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今月のキビタン観光通信は、会津特集。歴史深い会津の地を楽
しむには、歴史を知り尽くしたガイドさんとの旅がオススメ。今月
は、鶴ヶ城、柳津町のボランティアガイドを特集しています。おや?
「鶴ヶ城」特集と聞いて、会津若松を愛する「彼」がインタビューアー
に名乗りをあげたようですよ...。そのほか、6月にオープンした「はじ
まりの美術館」
も取り上げています ! !
DC情報では、プレDC成果発表会や山形DC視察研修を掲載。
プレDCの振り返りや、先進地の視察を通じて、DC本番に向けて
勉強を行う県内の様子を掲載しておりますので、是非ご覧下さい !

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。

「

2015年4月1日～6月30日

」

DC 開催まで、あと 7 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。

プレDC
成果発表会 8/26火

DC本番に向けたステップアップを目指し、プレDC成果発
表会を開催しました。当日は、JR東日本や福島県の取り組み、
県内7方部の優秀事例の発表を行い、福島県観光復興キャン
ペーン委員会の委員約150名が参加しました。
県内7方部からは、各地域の優秀事例として各方部1団体の
発表を行いました。
県内７方部の優秀事例を発表しました

①ふくしまDC二本松市推進委員会（二本松おもてなし隊）の結成
二本松市観光課
②ふくしま県中地域・観光情報交流プラザでのおもてなし
特定非営利活動法人 まざっせKORIYAMA
③県南9市町村の「しらかわ」としての取組み
ふくしまDC県南推進協議会（白河市観光課）
④ふくしまDCを契機とした観光まちづくり
喜多方市観光交流課（着地型観光推進室）

⑤バスツアーやシャトルタクシー等の二次交通の整備
みなみやま観光㈱ 営業企画部
⑥復興チャレンジグルメ…松川浦観光振興グループ

⑦県外イベントでの積極的な PR活動…いわき市観光交流課

また、
JR東日本仙台支社の営業部 杉山課長から、
「ふくしま
DCに向けて」
と題して、
DC本番に向けて各地域で何をしてい
けばよいのか、
観光開発の視点から発表をいただきました。
話の中では、県内には観光素材が豊富なので、ありのまま
の観光素材に目新しさをプラスすることが大事であり、難しく
考えず優良事例を真似しながら取り組んでいくことが、DC成
功に繋がるなど、今後の参考となるお話をいただきました。
DCをきっかけに生み出された観光地の魅力は、そのまま
各地域の力となって残ります。DC期間中は全国から送客があ
りますが、それを一過性のものとするか、継続的なものとする
かは、各地域の熱意次第です。DCはきっかけであり、チャン
スです。この大きなチャンスをしっかりと掴み、県内全体で地
域力を高める創意工夫を行ってまいりましょう。

DC分科会 8/26火

平成26年度の第2回目となる DC分科会を開催
しました。DC本番に向けた今後の展開やイベン
ト、実施事業等について協議を行い、実施の方向性
が決定されました。今後はDC本番に向けて核とな
る観光素材について検討していく予定です。
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山形DC視察研修 8/4～5 20～21
A コース

B コース

観光の「核」を作り上げた山形県
ふくしまDC本番に向けて、
本県の観光関係者が２コースに分かれ現

在DC開催中の山形県を視察しました。Aコースは33名が置賜エリア

を、
Bコースは67名が村山・庄内エリアを視察しました。

置賜エリアでは昭和縁結び 商店街のまちあるきや山形鉄道フラ

ワー長井線の方言ガイドなど、村山・庄内エリアでは慈恩寺のボラン

ティアガイド、羽黒山五重塔のライトアップ、加茂水族館など両コース
とも地域が一つになって取り組む姿を視察しました。

庄内エリアでは、DCを契機に地域の観光協会等が「庄内を何とか

しなければ」と、話し合いの機会を大幅に増やし、羽黒山五重塔のラ
イトアップや加茂水族館の再建、二次交通の拡大など住民主導で新た
な観光素材を発掘し、地域の「核」を作り上げました。そしてこの三つ

