約3.5㎞

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。

まで

に！
さらᐕߪߤߎ߆ߦ

ߩ
「王様キビタン」

スタンプ߽㓝ࠇߡࠆࠃ!

ߎߘߞ

［ @kin gkibi tan ］
情報発 信中！

公式アカウント

で

タンプを
抽選で1,000名様に豪華プレゼントが当たる! 3ス
個以上集めて

スタンプ
15種類以上

1

名様

宿泊券や人気ゲーム機など豪華プレゼントをもらおう！ 応募しよう!

スタンプ
9種類以上

スタンプ
6種類以上

5

名様

等

ペア宿泊券など

88
名様

◆問い合わせ先／キビタンフラワースタンプラリー運営事務局

福島県
等 特産品
など
スタンプ
906

4

3種類以上

名様

もれなくプレゼント

王様キビタン賞

「王様キビタン」スタンプを
全種類
（7個）
集めると
「フラワー
マイスター

認定ピンズ」

☎024-563-6902（土日祝を除く 9:00～17:00）

8

エリアパーフェクト賞

エリア別スタンプを
全種類
（18個）集めると

「オリジナルクリア
ファイル」
花の王国ふくしま

!!

名所 を巡って
の

6/30㊊

検索

スタンプ を集 めよう

実施期間

10万円分

小さな旅

花

世界的な歴史学者である「朝河貫一先生」の功績を学べます。開成館は明治7年に建設さ
れた擬洋風三層楼の建物で、安積開拓に携わった人々の足跡がわかる資料を見られます。
【集合】郡山駅【所要時間】約5時間10分【歩行距離】なし

等

小さな旅

ニッコウキスゲの雄国沼ハイキング

6月7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

3 県内旅館ホテル

小さな旅

現在、修復作業をしている白河小峰城の様子や史跡、名所をボランティアガイドと
一緒に巡ります。
【集合】
白河駅【所要時間】
約4時間30分【歩行距離】約5㎞

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

人気ゲーム機
等

小さな旅

ヒメサユリ、ヤマツツジ、タニウツギが咲く山道を巡った後、まちなかをご案内します。ダムに
沈んだ田子倉集落の豊かな山村文化を伝える田子倉館の施設展示室を特別見学できます。
【集合】
只見駅【所要時間】
約5時間30分【歩行距離】
約6㎞

「牧場の朝」のモデル（日本最初の牧場）岩瀬牧場を満喫できます。鏡石町鳥見山公
園内で70種類約4万株の色鮮やかな鏡石町の花”あやめ”が咲きほこります。第11回
鏡石あやめ祭り及び岩瀬ファーマーズマーケット同時開催。
【集合】鏡石駅東口公園【所要時間】約5時間【歩行距離】約6㎞

2

小さな旅

縁結びの三石神社と新緑の里歩き

6月22日
（日） ”多彩”菖蒲めぐり～牧場の朝のまち あやめウォーク～

1 JRびゅう商品券

小さな旅

そば打ち体験と、新緑の奥会津を散策

感じる漢字とは、そのときのテーマを連想させる漢字を創作する遊びです。躍動感あふれる
古代文字の木製看板を軒下に飾った店舗が多くあり、まちなか散策を楽しませてくれます。
【集合】
喜多方駅【所要時間】
約5時間【歩行距離】
約3.5㎞

白虎隊の少年達も文武を学んだ、
藩校日新館は戊辰戦争で焼失し現在は天文台跡だけ
が残っています。
【集合】会津若松駅【所要時間】約 5 時間【歩行距離】
約 6.5 ㎞

豪華プレゼント一覧

小さな旅

心を癒す阿武隈源流と閑静な森でフィトンチッド（森林の香り）を浴び、心身ともに
リフレッシュします。
パワースポット剣桂で松平定信の歴史にふれます。
【集合】
新白河駅【所要時間】
約5時間15分【歩行距離】
約4㎞

6月14日
（土） 喜多方駅

福島街中散策通りを歩いて

検索

小さな旅

喜多方駅発 感じる漢字で蔵のまちを遊ぶ

ノスタルジック商店街を歩き、懐かしい昭和へ迷い込み、旧城下町のまち歩きで見
えてくる福島城と城下町の姿。今に残る、旧城下町の貴重な史跡や遺跡を歩き、当時
の人々の暮らしに想いをはせてみてはいかがでしょうか。
【集合】福島駅東口【所要時間】約4時間【歩行距離】約4.5㎞

お申し込みは 駅からハイキング

TEL.024-932-6001

金山町の新緑やアザキ大根の花畑等を案内人とともに散策します。
そば打ち体験も楽しめます。
【集合】
会津川口駅【所要時間】
約5時間30分【歩行距離】約13㎞

歴史の街須賀川。宿場町そして芭蕉ゆかりの須賀川を満喫します。新緑の季節をむ
かえた須賀川をたっぷり歩いてみませんか。
【集合】須賀川駅【所要時間】約6時間【歩行距離】約9㎞

6月8日
（日）

郡山駅

思い出作り、張子の里「高柴デコ屋敷」散策

新緑の甲子高原森林散策と剣桂の伝説にふれるウォーキング

縁結びの三石神社と新緑の只見湖畔をハイキング

百合平と三石神社をめぐる山道はヒメサユリの季節。花好きにオススメです。只見
川公園で青空ランチの後は新緑の輝く只見湖と只見川沿いにたっぷり歩きます。
「キョロロロ」という囀りはブナ林で営巣するアカショウビンの恋歌です。
【集合】只見駅前広場特設テント【所要時間】約4時間【歩行距離】約12㎞

6月7日
（土）

小さな旅 ＆小さな旅行プラン

6月14日
（土） 新白河駅

イ ベ ン ト

6月7日
（土）

駅 長 オススメの

