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特集では、
「夏を駆け抜ける！相双特集！」。夏の季節がピカイチ

な時間を過ごせる川内村をクローズアップ。また７月の旬情報も盛
りだくさんです。今月も福島の魅力満開でお届け致します！

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終了

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が開催されました。

6/28土・29日・30月

プレ DCクロージングイベント

来年もふくしまでお待ちしています！
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が、6月30日

でついに終了！キャンペーン期間にご来県いただいた皆様への御礼の気持ちを
込めて、クロージングイベントが県内各地で盛大に開催されました。

新白河駅では、おもてなし隊「チームしらかわ9uality（クオリティ）」の結団式

や餅のふるまい。会津若松駅では、イベント列車「ポケモントレイン」の運行、地元

中学生の一日駅長、幼稚園児の剣舞でのお出迎え。いわき駅では、いわき市ゆる
キャラ「フラおじさん」や、ＪＲ常磐線イメージキャラクター「ムコナ」によるお出
迎えが行われるなど、
その土地ならではのイベントが開催されました。

郡山駅～福島駅間では「ＳＬ福島プレＤＣ号」が沿線を力走！！ＳＬを一目見よ

うと、多くのお客様が訪れ笑顔で手を振ってくれました。停車駅では、ＳＬの旅を
さらに盛り上げようと、趣向を凝らしたイベントや特産品のふるまいが行われ、福
SL福島プレ DC号（郡山～福島）

会津若松駅

島県の良さを存分にＰＲしました。

私たちは、来年もここ「ふくしま」で皆様をお待ちしています。

新白河駅

いわき駅

【郡山駅】圧巻の郡山女子大学付属
高校によるマーチングバンド演奏

【本宮駅】力強い安達太良太鼓のス
テージ

【二本松駅】提灯まつりによるお出迎
え。飲み物のふるまいもありました。

【福島駅】ブラス・アンサンブル「輝
響」
によるコンサート
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全国新酒鑑評会金賞受賞数 ２年連続日本一

日本一の酒処 ふくしま
平成25酒造年度
「全国新酒鑑評会」
におい

て、福島県の日本酒25銘柄が入賞し、
さらに
その中から、
特に品質の良い
『金賞』
に17銘柄
が選ばれました。
この金賞受賞数は2年連続

で日本一。
福島県として初の嬉しい快挙です。
全国新酒鑑評会は、一年に一度きりの国

内唯一で全国規模の清酒鑑評会。第102回
を迎えた今回からは、清酒の輸出促進を図
るために、長期品質特性やカビ臭も審査項
目に加えられました。現在、世界にも人気が

