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金澤翔子美術館

先日、
東北地方も梅雨明けが宣言され、
ここ福島県も本

格的な夏の到来です。
夏の福島県は、
祭りで楽しむもよし！

海で遊ぶもよし！森林で涼むもよし！ゴルフで楽しむもよし！

冷えた果物を頬張るもよし！と、
楽しみ方盛りだくさんです。

今月は、夏にピッタリのいわき特集。子供から大人まで

楽しめる施設をご紹介します。ＤＣ情報では、プレＤＣ特

別企画の二大抽選会の様子をピックアップ。豪華賞品が
あたる大抽選会の様子が載っていますので、
お楽しみに！

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。

プレDC
特別企画

「

2015年4月1日～6月30日

」

DC 開催まで、あと 8 ヶ月！

キビタン観光通信では「ふくしまデスティネーションキャンペーン」に向け、
県内のDC準備情報を発信しています。

花の王国ふくしまキビタンフラワースタンプラリー、 7/22火
福が満開、福のしま。プレゼント＆クーポンキャンペーン 抽選会
たくさんのご応募ありがとうございました！
！
ふくしまプレＤＣの特別企画として開催した「フラワース

タンプラリー」と「プレゼント＆クーポンキャンペーン（第１
回）」の応募期間が6月30日を持って終了したことにより二
大抽選会を実施しました。今回の抽選会ではＪＲびゅう商

品券10万円分だけでなく、県内宿泊施設のペア宿泊券や

福島県特産品等の豪華賞品が当たりました。御当選しまし
た皆様おめでとうございます！

プレゼント＆クーポンキャンペーンは12月31日まで開催

しており、第2回・第3回の抽選も控えておりますので、皆様

花の王国ふくしま
キビタンスタンプラリー
応募総数

パーフェクト

も是非、
御応募ください。

10,929枚
1,667枚

福が満開、福のしま。
プレゼント
＆クーポンキャンペーン
第 １ 回 応募総数

3,745枚

7/11金

7/25金

福島県観光復興キャンペーン委員会
ＤＣ分科会・企画会議
福島県観光復興キャンペーン委員会総会

平成25年度事業実績及び平成26年度事業計画が承認され、そ

の他にも出席者からプレＤＣを通じて感じたことや反省点等の意見

が交わされました。今後も引き続き、本番ＤＣに向けて福島県一体と
なって協議を継続していきます。

まだまだ開催中!!

12/31(水)まで

◎主催／福島県観光交流課

○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）
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ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

みんなをワクワクさせるおもてなし
いわきエリア

スパリゾートハワイアンズ（いわき市）

震災をきっかけに始まった 接客向上プロジェクト
震災後、
精力的に全国を巡るフラガール達の姿を目の当たりに、
残されたスタッフは

何をすればよいか？ 損壊した施設をきれいにしただけではお客様は戻らない、
無限の

可能性をもつ接客サービスを向上させよう、
と始めたのが
「“ワクワク”おもてなしプロ

ジェクト」
です。

まずはスタッフの中から選ばれたトレーナーが外部講師から教育を受け、
全スタッフ

にそれを伝えていくというプロセスを震災後から２年かけて実施しました。
また、
「新鮮

なお客様満足の追求」
「
、安全快適な環境の提供」
「
、きずなをもち利他の心で接する」

という３つの約束をもとにしたクレド
（従業員が行動の拠り所にする基本指針）
を作成

し、
お客様に“ワクワク”していただけるおもてなしのさらなる向上につとめてきました。

本年はフラガール誕生50周年、
来年は福島DCとともに施設オープン50周年を迎

えます。
大事なのは継続していくこと。
個々のモチベーションを見ながら妥協せず、
かと
いって頭ごなしにやっても続かない。
スタッフとコミュニケーションを取り、
お客様に何
が必要かを第一に考え、
「楽しかった、
また行きたい」
と思っていただけるような接客
サービスに今後も取り組んでまいります。

常磐興産株式会社 レジャーリゾート事業本部

ウイルポート 宿泊副支配人

四家美智子さん
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1震災後あらたに生まれ変わったウォーターパーク2休業中も
「全国きづなキャラバン」
で復興に貢献したフラガール
3ハワイ&スパをテーマにした新ホテル
「モノリスタワー」
48/31まで15時からスライダー1日乗り放題券が割引に!!

