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Vol.18となる今回のキビタン観光通信は、県中特集。地
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域で観光施設をブラッシュアップし続ける地域力をクロー

3
4
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7
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発展し続ける姿を特集しました。

ズアップ。モデルコースの作成やワークショップの開催と
また、足を踏み入ればそこは英国。そんな一風変わった

施設もあり、まさしく見どころ満載の県中地域。旬情報で

は秋のイベントが目白押しです。気になるイベントにはど
うぞ足をお運び下さい。

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。

「

2015年4月1日～6月30日

」

DC 開催まで、あと 6 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。

9月2日
（火）
から3日
（水）
の２日間、
ふくしま七転び八起き観光キャラバンを実施し、
福島県の魅力をPRしました。
東京都内において、第４回目の開催となる「ふくしま

七転び八起き観光キャラバン」を開催しました。首都圏

の旅行会社約215名の皆様にご参加いただき、元気な
ふくしまを印象づけるキャラバンとなりました。

一日目となる9月2日は、①全体説明会、②観光商談

会、③交流会の流れで進行。全体説明会では、県内6方

部から各地の紹介を行い、全体的に本県を理解してい
ただいた後に、観光商談会において詳細に県内の観光
地をご案内しました。

交流会では、本県出身のフリーアナウンサー唐橋ユ

ミさんによる司会をはじめ、東山温泉の芸妓による演

舞、会津民謡「華葵」による歌唱、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ショーなど、県

内のPRを行いつつも交流会を華やかに彩りました。ま
た、地元産の食材を使った和洋食を準備し、福島県の
食材の美味しさや豊かさを実感していただきました。

また、
両日ともに、
各旅行会社本社や支店等を訪問し、

売り込みを行うとともに、
JR駅
（上野駅、
池袋駅、
大宮駅）
構内において県産品やパンフレットの配布を行いました。

ツーリズムEXPOジャパン
ふくしまの良質な温泉旅館を再現！

日本観光振興協会及び日本旅行業協会（JATA）が主催で、昨年まで開催されて

いた「旅フェア」と「JATA旅博」が統合し、新しく生まれ変わった世界最大級の旅
のイベント「ツーリズムEXPOジャパン」が、東京ビッグサイトで開催されました。

日本国内はもとより海外からも多数出展し、会場にいながら世界各地への旅行

気分が味わえるこのイベントに、福島県もブースを出展し来場者に向けて情報を発
信致しました。

福島県ブースのテーマは、
「旅館まるごと福島」。趣のある赤い橋を渡ると、そこは

まるでふくしまの良質な温泉旅館。テーマ性のあるブースデザインにより、来場者の

方から「このブースすごい！」などのお褒めの言葉をいただいたり、小さいお子さん
が嬉しそうに橋を渡る姿が見受けられました。

また、ブース前面のミニステージでは、各市町村で楽しいステージが繰り広げら

れ、ブースの中では体験コーナーや梨、こづゆ、地元銘菓、桃ジュース、日本酒等が
ふるまわれ、
多くのお客様に福島県を知っていただく大変良い機会となりました！
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観光まちづくり
ワークショップ開始！

グランプリ

県内観光地のブラッシュアップを目的として、
今年も観光まちづくりワークショップを開催して
います。各地区多くのご応募の中から、10団体を
対象とさせていただきました。キビタン観光通信
では、ワークショップの模様を少しずつ紹介して
いきたいと思います。

結果発表！
応募総数1,117枚!!

たくさんのご応募
ありがとうございました。
入賞作品について詳しくは
ガンレフHPをご覧下さい。
http://ganref.jp/common/special/
http://ganref.jp/common/special/fukushima1403/prize.html
fukushima1403/prize.html

準グランプリ

夢一夜

実施団体一覧

▲「NPO法人はいっと」でのワークショップの様子

①荒川ミュージアム推進会議

⑥いにしえ夢街道協議会

②福島市観光コンベンション協会

⑦にしあいづ観光交流協会

③西田町観光マップを創る会

⑧湯野上温泉観光協会

④まちづくり1200年実行委員会

⑨NPO法人はいっと

緑

作者：kamima

準グランプリ

桜吹雪のお花見日和

⑤東白川郡内商工会広域連携協議会 ⑩相双地方観光ＤＣ推進委員会

風

作者：Guntop

準グランプリ

作者：pikapi

春到着

作者：yasuhiko

※作者名はホームページのまま記載しております。

◆ 旅行パンフレット作成支援助成制度◆

◆ 貸切バス借上支援助成制度 ◆
バスの種類

助

成

4ページ以上のパンフレット

額

中型・大型バス

１台につき 40,000円

交 付 要 件

①福島県以外から出発し、福島県内で1泊以上す
ること。
②福島県内の旅館・ホテルに１団体15名以上で宿
泊すること。
【業務員は除く】
③ツアーの行程にふくしまＤＣに向けて提案して
いる観光素材を3つ以上組込むこと。
※中通り・浜通り・会津地方のうち、2エリア
以上を組み込むこと
④利用する貸切バスは大型又は中型であること。