広がっている日本酒。国内の方だけでなく、
国外の幅広い方にもお楽しみいただきたい
と思います。

春は新酒、夏は生酒の季節です。ぜひ酒

処ふくしまで、豊富な地酒を楽しんではいか
がでしょうか。

金賞
受賞

中通り… 6 点（金水晶・廣戸川・あぶくま・東豊国・人気一・奥の松）
会

津…11点（会州一・会津中将・名倉山・嘉永蔵大吟醸・弥右衛門
会津吉の川・國権・玄宰・萬代芳・學十郎・一生青春）

食べる観光パンフレット！

「おもてなし女子駅弁」

食

8/4～5、
8/20～21 予定

山形ＤＣ 現地視察へ

ご注文は5日前
までに20個以上の
予約で承ります

プレＤＣが終了し、
いよいよ来年のDC本番に向け

ての準備が始まります。プレDCの取り組みをさらに

盛り上げつつ、
まだまだ県内各地に眠る宝に一層磨き

「ふくしまど真ん中！元気プロジェクト」では、平成27年春

をかけ、
たくさんの観光客の皆様にお越しいただける

に開催されるふくしまDCへ向けて、旅や食に対して能動的

ように関係者一丸となって取り組んでいきましょう！！

な女性が集まり、県中地域の食材を活用した個性豊かな駅
弁の開発に取り組んでいます。

二度三度と訪れたくなる福島をつくっていくため

「おもてなし女子駅弁」は、県中12市町村の食材をふんだ

に、
現在開催中の山形ＤＣの現地視察を行います。
ふ

んに使った12品を盛り込んだ弁当となっており、
まさに
『食べ

くしまＤＣを成功させる上で今回の視察は、
ＤＣを肌
で感じることができる貴重な機会となりますので、福

る観光パンフレット』
です。

御参加下さい！！

材)を育てたふるさとを訪れてほしいというのが取り組みの

ふくしまの美味しい食を訪れた方に届け、駅弁の題材(食

島県観光復興キャンペーン委員会の皆様は、
振るって

きっかけです。本格デビューを来年春に控え、
まず地元の方

※参加につきましては、
今後ご連絡させて頂きます。

プレＤＣ成果報告会

に愛着を持っていただこうと、6月下旬から地域限定で受注

8/26火予定

販売をスタートしました。ふくしまど真ん中の12市町村の

「福」
を集めたお弁当です。
この機会にぜひご賞味ください。

プレＤＣの総括として成果報告会を開催します。各地
の優秀事例等もご紹介しながら、
ＤＣ本番に向けて情
報共有を図りたいと思います。

問ふくしまど真ん中！元気プロジェクト事務局（県中地方振興局企画商工部内）☎024-935-1323
【駅弁の受注販売】…㈱福豆屋 ☎024-943-0528
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平伏沼

ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

天然記念物と共存する村
相双エリア

川内村観光協会（川内村）

「平伏沼（ヘブスヌマ）」は国の天然記念物の指定を受けるモリアオガエルの繁殖地で

す。モリアオガエルは普段は木の枝に生息しますが、産卵の際に水辺にドボンっと飛び

込み、体一杯に水を蓄えて枝を登り、葉の間に産卵する珍しいカエルです。今年も多く
の白い泡状の卵（泡巣）が水辺の枝に見つけられました。

川内村の代名詞とも言えるモリアオガエルを、村では復興へのシンボルとして「かえ

る かわうち」
と名付けて、
缶バッチ・シール・Tシャツ等を販売。
人気商品になっています。
川内村観光の三大柱は「かわうちの湯」
「 いわなの郷」
「 天山文庫」。イワナ釣り体験

や、草野心平先生が晩年を過ごした天山文庫などを見て、温泉に入ってリフレッシュし
てください。また、
「何もない・しない」ことを楽しんでいただくのも一つ。日常の雑踏か
ら離れ、自然豊かな村でのんびりと四季を感じながら仲間とのおしゃべりや美味しいお
天然記念物モリアオガエルの泡巣

茶を飲み、夜はきれいな星空や月を眺めるなど、贅沢な時間を過ごしていただけます。

かわうちの湯

川内村観光協会HPで川内村の

マニアックな観光資源を紹介する

「はつおが行く!」を担当されている
川内村商工会

いわなの郷

お もて な し

人

秋元初夫さん

川内村の今まで誰も知らなかったスポットに、独自に名前を付けて紹介し

たところ、各方面から嬉しい反響がありました。もしかすると観光客の方に来

ていただくのに、こういう方法もあっていいのでは？と思い、川内村観光協会
ブログ「はつおが行く!」を始めました。

例えば、石にシデの種が落ち、長い年月をかけて石を割って育った木を「石

割シデ」と名付け、木の看板を付けて皆さんにも見ていただけるようにしまし
天山文庫

た。
雨が降らないときは毎日外に出て、スポットを探し回っています。

また、川内村は小さい村ですが、歴史を紐解くと色々な物語があります。国

の天然記念物に指定された「平伏沼（ヘブスヌマ）」は、その昔、この辺りの地

域を治めていた豪族 大多鬼丸が降参・平伏した沼ということで名づけられた

そうです。現在、物語と合わせて各スポットを紹介するのも面白いかなと考え
ています。今後の目標は、このような独自のスポットをまとめたMAPを作り、
川内村への往来人口を増やす一助になれば幸いと思っています。