この夏もイベント盛り沢山!!
この夏もイベント盛り沢山!!
（日）
まで
（日）
まで

8/31開催中!
開催中!

ジャングルハワイアンズ
７つの大冒険
この夏限定の大キッズパーク
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問スパリゾートハワイアンズ ☎0246-43-3191
http://www.hawaiians.co.jp

夜遊びプールに
つれてって！
18時から入場料半額
（営業22時15分まで）

ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

環境保全を学ぶ水族館
環境水族館 アクアマリンふくしま（いわき市）

いわきエリア

寿司処「潮目の海」HAPPY OCEANS

お もて な し

人

アクアマリンふくしま館長

安部義孝さん

地球の7割を占める海。
確認されている魚は約2万5千種あり、
その中で生活史がよくわかっているものは
500種類ほどにしかすぎません。
魚は、未知の部分が多いのです。
アクアマリンふくしまは、福島県いわき沖の黒潮と親潮がであ

う
「潮目の海」
がメインテーマです。
2003年に
「環境水族館宣言」
を行い、
シーラカンスの調査や弁財天ウナギプロジェクトなどの
環境保全活動を行っています。本来、水族館は「水辺の自然教

育」
の役割をもつ機関であると考えます。
自然環境を再現し五感

を使って体験できる水族館として、
生き物好きの子どもを育てる

「子育て支援」
の役割を担っています。

1
2
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昨 年 9 月にオープ ンした『 寿 司 処「 潮 目の 海 」H A PPY

OCEANS』
では、
大水槽「潮目の海」
の前で寿司をいただくこと

ができます。
海の食文化は、
私たちの暮らしと昔から密接にかか

わっています。
その中でも寿司は日本の食文化の代表ともいえま

て、美味しい魚を見分けるには、寿司は有効な手段です。今後も

美味しい魚を食べ続けていくためにはどうしたらよいのでしょう

か。
ここでは、
3つの信号で魚種による資源量を示し、
またどの位

の資源が無駄になってしまっているのかを消費者へ伝えて行くこ

とが必要と考えています。今後は、このような活動に賛同してい

ただける漁業関係者やレストラン、食品会社などを増やしていく

ことが目標です。

体験プログラムがたくさん！

7/5土～9/7日の毎週土日・祝日、8/15金開催！
！
8/9（土）～10（日）

・BIOBIO甲虫写真講座
・空飛ぶゲンゴロウ！飛ばそうミニカイト！

入館者は参加費無料

8/24（日）

・繭から糸取りにチャレンジしよう
・福島の水生昆虫
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ム「むしの学校」。
日本各地から虫の先生がアクアマリンへ。生態の
観察や、工作などの体験ができる。

問環境水族館 アクアマリンふくしま
☎0246-73-2525 http://www.marine.fks.ed.jp
料金：一般1,600円、小～高校生800円、未就学児無料
■寿司処「潮目の海」HAPPY OCEANS 営業時間11：00～15：00
※食材がなくなった場合は、早めに閉店することがあります。