助 成 金 額
（円）

福島県単独
パンフの場合
（円）

155.4㎠以上 1/4以上1/2未満
310.8㎠未満

100,000円

150,000円

310.8㎠以上
466.2㎠未満

1/2以上3/4未満

200,000円

300,000円

623.7㎠以上

1/1以上

300,000円

500,000円

福島県観光
PR情報等
掲載面積

貸切バス借上げ支援制度の対象となる観光施設

大きさの目安
（A4按分）

2ページ以下のパンフレット

には、マークを付けますのでご参考として下さい。
バス
助成対象 ※パンフレット作成支援は県内の観光地全てが対象となります。

福島県への冬合宿に係る費用を助成します
福島県外の大学、高校等の部・サークル等の皆さんが、県内
施設に宿泊してスポーツ活動や文化活動等の合宿を行う
場合、人数と距離に応じて50,000円から300,000円までの
助成します。主な条件は、県内の宿泊施設に連続して2泊以
上宿泊するなか、本県の合宿の魅力を伝える短い動画を制
作し、インターネットを通じて配信することです。この機
会にぜひ、福島での合宿を御検討ください。

福島県観光PR情報等
掲載面積

大きさの目安
（A4按分）

助成金額
（円）

77.7㎠以上
155.4㎠未満

１/８以上１/４未満

50,000円

155.4 ㎠ 以 上

１/４以上

100,000円

助成制度について詳しくは、
「ふくしまの旅」をご覧下さい。
http://www.tif.ne.jp/dc/ クリック
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パスポートのいらない英国

ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

県中エリア

お もて な し

ブリティッシュヒルズ（天栄村）

人

日本にいながら本物の英国
の雰囲気を味わえます
ブリティッシュヒルズ レセプションスタッフ

ネイサン・ジョンコックさん

ブリティッシュヒルズは、
「学生に本物の環境で、
本物に触れなが
ら語学研修をさせたい」
という思いから作られたもの。
「神田外語学
院」
「神田外語大学」
を運営する学校法人佐野学園の創立者、
佐野
公一の思いを、
第三代理事長の佐野隆治が具現化しました。
現在
は学生だけでなく一般のお客様のご宿泊・ご来場・語学研修、
また

1

2

3

4

各種団体の研修受け入れなど、
多くのお客様にお越しいただいて
います。
建物は、
内部の調度品まで時代考証に基づき中世英国を
再現。
全ての資材を英国から取り寄せ、
英国建築士の手により作り
本物の英国が、
ここ福島に完成しました。
メインとなるマナーハウスは当時の貴族が1年の半分を過ごす
「英国荘園領主の館」
を再現。約200年以上前の英国の書籍約
1,600冊を所蔵する
「ライブラリー」
や、
領主の部屋
「キングズルー
ム」
、
夫人の部屋
「クイーンズルーム」
などを実際に見学し触れていた
だけます。
また、
広大な敷地内に、
英国ビールと伝統料理を楽しめる
「フォルスタッフパブ」
、
20種類以上の紅茶や伝統スイーツが味わえ
る
「アスコット」
があり、
日本にいながら英国の雰囲気を味わうことが
出来ます。
もちろんのこと施設内の公用語は英語で、
約３０人の外
国人スタッフが常駐しており、
語学を学びたい方や自分の学んだ英
語力を実践したい方など、
気軽に英会話を楽しんでいただけます。

1クインズルーム（マナーハウス） 2アスコット

シュヒルズ提供） 4フォルスタッフパブ

3イェショップ（ブリティッ

村民の心のこもったおもてなし
全国宣伝販売促進会議のエクスカーション
「須賀川・母畑・白河周辺」
コースでは、
ブリティシュヒルズスタッ
フと天栄村民合せて約100人でお客様をお出迎えしました。
アンケートでは約8割の方が印象に残った施設にブリティッシュ
ヒルズを選んでいただき、
大変満足していただけたと思います。

来年始まるふくしまDCでは、
お客様に楽しんでいただけるよう
様々な企画を考えていきたいと思います。
問ブリティッシュヒルズ ☎0120-131-386（受付時間 9：30～19：30）
福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草1-8

ロウィン
イベント 開催

ハ

▲ハイランド・ハロウィンの様子
（ブリティッシュヒルズ提供）

10/25
（土）
1日限定で
「大
人の方が楽しめるハロウィ
ン宿泊プラン」
をご用意。パ
ブでの特別ディナー「魔女
の食事」や日中と違った雰
囲気でマナーハウスを案内
するハロウィン特別ナイトツ
アーを実施します。
また、10月4日～10月26
日までの土曜・日曜・祝日
は、子供さんが楽しめる日
帰りイベント
「ハイランド・ハ
ロウィン2014 Have fun in
English!」
を開催
（要予約）
。

