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な施策も行っています。一度は訪れてみたい県南地域。今
月号も是非ご覧下さい。

今月の
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

」

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。

DC開催まで、
あと5ヶ月！

全国旅行会社説明会

札幌、仙台、名古屋
金沢、大阪、福岡

ふくしまＤＣを
宣伝するため、全国行脚！

いよいよ開催となるふくしまDC本番

に向けて、全国のお客様に福島県にお越

しいただくために、全国6会場において
ふくしまDCの説明会を行いました。

3,000を超える、豊富な観光素材を持

つ福島県をより知っていただき、旅行商
品を造成していただこうと、各地域の観

札幌会場（10月2日）

仙台会場（10月20日）

金沢会場（10月9日）

名古屋会場（10月7日）

大阪会場（10月8日）

福岡会場（10月15日）

光関係者及びJR東日本様と共に、全国
を回りました。普段はお会いする機会が

ない、旅行会社の方々に直接福島県を売
り込み、ふくしまDC期間の旅行商品の
造成をお願いすることができました。

旅行エージェント招聘事業

他県の旅行会社向けに、県内視察を実施！

県外の旅行会社の皆様に、福島県の魅力ある観光地を知っていた

だくために、2コースを設定した1泊2日の県内視察事業を実施しまし
た。これまで全国宣伝販売促進会議などでもご紹介してきました
が、まだまだ福島県には魅力的な観光地がたくさんありますので、お
伝えしきれていなかった観光地をご案内させていただきました！

旅行会社の皆様からは、
「今まで知らなかったが、ガイドの話が上

手で良い観光地であった」というご意見もいただき、まだまだ県内情
報の周知が必要であると感じました。
今後も県では、
様々な機会を利用して県内をPRして参りますので、

観光関係者の皆様の御協力をよろしくお願いします。

Aコース 10/22水～23木
日目
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日目
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Bコース 10/28火～29水