第7回

大漁旗デザイン作品募集

小名浜から生まれたアート。大漁旗デザイン
コンペが今年も盛大に開催されます。
全国・世界からの斬新なデザインを大募集！

・キッズ
の部
の
般

応募締切
平成26年

9/1月

部

むしの学校
参加体験
プログラム

1環境水族館アクアマリンふくしま。 23階 北の海の海獣・水鳥。
親

潮のふるさとの海域でくらすトドなどにあえる。 3夏の体験プログラ

一

す。
生で魚を味わうことで、
魚の美味しさを再確認し、
味覚を鍛え

ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

お もて な し

人
金澤翔子美術館

佐藤 美佐子さん

翔子さんの力強い筆運びや割筆など、
作品の臨場感をご体感ください。

魂の書

金澤 翔子（書家）

いわきエリア

1985年、
東京生まれ。

ダウン症という生まれながらの障がいを持ち

金澤翔子美術館（いわき市）

金澤翔子さんと、いわきの繋がりは、
「 きもの乃館丸

ながら5歳より、母・泰子さんに師事し書道を

三」の先代社長を偲んだ息子さんが、翔子さんの特集を

始める。20歳で初の個展を開き、2012年の

テレビで観て感動し、一周忌の席上揮毫をお願いしたの

NHK大河ドラマ
「平清盛」
の題字を揮毫。
2014

が始まりです。そんな折、東日本大震災があり、きもの乃

年5月に
「いわき応援大使」
に任命。

館も大きな被害を受けました。リニューアルする際、ご

縁のある金澤翔子さんの常設館を日本で初めて開設す
ることとなりました。

館内には、代表的な作品「希望光」
「
、共に生きる」
をは

じめとする数十点が展示されています。作品を見られた

方は、
字の力強さに、
ただ言葉を無くしじっとご覧になる

方や
「元気づけられた」
という方も多くいらっしゃいます。
翔子さんはお母様に師事されていますが、その書の

道は、決して楽ではなかったとお聞きします。平行線を

書くのには線路を見せ、右上がりを知る方法としては上
り坂を登らせたりと、時には厳しい指導も。しかし翔子

1

さんは決して逃げることなく練習に励んだそうです。

来年3月21日「世界ダウン症の日」には、ニューヨーク

国連本部で開催する記念会議でスピーチを行い、海外
で待望の個展が開催。当美術館でも、展示された50～
60点ほど作品を来春に展示する予定です。

20歳で初めての個展を開き、来年30歳で新たに羽ば

2

たく翔子さんの「書」の世界を是非全国の皆さまにご覧

3

1いわき市遠野町にある金澤翔子美術館。
「きもの乃館丸三」
の館内に数十点の作品が展示さ
れている。
2玄関を入ると翔子さんの揮毫に圧倒。
その前でのスタッフの皆さん。
3館内にある

日本茶カフェ
「飛翔庵」
。
山上流で淹れた日本茶と茶菓子が楽しめる。
（1,000円～）

5

いただければと思います。

問金澤翔子美術館 ☎0246-89-2766 http://www.kanazawa-shoko.jp
休館日：水曜日 観覧料：800円 ※小学生未満は無料となります。
※8月中に来館された方に、
オリジナルうちわをプレゼント。

ふ

ま
くし
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7/26～8/24

月

情報

町

2014 星と自然の浄土平まつり

標高1,60 0 mに位置する浄土平

は、周辺の空気が澄んでいて、街灯
などの周囲の光が少なく、約8,000

個もの星を肉眼で見ることができ
る、全国的にも有名なスターウォッ
チングポイントです。

毎夏恒例となった浄土平まつり。期

間中の週末を中心に浄土平の施設に

おいて様々なイベントを開催します。

8/1～10/31
塙

福島市

場 磐梯吾妻スカイライン・浄土平
問浄土平天文台 ☎0242-64-2108

ダリア祭り

今年もダリア園では8月から10月までの3ヶ月間、ダリ

夏休みイベント情報

ア祭りが開催されます。ダリアは夏から秋にかけて色

鮮やかな大輪の花を咲かせ観光客の目をひく花です。

天文台夏休み特別夜間開館
7/26（土）～8/24（日）の水・金・土・日20:00～22:00

さん。主なイベントとして、ダリアマップスタンプラ

星空大観望会 ～ふくしまの復興を星に願って～
8/2（土）3（日）19:00～
日本一標高の高い公開天文台から見える夏の星空をご堪能下さい。

期間中はダリアに関する様々なイベントが盛りだく

リー、ダリア切り花コンテスト、ダリア写真コンテスト
などを企画しています。

星空トーク＆コンサート
8/10（日）17:30～19:00 先着150名様まで
詳しくは、ホームページ(http://www14.plala.or.jp/jao/)をご覧下さい。