7/12

てん ざん まつり

天山祭

かえる
かわう
ち

天山文庫の前庭で毎年開催されている天山祭りは、
心平先生が

好きであった祭りで、
みんなが酒や肴を持ち寄り、
時を忘れるほどに
楽しみます。
今でも心平先生の遺徳をしのび、
酒や肴、
山菜が振舞わ

れるほか、詩の朗読や伝統芸能の披露などのイベントもございま

す。
川内村の村民と村外から来た方々との交流の場でもあり、
皆さん

に楽しんでもらえるお祭りです。
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古くから相馬の地で開催される伝統ある祭事

相馬野馬追

7/

26土 出陣・宵乗り

出

陣

本陣到着
宵乗り
軍者会

7/

27日 本祭り

れいがいほうのう

相馬三妙見神社御神輿 礼螺奉納
勢揃い
お行列開始
お行列終了
式典執行
相馬流れ山踊り伝承公開
甲冑競馬
神旗争奪戦

7/

28月 野馬懸
の

ま がけ

揃い（相馬小高神社）

出陣（７月２６日）

御水取りの儀

の

お行列（７月２７日）

ま がけ

野馬懸（７月２８日）

相馬民謡・踊り奉納
野馬の追い込み
御神馬の献納
捕獲野馬のおせり
例大祭式典
問相馬野馬追執行委員会事務局
☎0244-22-3064・0244-24-5263
交通案内・駐車場はこちらへ↓
http://www6.ocn.ne.jp/~nomaoi/
access.htm

計五つの騎馬隊の中でも相馬市・相馬中

集結した騎馬隊が雲雀ヶ原祭場地を目指し

村神社では、総大将が出陣するため厳粛な

て行進する「お行列」。殊に原町区小川橋から

出陣式が行われます。

祭場地まで3㎞の道のりは歴史を感じます。

御小人（おこびと）が馬を追込み、神前奉納する

馬を選び出して捕まえるという迫力ある神事で、こ

れによって国の無形民俗文化財に指定されました。

時代をひとつひとつ繋ぐ
相双エリア

たちばな甲冑工房（相馬市）
たちばな

甲冑師

橘

さとし

斌

さん

相馬野馬追の甲冑修理を一手に引き受ける

甲冑師・橘斌（たちばなさとし）
さん。
相馬武士の心意気を今に伝える。

甲冑製作には職人が職種別に最低8人必要で、
本来は15人程で取組む作業。
それを橘さんはたった一人でこなす。
びょう

例えば鎖をあしらう際には、
まず針金をつくり、
輪を一つひとつ繋いでいく。
鋲ひとつとっても、
時代によって作り方
りょう

が違っていると言う。
あくまでも古式に則り、
なぜその部品が必要になったのか考証を重ね、
3年がかりで1領を仕上
げている。
橘さんのような総合的な甲冑師は、
今や全国でも3人だけしか残っていないと言われる。
震災の年の11月
には、
アトランタでの特別展示レセプションに招待され、
現地の大学の先生方や様々な職業の方達とも語り合った。
文化財は一般に、
欧米では遺失した部分を
「不明」
と割り切ってしまうが、
日本では復元作業を通じて研究や考証
を掘り下げてきた。
しかし近年は、
日本人も欧米のようになってきたと寂しそうな顔をのぞかせる。
「形だけ真似ても、
それは似て非なるものだ」
と考え、
子どもたちにも甲冑を触らせながら、
本物が持つ意味や素晴らしさを伝えている。
問たちばな甲冑工房 〒976-0042 福島県相馬市中村北町22
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☎0244-37-2212