ブリティッシュヒルズのある天栄村のブランド
米
「天栄米」
は、
「米・食味分析鑑定コンクール」
国
際大会で、
6年連続最高賞である
「金賞」
を受賞。
生産農家でつくる
「天栄米栽培研究会」
では、
月
に一度勉強会を開き、
より良いお米作りを目指
しています。 ※道の駅「季の里天栄」等にて販売中

http://www.british-hills.co.jp/bh_news/detail/1510_0000002246.html
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ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

東堂山満福寺

あぶくま ゆるり散策 花めぐりの旅
阿武隈高原中部観光連絡協議会

県中エリア

来春のDC本番に向け、県内各地で様々な取り組みが行われています。地域観光協議
会補助金を活用し、市町村単独ではなく、近隣市町村を含めてDC向け周遊モデルコー
スを作り上げた阿武隈高原中部観光連絡協議会の矢吹さんにお話を伺いました。

今回はこちらの
コースを紹介! !

プラン
1 春爛漫桜めぐりと東洋一の鍾乳洞見学コース

花と木々の香りに癒されるアロマ紀行コース
プラン 高柴山3万株のヤマツツジと山間の
2
静かなカフェで過ごすひととき
お もて な し

プラン 夏井千本桜を一望! 桜満開の小野町ハイキング
3

人

プラン 女子力UP! アートと伝統をめぐる自分磨きの2日間
4

※イメージ

プラン 昆虫採集や鍾乳洞体験! 親子で楽しむ体験プラン
5

春爛漫 桜めぐりと 東洋一の鍾乳洞見学

阿武隈高原中部観光連絡協議会

矢吹美加さん(小野町企画商工課)

JR 郡山駅

市町村の枠を超えた周遊モデルコース

JR いわき駅

車で
約25分

小野町と、隣接する田村市では、以前より観光連絡協議会

２ 小沢の桜

３ 永泉寺の桜

６

車で
約1時間

１ 三春滝桜

を作り市町村の枠を超えた観光PRを行ってきました。
その活

１ 三春滝桜

動の中で、市町村ごとのパンフレットでは広域の位置関係が

三春町

車で約25分

分かりづらく、旅行商談会などでも、統合したパンフレットの

2 小沢の桜

必要性を感じていました。
それが今回のモデルコースづくりの

きっかけとなったのです。

田村市

車で約15分

ふくしまDCにおいては、小野町と田村市だけではなく、周

3 永泉寺の桜

辺市町村の観光スポットをも包括した周遊コースの提案が不

可欠と考え、
まずは外部から講師を招きセミナーを開催し、
数

４ あぶくま洞

田村市

車で約20分

回に渡る現地視察会を経て意見を集約してきました。結果、
大型バスの団体様にもお勧めできる代表的なコースのほか、

4 あぶくま洞

中型バスの小団体様向け、マイカーや公共交通機関利用の

田村市

車で約35分

個人や家族様向けのコースを含む5プランをまとめることが

できました。今回の取り組みで、自分の町にとどまらず、他市

5 夏井千本桜

町村の観光スポットについてもあらたな発見があり、
それを互

いに紹介し合うことなど、市町村や地域の枠にとらわれない

小野町

５ 夏井千本桜

車で約25分

協力体制の有効性を再確認しました。

おのげんき
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今後は、
本年度中のパンフレット製作を目標にさらにブラッ

直売所

シュアップを図り、
DC本番に向けPRにつとめてまいります。

小野町

車で約5分

※パンフレットは県内観光案内所などで来春配布予定の他、
情報はwebサイトでも提供予定です。

磐越自動車道

小野 I.C

問小野町企画商工課 ☎0247-72-6939
田村郡小野町大字小野新町字舘廻92

桜が終わっても楽しめる オススメ周遊スポット！

田村市

あぶくま洞ラベンダー園

小野町

リカちゃんキャッスル

平田村 ジュピアランド平田

5

女子会向けのプランも
ご用意しています。
皆さんでぜひ
来てくださいね !