の「核」に絞って庄内地方を売り出すことで、伝わりやすい情報の発信
に努めていました。

参加者は今回の視察を通して官民一体となっての取り組むことの必

要性を勉強するなど、
山形県の良い点を参考にしながらふくしまDCに

向けて関係者が一致団結して取り組んでいくことを確認しました。

8/5火

審査会

しら か わ

観光ガイド

入門講座

目指そう！誰でもプチガイド！
白河観光物産協会では、誰でもしらかわ地
方のプチガイドが出来るよう9月～11月にか
け、合計７回のしらかわ観光ガイド入門講座
を開催します。是非ご参加ください。
※定員があるため、参加希望の方はお問い合わせください。

ふくしまプレDCの特別企画「福が満開フォト

問白河観光物産協会

コンテスト」の審査会が8月5日に行われました。
審査員は人気写真家の中井精也先生、荻原俊哉

☎080-2820-9066

第2回 9月17日水
現地で学ぼう（小峰城）

先生、鶴巻育子先生の3名の他に、県観光交流課

場所：小峰城

から3名が参加、
「行ってみたくなる福島」をテー

時間：10時～12時

講師：ツーリズムガイド白河（小峰城駐車場集合）

マに募集された約1,000点以上の作品の中から

第3回 10月1日水

厳正な審査の上、各賞が選ばれました。受賞作品

は9月8日に応募サイトにて発表されます。また、
デジタルカメラマガジン10月号（9/20発売）に

現地で学ぼう（南湖公園）

場所：南湖公園

時間：10時～12時

講師：ツーリズムガイド白河（南湖公園市営駐車場集合）

掲載されます。
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ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！
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会津侍

若松っつん
参上！

会津若松市公認ＰＲキャラクター!!

会津侍 若松っつん

会津若松をこよなく愛するお侍さん。

若松っつんは、
鶴ヶ城、
神社めぐり、
絞りたての会津の地酒が大好きです。

晴れて会津若松市の公認キャラクターに就任し、
日々ますます奮闘中！
！
今回はインタビュアーとして大活躍 ！

見どころ満載 鶴ヶ城
会津エリア

DCへ向けての取り組み
「会津華たび ～華やかな 文化を巡る 花の旅～」
が会津若松市のテーマとなっています。福島県の
DCテーマである”花”に連動性を持たせ、会津若松
市の自然、歴史、産業、人の色彩豊かで”華”やかなイ
メージを発信していきます。会津若松市内で行われ
ている「6つのどうぞ」に”お花をどうぞ”を加え、ＤＣ
に向けて取り組みます。

鶴ヶ城・会津まつり（会津若松市）

鶴ヶ城
ボランティアガイド

お もて な し

て
真船さんはどうし
で
ガイドになったの
！
？
か
ございます

人

全国から観光客が多く集まる鶴ヶ城。
一期一会の精神で常に、
「ガイドを聞いて、
この場所にまた来よう！」
と思わせるようなガイドをしようと心がけ
ています。
鶴ヶ城ボランティアガイド

真船 和男さん

私は生まれも育ちも会津です。
定年を迎え、
高齢者大学校
「あいづわ
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1荒城の月の碑。2野面積み
（のづらづみ）

くわく学園」であらためて会津の歴史の奥深さを再認識しました。かね

の石垣。
蒲生氏郷時代に造られたもので、

てから世の中に何か尽くしたいという気持ちもあり、
まずは道案内から

内部は地下2階になっていて、
塩を貯蔵する

えていくことができれば、
と思ったのがガイドになったきっかけです。

垣。
積み石を加工して、
隙間なく積み上げる

塩蔵として使われていた。3江戸城に多く

でもいい、
観光でいらっしゃる方におもてなしを通して会津の歴史を伝

現在は、趣味の詩吟を生かし、歴史の説明を歌で表現したガイドを

しています。例えば、飯盛山では「南鶴ヶ城を望めば砲煙あがる...」と
詠い、
「荒城の月」の歌詞の舞台と言われる鶴ヶ城ではお客様と一緒

に荒城の月を歌います。今年でガイドになってちょうど5年目。これか

使われていた、
切込み接
（きりこみはぎ）
の石
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方法で高い技術力と財力が必要だった。