情報

7

月

7月～
福島市

あま～い初夏の味覚を
？
食べに出かけませんか

モモ狩りの季節到来☆

これからの季節、
くだもの大国ふくしまが全

国に誇る夏の味覚が「モモ」。福島市内の果
樹園では、採れたて新鮮なモモをその場で味

食

わえる
「モモ狩り」
が人気です。

「ししどりんご園」は、吾妻連峰を望むフ

しゅんじょうほう

ルーツライン沿いにあり、多品種のサクラン

ボ・モモ・ナシ・リンゴなどを栽培しています。
地道に頑張ってます！
少人数のお客様は
お迎えに上がりますので、
旬の果物をぜひ果樹園でどうぞ。

モモは「はつおとめ」
に始まり8月からは主力
品種の「あかつき」など10種類以上が味わ

え、食べ比べも楽しめます。

こちらの果樹園は、普段も4名様まで

無料で送迎を受け付けていますので、

ぜひお出かけください。
（送迎について

は、予約時にご相談下さい）

問ししどりんご園 ☎024-593-6065
料ししどりんご園の料金
■
（果樹園により料金が異なります）
モモ狩り…大人1名1,000円
（60分間食べ放題）
（小人800円）

宍戸さんご夫婦

7/31～8/3
国内トップレーヤーがしらかわへ集結！
県南・西郷村

ダンロップ・スリクソン福島オープン

ふくしまDC県南推進協議会では、DCに向け、
「新白河駅を降

りたら、すぐゴルフ！！」をキャッチフレーズに県南地域にある16
のゴルフ場と連携し、ゴルフPRに取り組んでいます。

そんな中、この夏、ふくしまDC県南推進協議会等が後援する、
「ダンロップ・

スリクソン福島オープン」が開催されることになりました。

男子ツアートーナメントの福島県内での開催は実に16年ぶりで、片山晋呉

選手、宮里優作選手等の有名選手等が出場予定です。国内のトッププレー
ヤーが繰り広げる熱い戦いをお見逃しなく！
問大会事務局

☎024-933-3190（平日9：30～17：30）

7/20～8/17

7/20
小野町

いわき市

第2回福島フォークジャンボリー絆in小野

輝け!! ぼくらのハーモニー

海水浴スタート！

今年も海の日に、いわき市の勿来海水浴場と

「もっと福島を愛して欲しい!」世代間がふれあえる

四倉海水浴場が開設となります。
安全・衛生面の

野町で開催されている
「福島フォークジャンボリー絆

ととなりました。
安心・安全ないわきのきれいな海

調査を行った上で２つの海水浴場が開かれるこ

音楽・フォークを通しての絆づくり として、
昨年から小
in 小野」
。

で夏をenjoyしませんか？

り、
渾身のステージを披露する他、
地元の郷土芸能や

ン会場とし、
勿来・四倉海水浴場において開催さ

海開きは、
7月20日
（日）
に勿来海水浴場をメイ

県内外から20組のフォークソンググループが集ま

れます。

小野町の小・中・高校生の出演もあります。
また、
会場

では小野町名物
「おのまち小町アイスバーガー」
の販

売など出店ブースも充実。ぜひ皆さん小野町で青空

食

のもとフォークソングを満喫してみてはいかがでしょ

うか。

問福島フォークジャンボリー実行委員会
事務局 ☎090-6682-6575

おのまち小町
アイスバーガー

第2回福島フォークジャンボリーの目玉は
地元の小中高校生から作詞を応募し
オリジナルテーマソングを制作し、
フィナーレで大合唱することです。
野外ステージで子供から大人までが
参加できる音楽祭にしたいですね。

問いわき市商工観光部観光交流課

プロデューサーの粋成浩児さん
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☎0246-22-7480