須賀川市

須賀川牡丹園

小野町観光協会地域おこし協力隊
砂押里佐さん

直売所
おのげんき

地じゃら
ん 西田町
版」
「西田町観光マップ」

「 ご当

ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

▲１回目のワークショップの様子。

2015年

2月発行
予定！
お もて

なし

人

西田町の観光マップを創る会

橋本 将司さん

事務局

高柴デコ屋敷

ふくしまDCでは多くの方に
西田町を訪れていただきたいです！

三春駒と三春張子人形の発祥の地で、江
戸時代から約300年続く工人の里。
張子人形の職人がガイドとなり敷地内を
案内する「デコ散歩」や、オリジナルの張子人
形が作れる「絵付け体験」など、西田町の観
光名所です。

DCにむけて

西田町観光ワークショップ開催
県中エリア

西田町（郡山市）

郡山市西田町では来年始まるふくしまDCに向け、観光マップを作るべく、

西田町商工会主催でワークショップを開きました。第1回目は8月26日に旅行
雑誌「じゃらん」の吉田法仁さん、浦上周一朗さんを講師に迎え、地元商店や
食品関係者など町民15人が参加しました。

また、西田町では「梅の里」をPRしており、梅の花の並木道「梅ロード」や梅

まだまだ 西田町のオススメスポット
いっぱい！

の種飛ばし大会が行われる「梅まつり」など、今後の企画として梅グルメの開

発案も出ました。その他、マップ作りのヒントとなるように自分の旅行体験に
基づき、旅行者の目線になって話し合いも行いました。

今回、
ワークショップに参加し、地元でも知らなかったお店やスポットを知る

ことができ、
自分の町をより深く知ることができました。
また、今まで接点のな

1

かった町内の方と意見交換が出来たこともとても有意義でした。

西田町の観光としては高柴デコ屋敷が有名ですが、
それ以外にも町内には見

どころが多いので、
町全体を周遊していただきたいと考えています。
今後もワーク
ショップを開催し、
観光マップを作り上げていきます。
ふくしまDCでは多くの方に
西田町を訪れていただきたいと思います。

2

1「酒の櫻家」店内には厳選された地酒、焼酎、ワイ
ンなど数多く取り揃えている。 2「鹿島神宮ペグ
マタイト岩脈」西田町にある国指定天然記念物。
場 福島県郡山市西田町高柴字福内 41
問西田町観光マップを創る会事務局 橋本将司 ☎024-971-3900
副事務局 西田町商工会事務所 ☎024-972-2114