問鶴ヶ城ボランティアガイドのお問合わせ先
一般財団法人 会津若松観光ビューロー 鶴ヶ城管理事務所
☎0242-27-4005

らも、ガイドを通して、一人でも多くの方に会津を好きになっていただ

お もて な し

けるよう頑張っていきます。

人

鶴ヶ城で行われる

会津まつり

会津藩公行列・中野優子役

玉川明日菜さん
ゃん
菜ち
明日 ばって ょ
がん んし
くな

9/21（日） ●提灯行列●会津磐梯山踊り
22（月） ●日新館童子行列・鼓笛隊パレード
●会津磐梯山踊り
23
（祝・火）●先人感謝祭●会津藩公行列

!
会津の秋を代表する祭りで、9月21日～23日まで開催されます。
なかでも23日のメインイベント
「会津藩公行列」
では、幕末を中心とした
武者姿やお殿様などに扮した総勢約500名が市内を練り歩きます。
また、総勢10,000名が提灯を持ち練り歩く
「提灯行列」、
「日新館童子行列・
鼓笛隊パレード」
なども行われ、市内各所が祭り一色に染まります。
場 鶴ヶ城本丸・会津若松市内
問会津まつり実行委員会事務局

会津まつり協会 ☎0242-23-4141
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個人公募に応募して中野優子役に選
ばれました。会津まつりに出演している
女性の方々は皆凛として素敵なので、
私
も負けないくらい凛とした姿をみなさん
に見てもらいたいなと思います。

ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

観光ボランティアガイドさんと歩く
会津エリア

柳津町観光ボランティアガイド協会

会長

鈴木六郎さん ボランティアガイド歴 13年

ほっこり柳津散策

ふく まん こ く ぞう ぼ さつえんぞう じ

柳津町は、福満虚空藏菩薩圓藏寺を中心に栄えた

門前町であり、柳津町の歴史は只見川から始まったと

福満虚空藏菩薩

１ 圓藏寺

1200年余りの歴史の
ある日本三虚空 藏 菩薩
の1つ福満虚空 藏 菩薩
が奉られています。

１

３ あわまんじゅう
柳津名物のあわまんじゅうを食べな
がらの散策がオススメ。町内には6軒
の菓子店があり、お店ごとに独特の
味があるので食べ比べてみるのも楽
しいですよ。

252

只見川

５

２
３

４

６

６

魚淵

対岸は、弘法大師が刻んだ虚空 藏
菩薩のもととなる霊木が流れ着い
た場所です。刻んだ木屑を只見川
に投げ入れたところ、ウグイに姿
を変えたと伝えられています。
私も時々餌（麩）を
あげにきています。
７

言っても過言ではありません。岸に流れ着いた霊木に
こ く ぞう ぼ さつ

ふくまんこくぞうぼさつ
えん ぞう じ

お客様の「すごく楽しかった」

人

「また友達を連れてきます」との声が

ガイドをやっていて一番嬉しいです。

お もて な し

柳津町観光ボランティアガイド協会(柳津町)

えんぞう じ

弘法大師が虚空藏菩薩を刻み、圓藏寺を再建の際に
は木材を浮かべて運び、その時に現れた「赤べこ発祥

の伝説」など、柳津町の歴史は只見川とともにありま
す。その雄大な流れを眺め、歴史を感じながら、情緒

２ 奥之院弁天堂
弁天堂は室町時代に建てられ、柳津町唯
一の国の重要文化財に指定されています。
川の模様に見える連子窓は、昔、柳津町は
水害が多く、水の難から逃れるために、こ
のような模様にしたと伝えられています。

あふれる街中散策を楽しんでみてはいかがでしょう
か。私たちが心をこめてご案内いたします。
えんぞう じ

来年のDC本番では、期間中圓藏寺の境内にテント

を張り、ボランティアガイドの当日受け付けを行う予

定です。お詣りに来られたお客様にもこれを機会に、
より柳津町を楽しんでいただきたいと思います。お客

７

美術館を見終えたら、作品の原 風
景となった場所やアトリエを訪れる
と、より世界観が広がりますよ。

様へのおもてなしを考え、親切丁寧にご案内し、また
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小川屋

「男はつらいよ」の撮影
で寅さんが訪れたお店
です。

竹久夢二
記念碑

記念碑には、
竹久夢二が
柳津を訪れた時に知人の
娘さんをモデルにしたス
ケッチが描かれています。

「まちなか」ガイドコース

約90分

「福満虚空藏菩薩圓藏寺」ガイド約50分、
「西山」ガイド約120分のコースもあります。

第一只見川橋梁ライトアップ !
会津エリア

４ 会津桐下駄

ガイドさんと歩くモデルコース

来ていただけるようなガイドを目指します。

問柳津観光協会観光案内所 ☎0241-42-2346
問柳津町地域振興課観光商工班 ☎0241-42-2114
※ガイドを希望される方は3日前までに上記まで申込み下さい。