ごうじん

下郷町

よさこいチーム「郷人」

下郷町のよさこいチーム「郷人」は、代表の渡部一さんが旅先で出

会ったよさこいに感動し、
「祭りで町を盛り上げたい」との思いで平成13

年に創設。先日、札幌で開催された「第23回YOSAKOIソーラン祭り」
では、昨年の強豪４チームがひしめく激戦ブロックを１位（同点）で通過

しファイナルステージに進出、昨年に引き続き見事優秀賞に輝きました。
郷人の演舞は地元会津の歴史や文化・精神を取り入れた、まさに「会

津魂」を感じる迫力のステージ。今年は「会津魂~挑~」として、会津藩の

軍編成・白虎・朱雀・青龍・玄武「四神」が、戊辰戦争に挑む姿を表現す
るとともに、昨年の自分自身に挑む意味合いが込められています。

第9回

いかを考え、下郷町観光大使としてよさこいを通じた町のPR

会津よさこい、
夏の陣 7/26～27

ら」を立ち上げ、地域の子供たちの育成にも力を注いでいます。

下郷の夏まつり。豊かな自然の中で思いっきり遊んだ
り、
よさこいの迫力ある演舞を鑑賞したり、
お腹がすいた
ら屋台村で郷土料理を味わったり、
2014年の夏をたのし
もごう!!YOSAKOIソーラン祭りで優秀賞に輝いた郷人

また、チームでは、生まれ育った郷土に対し恩返しができな

活動を行っています。平成14年にはジュニアチーム「郷人こめ
「郷人」の郷土に対する熱い思いが原動力となる感動の

演舞は、観る人を魅了してやみません。
問よさこいチーム
「郷人」事務局

☎090-4552-0182

福島市

の演舞を是非ご覧ください。問下郷町商工会

代表の渡部一さん

7/5・6 7/12・13 7/19・20 26・27

7/5～6 オープニングWEEK

7/6は入場料無料のフリーパスの日。
ご来場先
着9,000名様にJRAグッズプレゼント。
小柳ルミ子さんも来場！

夏の福島競馬

東北で唯一のJRA競馬場である福島

7/12～13 七夕賞WEEK

競 馬場。今 年も7/5から、夏の風 物 詩、

7/13は七夕賞。TOKIOの山口さん、城島さんが
来場し盛り上げます。前日の7/12は三冠馬ミス
ターシービー等を手がけた、松山康久元調教
師によるトークショーも！

『夏の福島競馬』が始まります。今 年は
JRA創立60周年のメモリアルイヤーで

すので、開幕週から最終週までイベント

7/19～20 夏休みファミリーWEEK

ぜひお楽しみ下さい。

7/26～27 ファイナルWEEK

ご家族連れの皆様にご満足いただけるよう、女
性向けイベントやグルメイベントを開催します。

が目白押し！熱気あふれる福島競馬を

夏の福島競馬のフィナーレを飾るイベントとし
て、
7/27の最終レース後に競馬場の芝コースを開
放します。
競走馬たちの激戦の跡を体感しよう！

問JRA福島競馬場 ☎024-534-2121
（平日10:00～16:00 開催日9:00～17:00）

迫力の芝４コーナー

7/10

7/12

会津若松市

ほおずき市

商店街を歩行者天国とし、
ほおずき
の販売、
ふるまい酒、
子供神輿やおはや
しなどのイベントを開催します。お日市
の縁日風の雰囲気をお楽しみ下さい！
問大町四ツ角中央商店街振興組合事務局
☎0242-25-2085

7/27

下郷ふるさと祭り たのしもごう2014

☎0241-67-3135

7月～
西会津町

五感でまるごと感じる

夏の体験プログラム
季 節に応じて、西
会津町を存分に体感
できる、各種体 験プ
ログラムをご用意し
ています。魅力 満 載
の夏の西会津を体験
してください。

ミネラル野菜

7～9月

収穫
体験

【料金】800円
【催行人数】10～60人
【所要時間】90分 【申込み】3週間前

川遊び体験

7～9月

【料金】1,500円 【催行人数】10～40人
【所要時間】120分 【申込み】3週間前

ブルーベリー 6月下旬～
8月上旬

収穫
体験

【料金】800円【催行人数】5～30人
問にしあいづ観光交流協会 【所要時間】60分 【申込み】2週間前

☎0241-45-2213

7/20～8/20

7/27

日本三田植のひとつ。
小中学生によ
る獅子追いや田植人形（デコサマ）
・
催馬楽
（田植歌）
などから構成される
神輿渡御行列が町内を練り歩く古式
ゆかしい伝統行事です。