また、湯遊ランドはなわでは、ビアガー

デンやダリちゃん盆踊りが行われます。

花

左：浄土平天文台長 豊島直紀さん
右：天文台スタッフ 佐藤正行さん

8/3

大桃夢舞台

南会津町

駒嶽神社（こまがたけじんじゃ）の境内にある国指定重要有形民俗文化財「大桃の舞

台」
は、
全国でも珍しいかぶと造りの茅葺き屋根、
固定式二重、
二層機構の舞台で、
梁に
は幅68㎝、厚さ16.5㎝の見事な唐草模
様が施されています。

現存の舞台は明治28年に再建された

笑顔と元気で盛り上げます！
ダリア観賞の後は
湯遊ランドはなわの
温泉で日頃の疲れを
癒やしていってください。

問湯遊ランドはなわ ☎0247-43-3000
塙町観光協会 ☎0247-43-3400

檜枝岐村

か

ぶ

現在は大桃の舞台の伝統を守り伝え

る為、田島祇園祭屋台歌舞伎をはじめ、
青柳八木節笠踊りや久川城太鼓などの

ます。当日は先着200食限定で手打ち

場 湯遊ランドはなわダリア園

ちん じゅ じん さい れい ほう のう

行われていました。

郷土芸能の発表が年に一度行われてい

湯遊ランドはなわ
フロント 菊池 可奈子さん

8/18

もので、かつては農民歌舞伎が盛んに

き

鎮守神祭礼奉納歌舞伎

270余年に渡り、親から子へ代々受け継がれてきた

伝統芸能「檜枝岐歌舞伎」。役者から裏方まで全てが

そば（500円）も振る舞われます。
場 南会津町大桃地区

8/24
磐梯町

大桃の舞台

問大桃夢舞台実行委員会事務局

ともし火と仏教声楽の夕べ 18:00開場 19:00開演

県内の真言声明を研さん・研学する僧侶

で構成された
「新義真言聲明 三宝会
（さん

村民によって行われるこの檜枝岐歌舞伎は、その昔、

ぼうかい）
」
による声明の公演を開催します。

聞きした歌舞伎を村の娯楽に取り入れたのが始まりと

で唱える一定のリズムと音律を持った声楽で

り、国の重要有形民俗文化財に指定されています。

国を経て仏教伝来と共に伝播し整備されて

先祖が伊勢参りなどに出かけた折、上方や江戸で見

伝えられています。歌舞伎の舞台は鎮守神の境内にあ

8/18の演目

奥州安達ヶ原

文治館の段

☎0241-64-5711

声明
（しょうみょう）
とは、
仏教の儀式・法要

す。
数千年前のインドに始まり、
わが国へは中

きました。鎌倉時代の平曲や室町時代の謡

曲に影響を与え、浄瑠璃・義太夫節など語り
物歌謡の源流となった世界最古の伝統音楽

のひとつです。

燈明が配置され雰囲気を増した金堂の佇

まい、
夏の宵に響く仏教声楽をぜひご堪能く
場 檜枝岐の舞台

ださい。

問尾瀬檜枝岐温泉
観光協会
☎0241-75-2432

場 史跡・慧日寺跡 金堂・石敷き広場
問磐梯山慧日寺資料館 ☎0242-73-3000
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夏の風物誌として
毎年楽しみにして
いただいています。
皆さんぜひお越し
下さい。
磐梯山慧日寺資料館館長
鈴木美雪さん

ふくしまの夏の夜空を彩る！

8/9
福島市

花火・夏祭り特集

第36回ふくしま花火大会

今年は「夜空を彩り、響きあう

ひかりのパレード」がテー

マです。間近でみる尺玉の迫力や華麗なスターマイン、日本

の花火の名工による芸術花火など、約10,000発の花火が福
島の暑い夏の夜空に打ち上がります。
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塙

厄払いや祈願成就のためなどの縁起花火も打ち上げます。

約70店の露店めぐりもオ

ススメです！

町

第85回塙流灯花火大会

昭和5年から開催され、今年で85回目を迎える花火大会。花火の打ち上げと

ともに、川上川ではキャラクターの大型灯籠や先祖の霊を慰める小型灯籠など
計3,000個を流します。

夜 空には大輪の花 火が

※福島駅から臨時バスあり

打ち上がり、空と川面を

※有料開放

色鮮やかに照らします。

信夫ヶ丘球場
（運営協力金500円、

また、商店街には、数多く

当日18:00～先着順約2000席）

の出店が並びます。

場 塙町桜木町地内

場 信夫ヶ丘緑地
（阿武隈川・松川合流地点）
問ふくしま花火大会実行委員会事務局
（福島市商業労政課内）
☎024-525-3720
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相馬市

川上川下流周辺
問塙町商工会
☎0247-43-0371

8/10

そうま花火大会

柳津町

8/16

霊まつり流灯花火大会

浅川町

8/23

浅川の花火

須賀川市

須賀川市釈迦堂川花火大会

相双地域の特産物の屋台や、
復興に
関わった自衛隊、
消防署などの車両展示、
体験コーナーなどお子様が楽しめるイベ
ントが盛りだくさんです。
フィナーレには３
０００発以上の花火が夜空を彩ります。