梅ロード

天神夫婦桜

雪村桜

安達太良山を一望できる西田

樹齢約500年の高柴デコ屋

室町時代の画僧「雪村」が

物である梅の木が約6,000本

ラ。学問の神様である菅原

村庵にたたずむシダレザク

町三町目地内に、
地域の特産

植えられています。満開時に

は残雪の安達太良山をバック

に美しい風景が楽しめます。

敷 の 近くに あ るヤ マ ザク
道真をまつり、祠（ほこら）
建立時に、梅と桜が植えら
れた伝えられています。

6

晩年過ごしたと言われる雪

ラ。後ろに広がる竹林の緑
と桜色のコントラストが見
事です。

ふ

10

ま
くし

10/18・19

郡山市

Ｂ-１グランプリ in 郡山

月

～東北・福島応援特別大会～

情報

あの有名なB-1グランプリが今年は郡山市で開催。
B-1グ

ランプリは、
全国のまちおこし団体が集結し、
ご当地グルメ
を通じて地域ＰＲを競うユニークな
「まちおこしイベント」
で

す。
美味しい料理をはじめ、
それぞれにおもてなしが繰り広

げられます。
特に今回は、
「東北・福島応援特別大会」
と題

し、
福島から元気を発信します。
みんなで、
食べて、
見て、
楽

しんで、
お気に入りの団体に投票してください。
食事に使っ
た箸の投票により、
今年のゴールドグランプリが決定します

10月上旬～下旬
福島市

第9回ご当地グルメでまちおこしの祭典！

磐梯吾妻スカイラインの紅葉

高湯温泉から土湯峠までの全長29㎞の磐梯吾妻スカイライ

ンは、紅葉の見所として毎年多くの観光客が訪れます。中でも、

ので、
ぜひご来場ください。

入場
無料

出展団体の料理購入には専用チケット
「B-1グラ
ンプリチケット」(1冊1,000円 100円券×10枚)が
必要となります。
詳しくは公式HPをご覧ください。

作家・井上靖が選んだ
「吾妻八景」
からの展望が見どころです。

※磐梯吾妻スカイラインは恒久的に無料開放となり、
一般県道

となりました。

紅葉の見頃

浄土平周辺 10月上旬
天狗の庭周辺 10月中旬
天風境周辺 10月中旬
不動沢橋周辺 10月下旬

場 磐梯吾妻スカイライン

問福島市観光コンベンション協会
☎024-531-6432

※例年の状況からの予測になり
ます。天候等で、見頃の時期がず
れる可能性があります。

B -１公式HP http://www.b-１koriyama.com
郡山市

5月～11月上旬
南会津町

※会場付近には、
来場者専用の駐車
場はございませんので、
公共交通機
関をご利用下さい。

たかつえＭＴＢリゾート
ジップラインアドベンチャーたかつえ

会津高原たかつえスキー場で
「MTB(マウンテンバイク)」
を

楽しみませんか。
ダウンヒル、
クロスカントリーなど、
多彩なコー

スを用意、
レンタルやスクールもあるので気軽に楽しめます。

また、
滑車を使いワイヤーを滑り降りる
「ジップライン」
はス

リルと爽快感が味わえるアトラクションです。
沢越えや、
燧ヶ岳

を望める眺望の良いコースなど、
６つの多彩なコースがあり大

自然を全身で感じることができます。

場
開開成山公園会場
ザ・モール郡山駐車場会場
郡山市役所駐車場会場
問B-1グランプリin郡山実行委員会事務局
☎024-924-3551

第20回市民ふれあいフェスティバル「郡山の農業・観光物産展」

B-1グランプリin郡山と併催で、
郡山の名物や特産品が
揃う物産展を開催。郡山ブランドの食や民工芸品、地域
自慢の農林水産物・加工品等を展示販売します。
また、
県 場 郡山総合体育館（郡山市豊田町3-10）
内自治体のほか、奈良、久留米、鳥取など姉妹都市や安 問第20回市民ふれあいフェスティバル
「郡山の農業・観光物産展」
実行委員会事務局
積開拓ゆかりの自治体の物産品も展示販売します。
郡山市農業政策課 ☎024-924-2201
特設ブースで
「ふくしまDC」
もPR！
観光課 ☎024-924-2621

10/11・12
川内村

Door of Adventure 2014 in KAWAUCHI

Door of Adventure in KAWAUCHIは拠点となるキャンプ地をスタートして一日約200

㎞
（ダート率約30％）
を2日間にわたってコマ図やＧＰＳなどを使ってライダー自身のナビ

ゲーション能力でルートを見つけて走る
「ラリーツーリング」
です。
今回は当イベントの第一

回開催地
（2010年）
の開催地であり、
長らくその好ロケーションから再開催が望む声が多
かった川内村を拠点といたしました。
これには東日本大震災で甚大な被害を負った福島県

浜通りエリアの復興支援としての側面もあり、
この機会に都心から多くの人々を招いて微力

ながらも応援の一助にしたいと考えております。
※参加申し込みの受付は終了いたしました。
ＭＴＢ未経験者でも安心して
楽しめます！レンタルも
充実しているので手ぶらでＯＫ！
景色も最高ですよ～！
場 南会津町 会津高原たかつえスキー場
問会津高原たかつえMTBリゾート ☎0241-78-3099
ジップラインアドベンチャーたかつえ ☎0241-78-2241

9/1
塙

町

場 川内村を起点に福島県全域

集合場所・キャンプ場 川内村「いわなの郷」
問川内村観光協会 ☎0240-38-2346

インストラクター
君島正希さん

11/8・9
会津坂下町

立川ごんぼフェスティバル

ダリちゃんのお部屋

立川のごんぼ生産者
安部正晴さん

塙町観光協会webサイトでは、
ツイッ

ターやフェイスブックなども活用しイベ

ントや地元産品、ふくしまDCの情報な

どを提供しています。
また、塙町のご当

地キャラ
「ダリちゃん」
を活用したコンテ

ンツ
「ダリちゃんのお部屋」
を公開し、
塙
町をPRしています。

場 http://hanawa-kanko.com/darichan-room

問塙町観光協会

☎0247-43-3400

具だくさんでヘルシーな
ごんぼ汁の無料提供や
ごんぼ掘り体験など
催しも多彩ですので、
ぜひご来場ください。

立川ごんぼとは、会津伝統野菜のひとつで、立川地
区の砂地で栽培されている「アザミ葉ごぼう」です。
「立川ごんぼフェスティバル」では、立川地内で栽培さ
れたごぼう、野菜及び地場産品を販売し、立川ごぼう
をふんだんに使用したごぼう汁を無料配布しておりま
す。
また、300円で、立川ごぼう堀り体験等もできます。
場 立川集落センター

7

問会津伝統野菜立川ごんぼ フェスティバル実行委員会

☎0242-82-2449

9/6～10/26

～10/31

11/8～11/16

©GOTO

郡山市

レジナルド・ダルビー
「トーマスと貨車」1946年
©2014Gullane(Thomas)Limited.
郡山市

絵本原画展「きかんしゃトーマスとなかまたち」

テレビでもおなじみのきかんしゃトーマスは、
もともとは絵本
の中のお話。
その絵本の原画とテレビシリーズで使用された模
型などを展示して、
トーマスの魅力に迫ります。
郡山市立美術館 問郡山市立美術館 ☎024-956-2200