湯本駅発【10：15】▶石炭化石館ほるる
《いわき市》琥珀の

新白河駅発【10：00】▶白河市内まち歩き《白河市》歴史深い市内をガイドとともに散

発掘体験 ▶いわき・ら・ら・みゅう《いわき市》昼食 ▶安

策・昼食 ▶雪割橋《西郷村》紅葉の名所をガイドとともに見学 ▶会津田島祇園会館
《南

積歴史博物館及び郡山市開成館《郡山市》安積疎水の歴

会津町》施設見学 ▶塔のへつり
《下郷町》約100万年の歳月をかけて造り出された自然

史と現在の姿について見学 ▶磐梯熱海温泉《郡山市》
【泊】

の景観美見学 ▶会津高田まち歩き《会津美里町》天海さまのルーツを巡るまち歩き

※観光PR・名刺交換会実施【17：00～8：30】

▶東山温泉《会津若松市》
【泊】 ※観光PR・名刺交換会実施【17：00～8：25】

アサヒビール福島工場《本宮市》
日本最大級の生産能力を

院内御廟歴史散策ツアー《会津若松市》
【8：30～9：00】会津藩の歴史を感じながらガ

誇るビール工場の見学 ▶道の駅川俣 織物展示館《川俣

イドとともに史跡見学 ▶三島町生活工芸館《三島町》自然素材を使用した編み組み細

町》織物展示館の見学及び織物体験 ▶みそ漬け処「香の

工を体験▶つきみが丘町民センター《柳津町》昼食 ▶道の駅あいづ湯川・会津坂下

蔵」
《 南相馬市》兜や甲冑などの見学及び漬物（みそ漬け）

《湯川村》福島県で一番新しい道の駅の見学 ▶国指定史跡 慧日寺跡《磐梯町》会津仏

体験 ▶松川浦復興チャレンジグルメ《相馬市》昼食 ▶よみ

教文化発祥の地を見学 ▶天鏡閣と迎賓館《猪苗代町》明治の香りを今に伝えるルネッ

がえれ松川浦湾内見学《相馬市》東日本大震災に見舞われ

サンス風洋風建築物見学 ▶野口英世記念館《猪苗代町》来年4月リニューアルオープ

た松川浦湾内を漁船に乗って見学 ▶福島駅着
【17：40】

ンする記念館の見学 ▶郡山駅着【17：50】
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助成制度

助成対象

Q
Q

Q&A

旅行会社の皆様から反響の多かった

「バスツアーの際の貸切バス借上費用の助成制度」に

関しまして、お問い合わせの多いご質問を掲載致します。

Q

どのような旅行商品が対象となりますか？

A

今回の補助金は、受注型の旅行商品のみが対
象となります。募集型の旅行商品は、パンフレ
ット作成費用の助成制度をご活用下さい。

A

申請はいつまでに提出すればよいですか？

A

旅行出発日の20日前までに、事務局へ必着と
なります。これ以降にご申請いただきましたも
のは、対象外となってしまいますのでお早め
の申請をお願い致します。

どのような観光素材を
組み込めばよいですか？
中通り、浜通り、会津地方のうち2エリ
ア以上を廻り、
DC向け観光素材を3つ
以上行程の中に組み込んで下さい。
DC向け観光素材は、ふくしまDCホー
ムページに記載しておりますのでご確
認下さい。なお、宿泊地は観光素材に
は含みませんのでお気を付け下さい。

※その他、詳細につきましてはホームページ

http://www.tif.ne.jp/dc/osirase/disp.html?id=31
をご覧下さい。

抽選会
10/6月

たくさんのご参加ありがとうございました！
エリア別発見報告者数

総参加者数 過去最大 131,888人

いわき市（常磐）

6,184名

三春町

7,719名

会津若松市（芦ノ牧温泉） 6,525名

川内村

4,848名

田村市
（滝根）

6,011名

会津美里町
（高田）

6,339名

伊達市（保原）

7,111名

天栄村
（羽鳥湖高原） 6,107名

西会津町

5,673名

福島市（飯坂温泉） 7,736名

白河市

6,308名

柳津町

6,200名

福島市（土湯温泉） 7,784名

鮫川村

5,441名

昭和村

5,108名

二本松市（岳温泉） 8,377名

北塩原村
（裏磐梯）

6,751名

南会津町（田島）

5,449名

郡山市（高柴）

猪苗代町

7,465名

8,752名

ふくしまプレDC三大特別企画のひとつ、
『リ
アル宝探しイベントin福島「コードF-4」』の抽選
会が県庁で行われました。総参加者数は過去最
大の131,888人、20エリアすべての宝箱を発見
したパーフェクト賞は3,461名など、大変多くの
方にご参加いただきました。
抽選会では五十嵐照憲観光交流局長をはじ
め職員が計504名の抽選を行いました。

ふくしまDCでは期間及びエリアを拡大して「コード F-5」を開催予定です！

平日限定

福島県のゲレンデなら

雪マジ! ふくしま
公式キャラクター

「雪魔神きびすけ」

20-22歳全員!!
リフト券が無料!
（※）

って何だ？

20歳～22歳の若者なら、福島県内の「雪マジ！ふくしま」
対応スキー場の平日リフトが”無料で”乗り放題！

スキー/スノーボードが初めての人も、
すっかりハマっている人も、
期間中何度でも、
ゲレンデ遊びを楽しんで♪
期間はいつ？

2014年12月22日（月）
～2015年3月31日（火）の平日限定※12/29～1/2を除く

20歳～22歳って？ 1992年４月2日生まれの方～1995年４月1日生まれの方

（※）1992年4月2日～1995年4月1日生まれの方全員

雪マジ！ふくしま

その他、詳細につきましてはホームページをご覧下さい。http://tif.ne.jp/20-22free/
お問い合わせ

福島県観光復興キャンペーン委員会（事務局：福島県観光交流局観光交流課）℡024-521-7398
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おもてなし
情報

各地
の

会津若松市民総ガイド運動実行委員会と会津若松観光
ルネッサンス協議会の共催で、
ふくしまDCに向けた市民参
加型おもてなし事業として、
「お花のしおり作り」
を実施しま
した。
当日は市民28名に参加いただき、
当日作成した押し花
と観光客へのメッセージを添えてしおりを作成しました。
出来上がったしおりは、来年度市内の店舗などにご協力
いただき、観光客へ配布する予定です。