斎藤清美術館

第一只見川橋梁・道の駅尾瀬街道みしま宿（三島町）

只見線を象徴する鉄橋といえば只見川に架かる第一
只見川橋梁。国道252号線「道の駅尾瀬街道みしま宿」
はすぐそばにビューポイントの遊歩道が整 備されまし
た。只見線ゆる鉄キャンペーンに合わせ、その第一只見
川橋梁のライトアップが実施されます! 皆さんも暗闇の
中にくっきりと浮かび上がるアーチ鉄橋の優美な姿をご
覧にいらっしゃいませんか？
主催:秘境只見線を愛する会
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実施日 9月6日(土)、7日(日)、10月25日(土)、26日(日)
※悪天候が予想される場合は、
当日正午の天気予報等をもとに
催行か中止の判断を行い、
ビューポイント入口に掲示いたしま
す。
また、
下記お問い合わせ先でもご案内いたします。

開催時間 19時～21時15分
※この間、
通過列車は2本(上り19:41頃、
下り21:00頃)です。

観覧場所 第一只見川橋梁ビューポイント
※国道252号線「道の駅尾瀬街道みしま宿」
に隣接しておりま
す。
整備されていますが山道ですので歩きやすい服装でお越し
ください。
また、
未就学児童の同伴はご遠慮ください。

共催:奥会津五町村活性化協議会 問秘境只見線を愛する会 ☎080-1168-3959

ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

お もて な し

人

誰もが集える美術館を目指して
会津エリア

はじまりの美術館 学芸員

はじまりの美術館（猪苗代町）

千葉 真利さん

地域に密着した
親しみやすい美術館を
目指していきたいです。
当館のテーマは「あらゆる表現の集う場所」
「すべての人

が表現者」です。
「 アール・ブリュット（※）」の概念を取り入

れ、現代美術家の作品と知的障がいのある方の作品が一緒

に展示されています。運営母体の「社会福祉法人 安積愛育

園」が支援している、知的障がいのある方の素晴らしい作品

を多くの皆さんに見ていただきたいとの思いがきっかけとな

り、
この６月にオープンしました。

また、もう１つのテーマに地域のコミュニティの再生があ

ります。美術館をつくるにあたり、建物は猪苗代町に昔から

1

あり地域の交流の場でもあった「十八間蔵」を改修。地域参

加型のワークショップ「寄り合い」を開き、意見を積極的に
取り入れてきました。寄り合いのなかでは、こども達から「秘

密基地を作りたい」との声があがり、大人たちがサポートし
ながら年月をかけて敷地内につくっていく予定です。福島

DCでは、寄り合いから出たアイディアをかたちにしながら、
みなさんと一緒に楽しんでいければと思います。

2

3

4

5

美術館と聞くと、敷居の高いイメージがありますが、人と

人との繋がりや出会いのある、地域に密着した親しみやす
い美術館を目指していきたいと思います。

※「アール・ブリュット」とは…既存の美術や文化潮流とは無縁の文
脈によって制作された芸 術作品の意味。加工されていない生
（き）の芸術、伝統や流行、教育などに左右されず自身の内側か
ら湧きあがる衝動のままに表現した芸術のこと。日本では知的
障がいのある方の作品が多く取り上げられている。
問はじまりの美術館 ☎0242-62-3454
福島県耶麻郡猪苗代町新町4873