郡山市ふれあい科学館プラネタリウム
番組
「郡山と宇宙 90年のあゆみ」

郡山の90年間のあゆみと、宇宙の90年間のあゆみが、今
にどのようにつながっているか、それぞれのトピックを映像
を交えながら、90年を巡る旅にみなさんをご案内します。
さ
まざまな映像を交えながら90年間を旅していきます！
郡山市ふれあい科学館スペースパーク23階宇宙劇場
問郡山市ふれあい科学館 ☎024-936-0201

撮影：金子俊男
いわき市

国宝白水阿弥陀堂
紅葉ライトアップ

福島県唯一の国宝建造物
「白水阿弥陀堂」
で紅葉
ライトアップが行われます。期間中、飲食・産品販売
ブースが設けられ、
土曜日・日曜日はふるさと産品直
売会が開催されます。

国宝白水阿弥陀堂(いわき市内郷白水町広畑219)
問白水阿弥陀堂ライトアップ実行委員会 ☎0246-27-1173

10/3～10/5

飯坂八幡神社例大祭
｢けんか祭り｣

飯坂 八幡神社の例大 祭で、
10月の第1土曜日を中心に三日
間かけて行われる祭り。大阪・
岸和田の『地車祭り』、秋田・角
館の『飾山ばやし』とともに《日
本三大けんか祭り》と言われて
います。太鼓の調べは京都・祇
園囃の流れを汲み、
300年余の伝 統を誇ります。
上町三町、
下町三町の曳き屋台が
温泉街を廻り、
祭りのクライマックス
「宮入り」
では大勢の若者達に担がれた6台の
太鼓屋台が激しくぶつかり合いながら神輿の宮入りを阻みます。
宵祭・本祭・後祭
の三日間、
飯坂は祭り一色になります。

秋満喫ガイド2014

秋祭り特集
秋祭り

福島市

そば祭り

飯坂八幡神社 他 問飯坂温泉観光協会 ☎024-542-4241

10/4・5

福島市

10/11

10/11～10/13

ふるさとの祭り2014
～震災からのこころの復興～

福島市

福島稲荷神社 秋の例大祭

県内の祭りや伝統芸能のステージ、
祭
りや絵付けの体験、
ご当地グルメなど、
ふるさとの良さを再発見できるイベント
です。
四季の里秋まつりも同時開催。

神輿が繰り出し、
昼は子供達がお囃
子を響かせます。
最大の見どころは、
夕
刻に24基の山車が連なり運行する圧
巻の
「連山車」
。
お化け屋敷や射的など
多くの露店も並びます。

10/18

10/19

福島市四季の里
問ふるさとの祭り実行委員会 ☎024-521-7154

西会津町

大山祇神社秋の例祭
紅葉ウォーキング

福島稲荷神社・福島駅前通り 他
問福島稲荷神社 ☎024-522-2702

南会津町

柳津町

10/11・12

第3回会津やないづ赤べこまつり

地元名産品やB級グルメなどの物産
市や、
ステージイベント、
メイン企画の
「全国赤べこ丸太引き選手権大会」な
どが開催されます。
赤べこ発祥の柳津
町ならではのイベントです。
柳津観光案内所前
問柳津町地域振興課観光商工班 ☎0241-42-2114

10/26

伊南川古町温泉あゆまつり

三春町

三春町

三春大神宮秋季例大祭

境内の神楽殿では神楽舞が奉納され、何
人もの若衆で構成する力強い長獅子や華や
かな神輿が町内を練り歩き見応えがありま
す。露店も出て多くの見物客で賑わいます。

三春大神宮
問三春町明るい祭礼推進委員会（三春町役場産業課内）
☎0247-62-3960

11/1・2

三春の里収穫祭

三春町

三春秋まつり

遥拝殿から御本社まで約4㎞の杉並木参
道ウォーキングイベントです。今回は御本社の
奥にある「奥の院」参拝コースが追加される予
定です。秋の例祭に合わせて開催されます。

天然の鮎の炭焼きやキノコ、手打ちそば
など山や川、田畑の幸が食べられるとあっ
て近隣からも多くの人々でにぎわいます。伊
南川の鮎、手打ちそばなど地元物産の出
店や、
ステージイベントなどもあります。

旬の食材を使った屋台などが並ぶ実
りの秋の食の祭典です。
いわなのつか
み取りやグラウンドゴルフなどのゲーム
コーナーなどもあり、
ご家族連れで楽
しめるイベントです。

旬の食材を使った屋台などが並ぶほか、葛尾
村と富岡町との共催事業として歌謡ショー・キャ
ラクターショー等が行われ、展示・販売など、誰
もが「来て・見て・参加して」楽しいまつりです。

10/12･13

10/18

10/25～10/26

11/8･9

大山祇神社
問中野区むらおこし実行委員会 ☎090-4049-4448

南会津町

南会津新そばまつり

南会津郡内の挽きたて、打ちたて、茹でたての
自慢のおそばが大集合します。同時開催される
「元気です！南会津都市交流フェスタ」も楽しん
でいただき、おいしいおそばをご堪能ください。