4 温泉地

周遊企画
ワークショップ

福島市
飯坂温泉

お花のしおり作り

会津若松市

けて頑張っています！
！
DCに向

問 会津若松市観光課

☎0242-39-1251

高湯温泉
岳温泉

土湯温泉

観光ガイドブックを充実

郡山市
10月～12月の計4回
＋ モニターツアー

DC本番に向けて、福島市の３温泉地
（飯坂・高湯・土湯）と二本松市の岳温泉を周遊するコース
を作製するためのワークショップを10月から開催中。
11月にはモニターツアーを開催し、参加者の意見を聞きな
がら、ＤＣ本番に向けて、観光客に満足していただけるツ
アーに磨き上げていく予定です。
問 福島市観光コンベンション協会

来訪者への情報提供を充実し、リピーターの増加を図
るため、観光ガイドブックのリニューアルを実施。10月に開
催したＢ‒１グランプリへの来場者へ、ガイドブックのお披
露目を行いました。今後はふくしまＤＣなどでの観光誘客
に活用していきます。

☎ 024-531-6432

問 郡山市観光課

石川５町村

☎024-924-2621

西会津町

食

いしかわ郷土

で おもてなし！

観光まちづくり
ワークショップの開催

石川 石川町・玉川村
地方 平田村・浅川町・古殿町

や行事、食文化など
石川地方５町村では、地元の農産物
価値を見いだし、観光
昔から伝わる暮らしの中から新たな
。
資源とする取り組みを進めています
で食べられ、地元に
慶事
中でも季節ごとの様々な行事や
当て、各町村で調査・研
伝えられてきた「郷土食」に焦点を
」づくりに 励んでいま
究を行い 、新たな「いしかわ郷 土食
とく山」総料理長 の
す。古殿 町のご出 身で日本 料理 店「分
のＤＣへむけて商品
野崎洋光 氏に監修していただき、来年
化を目指しています。
の観 光地を巡りなが
また、10月4日、11日には石川地方
べられる日帰りバスツ
ら、開発中の「いしかわ郷土食」が食
アーが開催されました。

来年のDC本番、その後の持続的な観光受入れ体制づ
くりに向け、本町の自然、景観、寺社仏閣、歴史、文化、食、
人など豊富な資源を活用した周遊モデルコースづくりを進
めています。
メンバーは、にしあいづ観光交流協会会員と若者まちづ
くりプロジェクトメンバーなど約20名が参加。観光関係者
の経験や知識に、若者の斬新な発想を組み合わせ、魅力
的な周遊モデルコースづくりに取り組んでいます。

村役場 産業振興課）☎0247-57-4629

問 にしあいづ観光交流協会

問 いしかわ地方観光誘客実行委員会（玉川
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☎0241-45-2213

ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

グランディ那須白河ゴルフクラブ

ゴルフするなら！ 迷わず、しらかわ打！
県南エリア

お もて な し

ゴルフタウンしらかわ（県南地域・9 市町村）

人

多彩なゴルフ場と
「しらかわ」を
お楽しみ下さい！

「しらかわ」とは？

ふくしまDC県南推進協議会
白河市役所産業部観光課
課長

岩崎

洋一さん

首都圏からみちのくへの玄関口となる県南地域の
「しらかわ」
に
は、JR新白河駅から1時間以内の近郊に、
初心者から上級者まで
楽しめる多彩なコースを持つゴルフ場が16カ所あります。
これらの
ゴルフ場を観光資源の一つと捉え、ふくしまDCに向けて「Golf

福島県の県南エリアにある
地域。白河市をはじめ、東白
川郡と西白河郡の町村を合
せた9市町村の市名・郡名に
ある「しらかわ」という読みか
ら、このエリアを「しらかわ」
と称しています。

多 彩 な16 のゴルフ場！

Townしらかわ」
としてPR活動を行っています。
7月28日~8月3日に開催された
「ダンロップ・スリクソン福島オー
プン」
にも、
会場内に
「ふくしま復興市」
ブースを設け、
地域をあげて
観光や地元野菜のPRを行いました。