江戸時代からはじまったとされている
圓藏寺での大法要や稚児行列の後、
。
なかでも仕掛花火の
「大か
水中花火やナイアガラ、
10号玉など華や 「浅川の花火」
かな花火が只見川を舞台に打ち上がり らくり」や町内を見下ろす城山の山肌で炸
裂する
「地雷火」
は迫力満点。
「花火の里」
ます。七色に染まった川面を500基もの
ならではの個性豊かな花火が楽しめます。
流灯が流れていく風景は幻想的です。

音楽創作花火や有名花火師が製作し
た尺玉の競演、
超特大スターマイン、
ナイ
アガラなど、
90分間にわたり約1万発の花
火が打ち上げられます。
ゆっくり鑑賞できる
有料観覧席もあります
（完売次第締切）
。

相馬光陽サッカー場
問そうま花火大会復興交流事業実行委員会
（相馬市企画政策課内）☎0244-37-2614

只見川河畔
問柳津観光協会

JR須賀川駅前河川敷周辺
問須賀川市釈迦堂川花火大会実行委員会 ☎0248-88-9144

浅川町民グラウンド
問浅川町農政商工課 ☎0247-36-1183

☎0241-42-2346
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川内村
磐梯町

ばんだい納涼盆踊り

町民によるイベント実行委員会が企画・立案した地域のお祭り。
当日は、
磐梯明神
太鼓の演奏ではじまり、
スペシャルライブや盆踊り、
花火の打ち上げも行われます。
磐梯町役場

磐梯町中央公民館前

問磐梯町商工観光課
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白河市

☎0242-74-1214

8/7～9

白河関まつり

城山公園で打ち上げられる市民納涼
花火大会に合わせ、
当日午後には、
しら
かわ伝統芸能フェスティバルが開催さ
れ、
白河関の踊り流し、
相馬盆踊り、
阿波
踊り、
ゆかたコンテスト等が行われます。

小峰通り・白河駅前
問白河まつり振興会（白河観光物産協会内）
☎0248-22-1147

郡山市

第50回 郡山うねめまつり

いわなの郷 体験交流館
問川内村復興対策課 ☎0240-38-2112

※川内小学校特設駐車場から会場まで
無料シャトルバスをご利用下さい。
会場に駐車場はありません。
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8/23・24

いわき市

奈良時代の「うねめ伝説」にちなんだ郡
山最大の祭り。メインとなる「うねめ踊り流
し・ひょっとこ踊り・うねめ太鼓」は郡山駅前
大通りを中心に開催。約５千人が参加する
踊り流しはまさに郡山の夏の風物詩です。

2014かわうち復興祭

川内村が帰村宣言した年から続く、
村の復興をPRするお祭です。
今年は故郷の良さを再認識していただくため、
帰省客が多いお盆に開催します。
家族で楽しめるイベントが目白押し！

第33回

いわきおどり

いわきの夏の一大イベント「いわきお
どり」
がいわき駅前にて開催されます。
市
民の和（輪）
を広げ「自ら楽しみ、
見る人も
楽しむ」祭りとして、お揃いの衣装でドン
ワッセの掛け声と共に踊り流します。

JR郡山駅前周辺
問郡山うねめまつり実行委員会 ☎024-921-2610

JRいわき駅前
問いわきおどり実行委員会
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☎0246-44-6545

二本松市

第60回 岳温泉観光仮装盆踊り大会

笛や太鼓に合わせて温泉街の中心に
設置されたヤグラを囲んで、ヒマラヤ大
通りを賑やかに踊り流します。２日目は
盆踊りの他、
「ゆかたコンテスト」や「仮装
コンテスト」
もあわせて実施されます。
岳温泉ヒマラヤ大通り
問岳温泉観光協会 ☎0243-24-2310

8/3

7月中旬～9月中旬

唐倉山山開き

南会津町

福島市

うつくしま百名山のひとつで

ある唐 倉山は、かつては修験

道の山で、多くの参 拝 者を集

めたといわれています。尾根か

場 市内各観光果樹園

らは田代山や帝釈山が眺望で

7月～

きます。

山開き当日は、先着250名様

西会津町

に登山記念バッジのプレゼン
トがあり、下山 後には地 元 名

産品が当たる抽選会が行われ
ます。

花

郡山布引 風の高原 ひまわり畑

33基の風車が建ち並ぶ
「郡山布引 風の高原」
は、
夏
になると約7haのヒマワリが一面に広がります。
青空の
もと風車とヒマワリの雄大な景色が楽しめます。
郡山布引 風の高原
問郡山市観光協会湖南支部