南会津町御蔵入交流館
問南会津町観光物産協会 ☎0241-62-3000

古町温泉 古町農村公園
問伊南観光センター ☎0241-64-5711

南会津町

会津高原たていわ新そば祭り

風味と香りを引き出す、
つなぎを使
わず何枚も重ね、生地を裁つように切
る裁ちそばを、
中門造りの「そば処 曲
家」
でお召し上がりください。
そば処
「曲家」
問舘岩観光センター ☎0241-64-5611
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三春の里田園生活館（三春町大字西方字石畑）
問三春の里田園生活館 ☎0247-62-8010

金山町

奥会津ごっつおまつり

新そばはもちろんのこと、
キノコ汁や
金山赤カボチャを使った特産品など、
奥
会津の秋のごっつお
（方言で
「ごちそう」
の意）
が楽しめる毎年恒例の催しです。
金山町中川 町民体育館周辺
問金山町役場産業課 ☎0241‐54‐5327

三春町運動公園
（三春町大字貝山字泉沢）
問秋まつり実行委員会事務局（三春町役場産業課内）
☎0247-62-3960

会津坂下町

ばんげいにしえ街道新そば祭り

会津坂下産そば粉100％を使用した
香り豊かな、
ひきたて、
打ちたて、
茹でた
ての三たてのそばはまさに絶品です。
会津坂下町農村環境改善センター
問
（一社）
会津坂下町観光物産協会
☎0242-83-2111

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

い つ で も

10月4日
（土） 会津若松駅

10月1日
（水）
～11月30日
（日）会津若松「駅からまちなか歴史散策ガイド」

法用寺・中田観音参拝

イ ベ ン ト

東北応援コース

10月5日
（日）
11月1日(土)

【福島交通共同開催】熱気あふれる「飯坂けんかまつり」観賞

唱歌「牧場の朝」のまち 鏡石オランダ・秋祭り

10月11日
（土） 二本松駅

10月12日
（日） 郡山駅

10月10日(金) 蒲生氏郷が築いた産業と文化を訪ねる旅

TEL.0243-23-1274

TEL.024-932-6001

安積開拓の歴史探訪とおいしいグルメ発掘

小さな旅

小さな旅

郡山市内を散策し、安積疎水における歴史を感じる旅です。
【集合】郡山駅【所要時間】約5時間【歩行距離】約12㎞

蒲生氏郷は、会津の城下町を整備し産業を興し、発展させました。その功績は、今で
も会津の人々の尊敬の念を集めています。
【受付】会津若松駅【所要時間】約6時間(施設での見学時間含む)【歩行距離】約6㎞

10月18日
（土） 猪苗代駅

10月11日(土) 「喜多方の蔵と食文化はとってもいい漢字～！」

TEL.0242-62-2249

国指定重要文化財と野口英世ゆかりの地めぐり

小さな旅

秋の紅葉磐梯山と猪苗代湖の眺望を楽しみながら、散策を楽しめます。特別公開（期
間限定）の国指定重要文化財、旧高松宮翁島別邸を見学することができます。
【集合】猪苗代駅【所要時間】約5時間40分【歩行距離】約6㎞

短大生と古代文字探してみんべぇ！解いてみんべぇ！喜多方市の観光を学ぶ短大生が
企画し案内するおすすめコース。
【受付】喜多方駅待合室【所要時間】約5時間(施設での見学時間含む)【歩行距離】約7㎞

10月13日(祝・月) “豊作万歳”稲刈り祭り ～2014田んぼアート～

10月25日
（土） 郡山駅

鏡石駅東口徒歩1分の「田んぼアート」が待っています。絵柄に合わせた色とりどりに
実った稲穂が見事です。
【受付】鏡石駅東口【所要時間】約5時間(施設での見学時間含む)【歩行距離】約4㎞

秋を感じる磐梯熱海温泉散策

TEL.024-932-6001

小さな旅

磐梯熱海温泉の街中を、案内人とともに散策します。
トレッキングを楽しみながら、郡山ユラックス熱海で温泉を楽しみ、心と体を癒します。
【集合】磐梯熱海駅【所要時間】約4時間30分【歩行距離】約6㎞

10月18日(土) 「山・水・花の町はなわ」自然が織りなす渓谷と、ダリアの花に誘われて
湯岐渓谷と
「かっぱのすり鉢遊歩道」の散策、あぶくま高原の秋路を楽しみませんか。
ゴールの湯遊ランドはなわダリア園では多種多色のダリアの世界がご覧いただけま
す（有料）。汗をかいた後には温泉で疲れを癒して下さい（有料）。
【受付】磐城塙駅前【所要時間】約3時間30分(施設での見学時間含む)【歩行距離】約7㎞