1館内は十八間（約33m）の大きく立派な梁が印象的で、床は「もくれんが（木のレン

ガ）」
で作られています。
スリッパは履かず、
じかに木のぬくもりを感じながら歩くこと
ができます。 2～4館内の様子

5館内の憩いの場所。多目的カフェスペースが

設けられています。近所の折り紙名人が訪れ、折り紙教室が始まることも。

6

9

ふ

ま
くし

9/13･14
郡山市

え び

9/20・10/18・11/8

月

情報

ね なが つき よい

白河市

朝市しらかわマルシェ

「しらかわマルシェ事業」
は、
白河市をはじめ西白河郡・東白川郡で採れた低農薬野菜や

有機野菜、
果物、
地場産品等を白河駅前イベント広場で販売。
生産者と地域住民、
観光客

の交流の場として地元産品の再発見や地産地消の推進を図ります。
また、
会場には各市

町村のキャラクターを招き、
今年度も白河市で計画している
「ご当地キャラ夢フェスタ」
開
催まで、
賑わいを生み出していきたいと考えています。

早起きは三文の得、
新鮮野菜を用意して
お待ちしております。
是非お越しください。

あきほたる

海老根長月宵あかり～秋蛍～

江戸時代に始まったと伝えられる中田町海老根地区の和紙漉

き。和紙の原料となる楮（こうぞ）が阿武隈山系に豊富にあったこと
やきれいな涌き水があったことから、冬の農閑期の副業として盛

んに行われていました。

場 白河駅前イベント広場
問白河観光物産協会 ☎0248-22-1147

白河観光物産協会
根本直樹さん

きなり

「海老根長月宵あかり～秋蛍～」では、独特の生成色が特徴の

海老根手漉和紙を使った灯のページェントが、里の原風景が残る

9/27･28

工房周辺を舞台に繰り広げられます。ページェントには、地域住民

いわき市

や海老根小学校の児童、一般市民の手により絵や文字が描かれ、

いわきサンシャイン・フェスタ2014
太平洋の島国をはじめとする国内外の舞踊

海老根の夜をまるで秋の蛍のように幻想的に映し出します。

団を招いて、様々な踊りを披露する「太平洋諸

国舞踊祭」や、毎年恒例の「いわき大物産展」を
はじめ、
「商工会うまいもん№１決定戦」など、多
彩な催しを予定しています。

特に、太平洋諸国舞踊祭は、平成27年5月に

本市開催予定の「第７回太平洋・島サミット」
（県
内初の国際首脳会議）のプレイベントとして位
置づけており、風評払拭はもとより、国際的な

約800点もの灯ろうが里山に幻想的な光景を
映し出します。
13日のオープニングでは、
地元
宮城中学生によるハンドベル演奏が行われ
ます。
月下に燈る秋蛍と感動的で清らかなハ
ンドベルの音色をぜひお楽しみください。

知名度の向上と交流人口の増大を図ることを目
的として、開催されます。

このイベントを通して、震災から力強く復興し

つつある本市の元気を全国、ひいては世界にア

左：海老根伝統手漉和紙保存会会長 宗像康さん
中：海老根秋蛍実行委員会 委員長 遠藤直昭さん
右：海老根秋蛍実行委員会 事務局 遠藤茂さん

ピールしたいと考えております。皆さん、ぜひ来
場ください。

場 海老根伝統手漉和紙工房周辺(郡山市中田町)
問海老根秋蛍実行委員会 ☎024-941-3513

場 小名浜港アクアマリンパーク

問いわき市商工観光部交流推進室

7/31
楢葉町

☎0246-22-1279

「ここなら商店街」
オープン時の様子

楢葉町に仮設店舗
「ここなら商店街」
がオープン

国道6号線沿いにある楢葉町役場駐車場に、
仮設商業共同店舗
「ここなら商店街」
が7月31日に開設

され、
飲食店とスーパーの3店舗が営業を始めました。

「ここなら商店街」
の名称の由来は”ここなら買い物や飲食ができる” ”ここは楢葉”の意味合いがあります。
楢葉町は現在、
東日本大震災に伴う原子力発電所事故により今も全住民の避難が続いています。

復興に向け営業を始めた、
各店舗の代表より意気込みを伺いました。
場

双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6 楢葉町役場前（国道6号線沿い） 問楢葉町商工会

おらほ亭

☎0246-35-0331

ブイチェーン楢葉店

武ちゃん食堂役場前店

「しあわせの黄色いソフトクリーム」
は愛
媛県に避難している南相馬市の果樹
園農家さんが作った
“河内晩柑”
が
入ったソフトクリーム。香料を一切
使用していないので口に残らず、
さっぱりとした味わいが特徴です。

無事に開店できてよかった。
目の前のことをひとつひとつ
しっかりやっていきたいです。

まだ手探り状態での営業ですが、
本来のスーパーの形
にしていきたいです。
震災前の店の様な品揃えにして
いきたいと思っています。

「おらほ亭」横田峰男さん
●おらほ亭

10：00-14：00 日曜・祝日定休

「ブイチェーン楢葉店」 根本茂樹さん
●ブイチェーン楢葉店

7：30-17：00 日曜・祝日定休

7

「再開できて良かったね」
「待っていたよ」
とたくさ
んの温かい言葉をいただきます。皆さんが少しでも
元気になってくれればいいと思い営業しています。
「武ちゃん食堂」 佐藤茂樹さん
●武ちゃん食堂役場前店