新ゲインズボローカントリー倶楽部
手軽にゴルフを楽しめる施
設や、
源泉100％かけ流し温
泉のある施設など、
多種多様
なゴルフ場が勢揃い！

ゴルフ場のみならず、
お客さまに周辺の観光地や地元野菜の直
売所なども訪れていただこうと、
各ゴルフ場に周辺観光を紹介した
パネルやパンフレットを設置しご案内をしています。
JR東日本のびゅう商品とも連携を取り、4月1日~9月30日まで
「福島 de GOLF」
という東京からの新幹線の往復とゴルフプレー
代を併せたプランを 13,200円~のお手頃価格で販売しました。
今
年の対象施設は5カ所でしたが、
来春のふくしまDCでは全16カ所
のゴルフ場を対象とした販売を予定しています。

白河ゴルフ倶楽部

❶ザ・ダイナミックゴルフ倶楽部
❾那須TAIGAカントリークラブ
新ゲインズボローカントリー倶楽部
❷白河国際カントリークラブ
棚倉ステークスカントリークラブ
❸白河ゴルフ倶楽部
棚倉田舎倶楽部
❹新白河ゴルフ倶楽部
白河メドウゴルフ倶楽部
❺アローレイクカンツリー倶楽部
太平洋クラブ＆アソシエイツ白河リゾート
❻矢吹ゴルフ倶楽部
グリーンアカデミーカントリークラブ
❼グランディ那須白河ゴルフクラブ
福島石川カントリークラブ
❽白河高原カントリー クラブ

さらにふくしまDC期間中に、
全てのゴルフ場で
「ふくしまDC杯
（仮）
」
と題したコンペを開催。
周辺の観光や、
女子会プランにはケー

◀ゴルフ場ごとに異なる
パネルを設置。
周辺のス
ポットを紹介している。

キのプレゼントや、
子供たちがゴルフを体験できるスナッグゴルフ
など、大人から子供まで楽しめる盛りだくさんの内容を計画中で
す。
これからもふくしまDCを機会に、
「しらかわ」
を全国的に知って
頂けるよう県南地域9市町村一丸となって頑張っていきます。
問 ふくしまDC県南推進協議会（白河市観光課） ☎ 0248-22-1111
白河市八幡小路7-1

ふくしまDC県南を一緒にもりあげる
！
おもてなし隊を募集中！
チームしらかわ
9ualityとは？

2015年4月～6月に開催される「ふくしまデスティネーションキャ
ンペーン」で、心を込めたおもてなしと県南地域「しらかわ」の魅力を
PRすることを目的とした県南地方独自のおもてなし隊です。
現在、約100の団体に登録いただき、ふくしまDCまでは500団体
の登録を目指します。DC期間中には、団体客のお出迎えや見送りな
ど、地域をあげてお客様をおもてなしいたします。
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チームしらかわ9ualityとして
次の3項目を実践することを宣言します

1.こちらからあいさつをしよう
2.ゆずる気持ちを持ちましょう
3.笑顔を引き出すおもてなしをしよう

ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

四季の情趣あふれる日本庭園
県南エリア

お もて な し

南湖公園日本庭園 翠楽苑（白河市）

人

翠楽苑

春日部 民子さん
※雁が飛ぶ様子を模して造られた書院造りの松楽亭

翠楽苑は、
身分の差を越えて庶民が憩える
「士民共楽」
の場とし
て白河藩主松平定信が築造した名勝
「南湖」
のほとりに、
日本の伝
統文化の伝承と活動の拠点として平成７年にオープンした池泉回
遊式日本庭園です。
当苑は、
名君であり茶人、
また優れた作庭家であった定信公の
精神が随所に生かされています。
敷地の中央にある松楽亭は、
茶
道、
華道、
句会などを行える施設となっており、
庭園を眺めながら
抹茶と生菓子を味わえる呈茶を一般の方も気軽にお楽しみいた
だけます。
また、
桜まつりや月見会、
紅葉ライトアップなどの時節の
イベントも開催しています。