10月25日
（土） 二本松駅

TEL.0243-23-1274

小さな旅

文学散歩「智恵子の愛の物語」、錦秋の霞ヶ城を訪ねて

高村光太郎「智恵子抄」のモデルで妻の智恵子の生家や愛の小径をめぐります。
紅葉が映える霞ヶ城公園で、60回目を迎えた「二本松の菊人形」会場も訪ねます。
【集合】二本松駅【所要時間】約4時間10分【歩行距離】約5㎞

10月18日(土) 【会津鉄道共同開催】
錦秋の舟子峠 ハイキング
会津藩が江戸への参勤交代で通行した峠です。舟子峠頂上では、大川ライン、芦ノ牧
温泉街が一望でき、その景色は絶景です。
【受付】大川ダム公園駅【所要時間】約3時間30分(施設での見学時間含む)【歩行距離】約10㎞

10月25日
（土） 会津若松駅

七日町散策と会津の伝統産業

10月25日(土) 福島街中散策と福島競馬場を楽しもう！

TEL.0242-22-0257

小さな旅

七日町には蒲生氏郷が築いた楽市の名残が感じられます。末廣酒造嘉永蔵には、野口
英世直筆の書が残されています。
【集合】会津若松駅【所要時間】約6時間【歩行距離】約6㎞

目前を走り抜ける競走馬の息遣いを感じて真の迫力を体感してみませんか？競走馬
を見る前にちょっと寄り道して神頼み！
【受付】福島駅東口玄関【所要時間】約7時間(施設での見学時間含む)【歩行距離】約9㎞

11月1日
（土） 新白河駅

10月25日(土) 喜多方駅発！感じる漢字で蔵のまちを遊ぶ

TEL.0248-22-2539

紅葉の甲子高原、堀川ダム散策を楽しむハイキング

読めるかな？漢字ガイドと古代文字看板を探します。部首を組み合わせて、感じる漢
字遊びに挑戦します!!
【受付】喜多方駅待合室【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4.5㎞

小さな旅

紅葉のダム湖を満喫、
甲子山を望む由緒ある秘湯で疲れた体を癒してください。
【集合】新白河駅【所要時間】約5時間25分【歩行距離】約3㎞

11月1日
（土） 福島駅

11月3日(祝・月) 【阿武隈急行共同開催】
「霊山の紅葉ハイキング」

土湯の男沼・女沼紅葉ハイキング

新日本百名山「霊山」の紅葉と奥州山脈の山々を眺めながらのトレッキング。奇岩と
怪石が連なる景色と太平洋のパノラマに感動！
【受付】阿武隈急行線保原駅【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6㎞

TEL.024-522-2043

小さな旅

自然豊かな土湯の風を感じながら深まる秋の大自然を満喫しませんか？
【集合】福島駅東口【所要時間】約7時間5分【歩行距離】約12㎞

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

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

◎主催／福島県観光交流課

小さな旅

若き伊達政宗が天下覇権を目指し、会津芦名氏攻めの本陣として居住した小浜城を
訪ねます。 【集合】二本松駅【所要時間】約3時間50分【歩行距離】約5㎞

蔵のまちがアートであふれる秋の一大イベントです。散歩をするように気軽に工房やギャラリーを訪ねます。
【受付】喜多方駅待合室【所要時間】約4時間(施設での見学時間含む)【歩行距離】約4.5㎞

検索

TEL.024-932-6001

若き政宗が天下を夢見た「小浜城」を訪ねて

喜多方でアートなまち歩きを楽しむ「蔵のまちアートぶらりー」

お申し込みは 駅からハイキング

郡山駅

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、人形屋敷として親しまれています。
【集合】三春駅【所要時間】約5時間20分【歩行距離】約8㎞

第22回鏡石町国際化オランダ・秋祭りが鏡石駅西口で開催されます。
【受付】鏡石駅西口【所要時間】約4時間(施設での見学時間含む)【歩行距離】約4㎞

10月4日(土)

小さな旅

張子の里「高柴デコ屋敷」巡り

秋の例大祭、飯坂温泉八幡神社でおこなわれる
「飯坂けんかまつり」
。温泉街に響き
渡る太鼓の音と熱気をお楽しみ下さい。
【受付】福島交通飯坂線医王寺前駅【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5㎞

10月4日(土)

TEL.0242-22-0257

中田観音は野口英世の母シカが、息子の立身出世を願って月参りをした会津ころり三
観音のひとつです。新鶴産の葡萄で作ったワインがとても評判です。
【集合】会津若松駅【所要時間】約5時間50分【歩行距離】約8㎞

歩くたび新しい会津が見えてきます。
ゴールは赤瓦屋根が特徴の鶴ヶ城です。
【受付】会津若松駅【所要時間】約3時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約4㎞

10月4日(土)

小さな旅 ＆小さな旅行プラン

○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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