10：00-15：00 日曜定休

9/28
西会津町

5月下旬～11月上旬

第9回西会津フォルクスワーゲン大集合

只見町

フォルクスワーゲン大集合は、本年

恵みの森

恵みの森では、
地元ガイドをつ

で第9回目を迎えました。
イベント当日

けると、
より深く散策を楽しむこと

は、
TYPEⅠ・Ⅱ・Ⅲ、
歴代ゴルフ、
カルマ

が できます 。コース内には 大 小

ンギア、
ポルシェ356、
ニュービートル

様々な滝が全部で４つあり、最初

など約100台が大集合。今年もフォル

の見 所である下ノ滝までは約20

が一堂に集います。

復約2時間30分でまわることが出

クスワーゲンをこよなく愛する方たち

分、
ハイライトの中滝まで行くと往

来ます。
途中、
なめらかな一枚岩が

ワーゲンバギー体験試乗会など、
フォルクス
ワーゲンに興味のない方でも楽しんでいただけ
るプログラムをご準備しておりますので、
お気
軽に会場へお越し下さい。

４㎞も続き、
まるで水の廊下を歩い

ているような感覚になる場所や、
木の化石や湧水、奇岩など、雄大

もブナ林に流れる沢を、長靴をは
いてじゃぶじゃぶとトレッキングを

場 さゆり公園

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

南会津町

南郷豊年まつり

南郷グラウンド
問南郷豊年まつり実行委員会(南会津町商工会南郷支所)
☎0241-72-2041

9/13・14

南会津町

古町のまつり

古町村鎮守羽黒権現祭礼として天和元
年(1681年)に始まった廣瀬神社の例祭が
古式豊かに行われます。早朝に裃姿の氏
子たちが廣瀬神社から古町中央通りまで
御神輿を担いで練り歩く御神輿渡御祭は
町指定重要無形文化財となっています。

南会津町古町中央通り及び古町地内
問南会津町観光物産協会伊南観光センター
☎0241-64-5711

9/14・15

いわき市

楽しんでみてはいかがでしょうか。

9/20～10/16

町民手作りの屋台が立ち並び、
豊年
餅まきや仮装踊り大会などイベント盛
りだくさん。
山あいに響き渡る打ち上げ
花火は、
まつりを一層盛り上げます。
ま
た、
浴衣を着てご来場の方先着100名
様に
「めんげぇ扇子」
プレゼント！

第3回がんばっぺ!福島そばまつり

今年で3回目を迎える
「がんばっぺ！
福島そばまつり」。今回は川前町で開
催されます。
東日本のそば処の手打ち
そばが頂けるそばコーナーをはじめ、
今年は川前の自然を楽しみながら歩く
ウォーキング等を開催します。
いわき市川前活性化センター
問福島そばまつり実行委員会事務局（（一社）いわき観光まちづくりビューロー内）
☎0246-44-6545

西会津町

問森林の里応援団

☎0241-71-9511

●宵祭り 9月13日（土）
17：30～20：30
●本祭り 9月14日（日）
9：00～20：30

西会津国際芸術村公募展2014

会津坂下町

ばんげ秋まつり

会津坂下町の鎮守諏訪神社の例大祭。１日目の宵まつりでは、太鼓台とライト
アップ仮装山車、２日目の本まつりでは神輿渡御（みこしとぎょ）、稚児行列、仮装
山車コンクール等が行われ、趣向を凝らした仮装山車や、子どもたちによるパ
ファーマンスは必見です。

西会津国際芸術村
問西会津国際芸術村公募展実行委員会
☎0241-47-3200

会津坂下町役場前メインストリート
問一般社団法人 会津坂下町観光物産協会 ☎0242-83-2111

9/14・15

9/14

うつくしまＹＯＳＡＫＯＩまつり

郡山市

磐梯熱海に、
県内外から約150団体
3,000人が集まり、
各地域の特色を活
かした演舞を披露します。迫力と熱気
あふれる演舞を是非ご体感ください。

磐梯熱海アイスアリーナ､ユラックス熱海
駐車場、磐梯熱海駅前（パレード）
14日・15日のイベント開始時間は異なります。
問うつくしまYOSAKOIまつり実行委員会
☎090-3365-5819