猪苗代湖でマリンスポーツを
楽しんじゃおう！
海がない会津盆地の湖水浴。猪苗
代湖の向こうには、
会津磐梯山がそび
えたち、大自然を堪能できます。湊地
区の湖 水 浴 場（崎川浜、中田浜、小
石ヶ浜、
田面浜）
にてお楽しみ下さい。

史跡慧日寺跡に復元された金堂等
を活用した琵琶の野外公演会。
会場では紙灯篭の点灯会を同時開催
する予定です。

7/5～9/15

8/1・2

6月～10月

会津美里町

伊佐須美神社御田植祭

問会津美里町観光協会

会津若松市

☎0242-56-4882

問湊町観光協会

☎0242-93-2113

磐梯町

朔月の琵琶

問磐梯山慧日寺資料館

☎0242-73-3000

6月30日現在

三春町

三春の里夏祭り

屋台コーナーやイワナのつかみどり
などが行われます。
祭りの最後には、
三
春町の四季を、春・夏・秋～冬の3部構
成でプログラムが展開し、
三春ダム
「さ
くら湖」
を1,000発の花火で彩ります。
問三春の里田園生活館

☎0247-62-8010

いわき市

企画展むしの学校

福島市

アクアマリンふくしまで開かれる「むし
の学校」では、
日本各地から虫の専門家が
集合！写真展やむしムシアート展、幼虫か
ら蝶へ成長していく様子の観察や、ワーク
ショップなど盛りだくさんの企画展です。

第45回 福島わらじまつり

東北六魂祭の大わらじが再び登
場！ 8月1日・2日の2日間、大わらじ
パレードやダンシングそーだナイト
が開催されます。また、わらじ競争に
もふるってご参加下さい。

問アクアマリンふくしま ☎0246-73-2525

問福島わらじ祭り実行委員会 ☎024-536-5511
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鏡石町

2014 かがみいし

田んぼアート「金太郎」

「窓から眺める絵本～もう一つの図書
館～」
をコンセプトに、
今年のテーマは
「金太郎」
！ ７月中旬から８月中旬が
色のコントラストが一番はっきりしてお
り、
９月以降は黄金色に変化します！
問鏡石町産業課

☎0248-62-2118

8月上旬
南相馬市

南相馬ソーラー・アグリパークのサマースクール

昨年オープンした南相馬ソーラー・アグリパークでは、子どもから大人まで自然エネル

ギーの様々な体験をすることができます。方角や角度が自由に変えられる太陽光パネルの

オリジナル装置を使った発電研究の体験や、最近できたばかりの水力発電の体験（写

真）、太陽光発電の電気を使う植物工場で採れた野菜による食育体験など、様々な体験が
楽しくできます。

そうした普段のプログラムに加え、夏休み期間の8月1日～20日には、
自然エネルギーを

「知る」
「つくる」
「使う」
ことを楽しみながら体験するサマースクール
（南相馬市委託事業）
が

開催されます。水の力で動く登り車の競争や、
太陽光発電の電気で金属
（すず）
を溶かして
作品を作る体験など、
パークならではのプログラムを楽しく学ぶことができます。
定員は各回