紅葉ライトアップ

入苑無料・日没～午後8時30分・平成26年は10/27～11/2※11/1は除く

震災で落ち込んだ入苑者数は平成25年度で約25,000人とだ
いぶ回復してきました。
首都圏に隣接しているため他県からのお客
様が多く、
大河ドラマ後は会津と周遊して立ち寄る方も増えまし
た。
「こんなに素敵とは知らなかった」
と言って下さる初めてのお客
様も多いので、
まずは日本情緒を気軽に楽しめる場所としていらっ
しゃっていただければと思います。

2

DC期間中の来年の4月15日、
ちょうど桜の季節にオープン20
周年を迎えます。
また、
同じ市内の被災した小峰城の修復も来年
春に完成します。
少し前まで通過点とも言われた白河の観光です
が、
プレDCで観光関係者の方々に認知していただけるようになっ
たのを第一歩と捉え、
来年の本番に向けさらに広く皆さんに魅力
を伝えられるよう頑張ってまいります。
問 翠楽苑 ☎ 0248-23-6888
白河市五郎窪山45-1

県南9市町村の

アンテナショップ

ら

ら

こ

1

3

げつ

楽楽 湖月
南湖公園内にオープンした
アンテナショップ「楽楽湖月」
では、県南9市町村の様々な物
産が販売されています。店内で
は無 料で休 憩することもでき
ますので、散 策の合間にお気
軽にお立ち寄りください。名物
「南湖だんご」も食べられます。

4

1四季折々違った表情を見せる庭園 2松楽亭では定信公直筆の書
（拓本）を見ることができる。3抹茶と月替わりの生菓子が楽しめる呈
茶 44月中旬に桜まつりを開催。隣接の南湖神社の楽翁桜、湖畔の
800本の桜とともに南湖公園一帯は桜の名所。

■ 10:30～16:00（11月まで営業、金～月のみ）
問 ふくしまDC県南推進協議会（白河市観光課）☎ 0248-22-1111
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11/8
白河市

紅葉と食が融合？！新イベント

Decora しらかわ2014

投票締切 12/1
石川郡

“里山の原風景”百選

石川地方各地域の特徴ある風
景を募集し、石川地方“里山の原
風景”百選としてＰＲいたします。
●投票用紙・投票箱は各町村
役場に設置。
●一人何点でも投票可能。
●投票した人には抽選で、5町村
の特産品が当たります。
場 石川地方
（石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町）
問 いしかわ地方観光誘客実行委員会（担当：玉川村役場 産業振興課）
☎ 0247-57-4629

秋満喫ガイド2014

「食と職の市」
と
「しらかわ紅葉まつり」
が融合し
た新イベント
「Decora しらかわ2014」を開催。お
しゃれにデコレーションされた会場で、
白河の伝統
を伝える食、
洗練された食をお楽しみいただけます。
昼の部ではたくさんの美味しい食べ物のほか、
参
加型のイベントや、華やかなショーが行われます。
夜の部では、一夜限りの特別レストランが設置さ
れ、
生演奏と料理やお酒を味わうことができます。
ぜひ、
この機会に白河の
「食」
の
魅力をお楽しみください。

昼の部 10:00~15:00

白河で最大の食のイベントです。
「昼」と「夜」の二つの顔を持ち合わせ、
昼はワイワイ、夜はシックに
食のたのしみを提供します。

Decoraしらかわ
実行委員会
佐藤裕太さん

入場料無料

■世界一のパスタ職人山田剛嗣氏のパスタを堪能
■日本一長いクレープ作りの挑戦
■働く車の大集合
■キッチンカーの共演
■ステージショー

夜の部 15:00~20:00

■特別レストラン
■アコースティックギターやピアノの演奏
■紅葉のライトアップで日本の美を再発見

場 白河駅前小峰通り
・白河市民会館駐車場・谷津田川せせらぎ通り
問 Decoraしらかわ実行委員会（（公財）白河観光物産協会内）☎ 0248-22-1147

10/25～11/24

10/24～11/16

ライトアップ情報
11/21～2/14

写真提供:パナソニック株式会社
会津若松市

鶴ヶ城紅葉ライトアップ

昨年に引き続き鶴ヶ城公園内「オールLED」
によるライトアップを行います。植栽用の「彩
光色」を使用したことで、より趣深く、色鮮やか
に照らし出された紅葉をお楽しみ頂けます。
場 鶴ヶ城公園
問 会津若松市観光課