9/22～10/4

檜枝岐村

０００円（手配料・税別）
ガイド料金 ５，
場 恵みの森

9/13・14

今年で9回目を迎える
「西会津国際
芸術村」で開催される公募展。芸術家
を目指す学生から一般まで、
今回は約
20 0点の 作品を展 示 予定。9月21日
（日）
にはプレオープニングイベントとし
てクラシックギターコンサートも開催。

郡山市

齋藤政信さん

な自然に癒されます。是非皆さん

左：実行委員会 大森茂樹さん
右：実行委員会 横山萌美さん

9/6

森林の分校ふざわを拠点に、
恵みの森、
癒しの森の
案内人をしています。
初めての方はぜひ案内人を
ご予約下さい。

9/14

めん羊まつり

羊の毛刈り体験・めん羊レースなど、
羊にちなんだ楽しい催しをはじめ、川
での水遊び、
馬やウサギなど動物たち
との触れ合い、
大自然に囲まれた牧場
での1日を満喫できるイベントです。
郡山石筵ふれあい牧場
（郡山市熱海町）
問郡山石筵ふれあい牧場 ☎024-984-1000

8月下旬～10月中旬

山人祭り（やもーどまつり）

観光客を旬の山菜等を使った山人
料理でおもてなしする特別企画。檜枝
岐 村内に宿 泊されたお客様を対 象
に、山菜の量や品目を増やしてご提
供します。
「 山人秋祭り」として、きの
こや高原野菜を活かした料理が味わ
えます!

福島市 くだもの狩りで、
旬のくだものを丸かじり！

フルーツ大国の福島市では、
秋の味覚
が旬を迎えます。
ナシは8月下旬から
「幸
水」
の収穫が始まり、
9月中旬からは
「豊
水」
「二十世紀」
。
ブドウは9月上旬から大
粒で極上の品種
「巨峰」
、
上品な味わいの
種無し
「高尾」
など、
是非ご堪能ください。

檜枝岐村内旅館・民宿(34箇所)
問尾瀬檜枝岐温泉観光協会 ☎0241-75-2432

フルーツラインやピーチライン等の観光農園
問福島市観光コンベンション協会 ☎024-531-6432

8

郡山市

柳橋歌舞伎定期公演

日本の伝統芸能の１つである歌舞
伎が、江戸時代末期から中田町柳橋
地区で上演されてきました。秋の夜の
幻想的な野舞台で上演される郡山市
指定重要無形民俗文化財の歌舞伎を
お楽しみください。
黒石荘敷地内（郡山市中田町）
問郡山市教育委員会文化課 ☎024-924-2661
（当日は黒石荘☎024-973-2123）

10/5

いわき市

第19回いわき凧揚げ大会

日本全国各地から、
様々な凧が四倉
海岸に大集合し、
技術力を競い合いま
す。
手作り凧の飛行能力や出場者の技
術を競う凧揚げ競技、
自分で作る凧作
り教室などが開催されます。
.空高く舞
う色とりどりの凧を是非ご覧ください。
四倉海岸
問いわき凧揚げ大会実行委員会事務局
（いわき市四倉支所市民課内） ☎0246-32-2111