30名まで。
参加費は無料、
親子での参加も大歓迎ですのでお早めにご予約ください。
問南相馬ソーラー・アグリパーク ☎0244-26-5623

駅からハイキング＆ウォーキングイベント
東北応援コース

イ ベ ン ト

須賀川駅

通り散策
出店・
おもてなし

天王祭会場
きゅうり

可伸庵跡

芭蕉記念館

神炊館神社

市立博物館

須賀川駅

7月12日
（土） 会津若松駅

ゴール

小さな旅

TEL.0242-22-0257

小さな旅

7月19日
（土） 会津若松駅

TEL.0242-22-0257

小さな旅

蒲生氏郷が築いた城下町散策と鶴ヶ城の絶景スポットを巡る

煎餅本舗
炭火焼の山中

老舗鳴海屋

甲斐本家蔵座敷

北方風土館
大和川酒蔵

楽篆工房

ふれあい通り

喜多方駅

（レトロ横丁会場）

会津若松の中興の祖である蒲生氏郷の築いた商業と文化についてガイドとともに
学びます。
鶴ヶ城の周りに点在する絶景スポットを巡りながら、
鶴ヶ城祉を深く掘り
下げて散策します。
【集合】
会津若松駅【所要時間】
5時間35分【歩行距離】
約5㎞
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）
7月12日

初夏の「安達太良山」登山

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）
7月26日

喜多方駅

昭和館

若喜商店レンガ蔵・

ラーメン館
会津喜多方

雑貨いろは

アンティークセレクト

染織工房れんが

蔵フィティ

八百屋さん
「蔵人」

日本の百名山のひとつ、智恵子抄で知られる安達太良山を満喫します。
この時季にしか見られない初夏の高山植物もお楽しみ下さい。
【集合】二本松駅【所要時間】7時間40分【歩行距離】5km

郡山布引 風の高原散策とビール祭りで乾杯

アサヒビール本宮工場と郡山布引 風の高原から見る猪苗代湖をご堪能ください。
開成山公園「サマーフェスタ IN KORIYAMA2014ビール祭り」では、ビールとおつまみ
をお召し上がりいただけます。【集合】郡山駅【所要時間】8時間30分

ゴール

検索

TEL.024-522-2043

龍興寺は、徳川幕府の知恵袋・天海大僧正が出家したことで知られる天台宗の名刹
です。中田観音は、野口英世の母シカが息子の出身出世を願って月参りした会津こ
ろり三観音のひとつです。
【集合】
会津若松駅【所要時間】5時間50分【歩行距離】約9㎞

第10回となる今年のイチ押しスポットは喜多方ラーメンの歴史や美味しさの秘密が
楽しく学べる「喜多方ラーメンミュージアム」です。また、
「レトロでナイトフィーバー」
や地酒を楽しむコーナーもおすすめです。
【受付】喜多方駅【所要時間】4時間30分（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約4.5㎞

お申し込みは 駅からハイキング

福島駅

龍興寺の蓮と法用寺・中田観音を巡る

7月20日
（日） 懐かしい昭和のまちで遊ぶ・楽しむ「喜多方レトロ横丁」

スタート

7月5日
（土）

小さな旅 ＆小さな旅行プラン

公園内に咲き乱れた美しいあじさいを堪能します。
旧宿場町の隠れた名所も巡ります。
【集合】
松川駅【所要時間】4時間10分【歩行距離】
約5.5km

会場周辺の街中に「出店」が立ち並ぶ活気ある祭りです。
【受付】須賀川駅 【所要時間】4時間（施設での見学時間含む）【歩行距離】
約7㎞

※市立博物館の入館は別途費用がかかります。

駅 長 オススメの

「あじさい小路」松川町めぐり

7月14日
（月） 伝統の「きゅうり天王祭」と街中散策

スタート

会津よさこい、
夏の陣 7/26～27

http://minamisoma-solaragripark.com/

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

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。

検索

現在好評実施中!!

日 まで

432名

51名

本イベントは謎めいた宝の地図（参加冊子）
を手がかりに、
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です。

宝の地図（参加冊子）は県内の
観光案内所や観光施設、道の駅などで配布中

ニンテンドー

WiiUベーシックセット
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