☎024-983-2117

夏の体験プログラム

8月中旬～9月中旬

二本松市

花

東和サルスベリ園

二本松市戸沢
問二本松観光協会

☎0243-55-5122

駅 長 オススメの
8月3日
（日）

イ ベ ン ト

8月3日
（日）

期 6月下旬～8月上旬

ミネラル野菜収穫体験

期 7月～9月

場 西会津町

食

問にしあいづ観光交流協会 ☎0241-45-2213

8月中旬～9月上旬

花

三ノ倉高原ひまわり畑

会津盆地を一望できる三ノ倉スキー場。
今年はゲレン
デ約6.5ヘクタールに200万本のヒマワリが咲き競いま
す。
東北最大級となるひまわり畑を是非ご覧ください。
三ノ倉スキー場
問喜多方市 熱塩加納総合支所 産業課

☎0241-36-2115

小さな旅 ＆小さな旅行プラン

白河観光物産協会

会津若松駅

向羽黒山城とせと市堪能

TEL.0248-22-1147

小さな旅

TEL.0242-22-0257

小さな旅

会津の夏の風物詩「本郷せと市」。お気に入りの品を安く手に入れるため、窯元との
掛け合いを楽しみましょう。日本最大級の山城・向羽黒山城をガイドさんといっ
しょに散策します。
【集合】会津若松駅【所要時間】
約6時間【歩行距離】約4㎞

8月30日
（土） 古代文字の看板を探しにGO！漢字のまち喜多方ナゾ解きウォーク

8月23日
（土） 会津若松駅

喜多方のまちなかには不思議な文字の看板を揚げるお店が180軒以上もあります。
商店の特徴を1文字で表わす看板に隠れたヒントを集めながら謎解きを楽しみます。

TEL.0242-22-0257

小さな旅

一ノ堰の六地蔵と棒たらで有名な門田町一ノ堰を訪ねる

【受付】喜多方駅【所要時間】約4時間30分（施設での見学時間含む）

一ノ堰の六地蔵と棒たらで有名な門田町一ノ堰を地元のお祭りの日に合わせて訪
ねます。長岡藩の家老山本帯刀は、軍師山本勘助の血脈で、その後山本五十六元帥
が養子に入っています。
【集合】会津若松駅【所要時間】
約5時間【歩行距離】
約11㎞

※喜多方駅15：00頃の解散を予定しております。

【特典】参加者にバッジ、ラーメンマップ、古代文字マップと記入シートをプレゼント

検索

ブルーベリー収穫体験

谷津川せせらぎ通りにて、復元水車等を見学します。白河市街が一望できる友月山
公園を訪れます。
【集合】白河駅【所要時間】
約5時間【歩行距離】
約5km

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。
【受付】会津坂下駅【所要時間】約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約3.6㎞ ※会津坂下駅15：00頃の解散を予定しております。
【特典】起き上がり小法師携帯ストラップをプレゼント

お申し込みは 駅からハイキング

期 7月～9月

城下町白河の寺院散策

齋藤清画伯がえがいた街並みの散策

☎024-531-6432

川遊び体験

喜多方市

安達太良山を一望できる広大な斜面に、
園主の大槻
紘一さんが長年かけて植え込んできた約20種類、
7,000
本のサルスベリが花開き、
人々を楽しませてくれます。

東北応援コース

【歩行距離】約4.5㎞

問福島市観光コンベンション協会

五感でまるごと感じる

駅からハイキング＆ウォーキングイベント
8月9日
（土）

食

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。

唐倉山登山口
問南郷観光センター
☎0241-64-5811

8月中旬～9月上旬

郡山市

モモ狩り最盛期！

太陽の光をいっぱい浴びた、あま～い夏の味覚♪夏の思い出作りに「モモ狩
り」
はいかがですか？福島の大地が育んだ、
極上のモモに全員大満足！とくに８
月は福島を代表する
「あかつき」
の最盛期です。
福島市観光コンベンション協会
では、
旬のモモの全国発送も承っております。
お気軽にお問い合わせください。

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/

検索

現在好評実施中!!

日 まで

コード F4 広告

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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