9/19・20
いわき市

9/27・28

いわきの旬を召し上がれ！

郡山市

「見せます・いわき」～五感で楽しむ「いわき産」初秋の味覚～

磐梯熱海温泉復興支援ツアー

東京池袋に、
新たな商業施設
「WACCA」
が誕生。
オープンイベントとし

ていわき市の食材を使ったレストラン及びマルシェを開催します。
また、
”サ

ンシャインガイドいわき”や”フラおじさん”によるステージ、
アクアマリンふく

しまのクラゲアクアリウムの展示など、
いわきの旬をまるごと満喫できる２
日間となっています。
場 WACCA

問
（一社）
いわき観光まちづくりビューロー ☎0246-44-6545

第1期6/15～9/30・第2期11/1～3/22
北塩原村

裏磐梯ハッピートラベルチケット

北塩原村の宿泊施設(参画施設のみ利用可)の宿泊

代の一部として充当できる
「裏磐梯ハッピートラベルチ

ケット」
を販売し、
宿泊促進を図ります。
※旅行会社の商

品や、
旅行会社宿泊予約サイトの予約は対象外です。

2,500円分の宿泊補助券を1,250円で販売。
一人に付

1泊2日で磐梯熱海温泉周辺の観光が楽しめる復興支援ツアー。
ケヤ

き1,250円がお得になります。
全国のコンビニエンススト

キの森の散策、
足湯体験、
産業遺産研修、
猪苗代湖湖上遊覧、
布引高原

ア
（セブンイレブン、
ローソン、
ファミリーマート、
ミニストッ

プ、
サークルＫサンクス）
のほか、
福島県八重洲交流館や

杉並区役所内アンテナショップにて販売しています。
詳

しくは、
裏磐梯観光協会ホームページをご覧ください。

野菜収穫体験など、
盛りだくさんの内容です。
場 9月27日
（土）13：00ホテル華の湯集合

場 参画施設

9月28日
（日）午後解散 ※1泊2日
問元気な磐梯熱海温泉をつくる実行委員会

問裏磐梯観光協会
☎0241-32-2349

駅からハイキング＆ウォーキングイベント

9月20日
（土） 福島駅

飯坂「秋の味覚」を楽しむ

イ ベ ン ト

東北応援コース

9月21日
（日）

参勤交代や物資の輸送ルートだった奥州街道。
白河の歴史とともに街道をなぞり歩きます。
【受付】白河駅【所要時間】約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】
約5㎞

9月13日
（土） 里山の秋を見つけに！九尾の狐伝説が残る慶徳寺と慶徳稲荷神社

小さな旅 ＆小さな旅行プラン

桑折「半田山自然公園」を散策

TEL.024-522-2043

9月27日
（土） 福島駅

初秋の福島と競馬場を散策

検索

9月27日
（土） 会津若松駅

掲載施設・店舗で
ポイントを集めると

TEL.024-522-2043

TEL.024-522-2043

TEL.0242-22-0257

小さな旅

小さな旅

地元のボランティアガイドが日本最大級の山城についてご案内します。400年以上
前の登り窯の跡や「じゃらんかけ」と言われる焼物の町でしか見られない光景をご
覧いただけます。 【集合】
会津若松駅【所要時間】
約4時間35分【歩行距離】
約4km

9月28日
（日）

会津若松駅

TEL.0242-22-0257

小さな旅

幕末の雄会津新選組ゆかりの地と神指城跡を訪ねる
地元ガイドといっしょに会津新選組ゆかりの地を巡ります。新選組が奮戦した如来
堂のある一帯は神指城跡地にあり、当時の様子を偲ぶことができます。
【集合】
会津若松駅【所要時間】約5時間15分【歩行距離】
約10km

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。

巡って１ポイント
泊まって１０ポイント

○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）
［受付時間／9:00～16:00 ( 土･日・祝を除く)］
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小さな旅

向羽黒山城～知られざる街なかガイドと窯元巡り～

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

◎主催／福島県観光交流課

小さな旅

福島の神々にお願いをしていざ出陣！多くのお客さまの熱い視線を感じながらの
散策を楽しめます。【集合】福島駅【所要時間】約5時間50分【歩行距離】約9km

小さな旅

自然を楽しみながら癒しの空間をお楽しみください。ゆったりとした時間がお待ち
しています。【集合】桑折駅【所要時間】約6時間30分【歩行距離】約13km

お申し込みは 駅からハイキング

TEL.024-522-2043

伊達市の歴史と眺望を楽しめます。ぶどう生産の盛んな地域を散策します。
【集合】
福島駅【所要時間】
約5時間7分【歩行距離】約8km

9月23日（祝・火） 国見町「義経まつり」を楽しむ
自然豊かな田舎町をみんなで応援してみませんか？
甲冑姿の義経公行列をお楽しみください。
【受付】
藤田駅【所要時間】
約5時間30分
（施設での見学時間含む）
【歩行距離】
約4.5㎞

福島駅

伊達市「秋の高子二十境めぐり」

慶徳寺は那須の殺生石を鎮めた源翁和尚が開いた曹洞宗のお寺です。里山にたた
ずむ萱葺きの山門はおとぎ話の絵のようです。お田植神事でも名高い慶徳稲荷神
社では農耕絵馬を特別拝観します。
【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）
【歩行距離】
約9㎞

9月13日
（土） 福島駅

☎024-984-2341

初秋の果実「ぶどう狩り」をお楽しみいただきます。福島の秋をお腹で感じてみては
いかがでしょうか。【集合】福島駅【所要時間】約5時間56分【歩行距離】
約5.5km

9月13日
（土） 城下町白河の奥州街道を歩く

駅 長 オススメの

(熱海町商工会)

検索