イチョウ並木ライトアップ

秋の公園では１１６本のイチョウ並木が
人気のスポットであり、
秋の夜長をライト
アップされたイチョウと黄金色に輝くトン
ネルを散策してみてはいかがですか？
場 あづま総合運動公園
問 あづま総合体育館 ☎ 024-593-1111

☎ 0242-39-1251

11/8～11/16

11/22～12/31
郡山市

福島市

ビッグツリーページェント・フェスタ in KORIYAMA

郡山の冬の風物詩として定着しているビッグツリーペー
ジェント。郡山駅西口駅前広場や周辺商店街が温かな光に包
まれる。期間中は様々な音楽イベントも開催予定。
ビッグツリーペー
ジェント・フェスタ
in KORIYAMA
実行委員会
野崎 浩二さん

11/21（金）午後4時30分から「開会式・点
灯式（郡山駅西口広場）」、12/19（金）
・1/16
（金）午後5時から「えきなかミュージック
コンサート（エスパル郡山1Fセンターコー
ト）」、2/14（土）午後5時から「エンディング
イベント（郡山駅西口広場）」を開催いたし
ます。ぜひ、お立ち寄りください！

場 郡山駅西口駅前広場
問 ビッグツリーページェント・フェスタ in KORIYAMA実行委員会事務局
☎ 024-921-2610

11/16
いわき市

撮影：金子俊男
小野町

リカちゃん通りイルミネーション

リカちゃんキャッスルとお城の前のリカ
ちゃん通りを約6万球の電球が彩ります。
今年は、
１１月２２日
（いい夫婦の日）
に点
灯式を行います。バルーンショーや小野
町観光大使のエソラビトのライブも開催。
リカちゃんキャッスル・リカちゃん通り
問 小野町観光協会 ☎ 0247-72-6938
場

11/23

秋風と管楽の響き

～IBCサクソフォンアンサンブル～

いわき市

いわき市

国宝白水阿弥陀堂
紅葉ライトアップ

LED照明とソーラーパネルを使い、
市の
天然記念物である大イチョウや周辺のモ
ミジを木々の特性に合わせて照らします。
場 国宝白水阿弥陀堂
問 白水阿弥陀堂ライトアップ実行委員会
☎ 0246-27-1173

いわき市海竜の里 センター無料開放
毎月第4日曜日にいわき市海流の里セ
ンターの大観覧車やドラゴンコースター
など子供達に人気の屋外遊具が無料開
放されます。

勿来の関公園内体験学習施設「吹風殿」にて秋
の恒例イベントとなった演奏会が開催されます。
IBCサクソフォンアンサンブルのメンバーが秋空
の下で四重奏を奏でます。
場 吹風殿
問 いわき市公園緑地課 ☎ 0246-22-7518

場 いわき市海竜の里センター
問 いわき市海竜の里センター ☎ 0246-82-2772

7

10月～
福島市

みんなだいすき！ 旬のりんご狩り

フルーツ王国の福島市！一年のラストを飾るのが、シャリシャリ食感が魅力のりん
ご。品種ごとに味の違いがはっきりとしていて、食べ比べが楽しいですよ♪新鮮なり
んごを味わって秋を満喫しませんか☆
10月中旬の「陽光」や「こうこう」に始まり、11月にはいよいよ「ふじ」が楽しめま
す。搾りたてのりんごジュースや豚汁などをご用意して皆様のお越しをお待ちしてい
る果樹園もございます。
観光コンベンション協会へお気軽にお問い合わせ下さい。
場 フルーツ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

インターネット専用コース

駅からハイキング＆ウォーキングイベント

11月8日(土)

東北応援コース

い つ で も

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

400年以上の歴史を誇る日本三大火祭りのひとつ。勇壮な松明太鼓が鳴り響く中、
高さ10m重さ3tもある大松明や20本以上の本松明が晩秋の夜空を焦がします。

【受付】
須賀川駅改札口前
【所要時間】約6時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約5㎞

11月22日(土)

【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㎞

秋の喜多方「2014 長床ウォーク」

平安末期の古社、
新宮熊野神社と大イチョウを訪ねます。
拝殿の
「長床」
と宝物殿の文殊菩薩麒獅像も見逃せません。

イ ベ ン ト

東北応援コース
11月8日(土)

日本の三大火祭り「須賀川の松明あかし」鑑賞と市内散策

【受付】喜多方駅待合室【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7km

「喜多方美術倶楽部」の足跡と「せぴろまの夢」を追いかけるまちなか歩き

喜多方の彫塑家中心とした戦後の芸術活動、
「セピロマ会」の夢が市美術館に、
今年はピカソとAIROの作品展が倉敷「大原美術館」の支援で開催されます。

お申し込みは 駅からハイキング

【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4km

駅 長 オススメの

11月15日(土) 国宝建造物が残る町並みと常磐炭田発祥の地を歩く

検索

小さな旅 ＆小さな旅行プラン

11月8日（土） 会津若松駅

県内唯一の国宝建造物白水阿弥陀堂・浄土庭園と常磐炭田発祥の地を巡り
ます。紅葉と秋の風を楽しみながら、歴史の息吹を感じられるコースです。

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

TEL.0242-22-0257

日本最大級の山城「向羽黒山城」と伝統の「会津本郷焼」

【受付】内郷駅【所要時間】約3時間
（施設での見学時間含む）
【歩行距離】
約8km

400年以上の歴史がある会津本郷焼の製造工程を見学します。
会津のりんご
は、
寒暖の差が大きいために蜜がたっぷり入っておいしいと評判です。

11月15日(土) 紅葉のじゅうたん三春大神宮と城下町三春の歴史めぐり

【集合】
会津若松駅 【所要時間】
約5時間55分 【歩行距離】約7㎞

紅葉に彩られた街並みを眺めながら寺院を探訪します。訪れる各神社・寺院
の美しい空間で、心癒されるひと時を体験してください。三春町の街中には
数多くの神社仏閣が残っています。特に三春大神宮の紅葉は見事です。

11月8日（土） 白河観光物産協会

TEL.0248-22-1147

小さな旅

TEL. 024-522-2043

小さな旅

今に残る城下町白河と紅葉を楽しむ

【受付】三春駅【所要時間】約5時間
（施設での見学時間含む）
【歩行距離】
約5㎞

小峰城の南西を守った「道場門」の石垣を
見学します。まちなかを東西に流れる谷津
田川沿いの紅葉を楽しみます。

11月15日(土) 七日町散策と野口英世の青春時代に触れる旅

野口英世は、
青春時代を会津若松で過ごしました。
末廣嘉永蔵には、
英世
の直筆の書が残されており、親戚として彼を援助していた様子が伺えます。

【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7km

【集合】
白河駅 【所要時間】約2時間25分
【歩行距離】約2.4km

谷津田川せせらぎ通りの紅葉

11月15日(土) 須賀川の紅葉と「かおり100選」幽玄な牡丹梵火鑑賞

11月15日（土） 福島駅

牡丹梵火は日本の「かおり100選」に選ばれており、梵火の芳香があたり一面
にほのかに漂います。炎は色を変化させながら最後まで焚き尽されます。

「桑折・飯坂フルーツ街道」
ハイキング

11月23日(日) 芭蕉の句碑と南湖十七景巡り

【集合】
桑折駅 【所要時間】約6時間30分 【歩行距離】約9km

桑折町の伊達家発祥の地を出発し、
西根堰取水口までをめぐります。
その後は、
道中ワイワイとおしゃべりしながら果物畑沿いを歩きます。

【受付】須賀川駅改札口前【所要時間】約5時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約8km

奥の細道で有名な松尾芭蕉の句碑や、
全国の大名に和歌を寄せてもらい
作られた南湖十七景を巡ります。

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

【受付】白河駅【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10km

掲載施設・店舗で
ポイントを集めると
◎主催／福島県観光交流課

小さな旅

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）
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