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今月号でVol.20となるキビタン観光通信。平成25年4月か

ら始まったこのメールマガジンも、20回目の配信となりました。
そんな今月号は、県北特集。訪れたお客様が温泉に浸かり癒

やされるだけではなく、更に健康的に楽しんでいただこうと観

光開発を進める二本松市の岳温泉と、世界でも注目されてい

る高級織物「川俣シルク」を生産する川俣町をクローズアップ。
どちらの観光地でも体験メニューが満載です。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

」

DC 開催まで、あと 4 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。

おもてなし研修会を今年度も開催！
ふくしまＤＣのテーマである日本一の観光地づくりを目標に、本
県観光地の「おもてなし力」向上に向けた取組みの推進と気運醸成
を図るため、
今年度も
「おもてなし研修会」
を開催します。
研修会の開催時期は、平成27年1月～2月で、旅館ホテル事業関
係者、交通事業者関係者、一般観光事業関係者を対象に、県内7方
部（県北、県中、
県南、
会津、南会津、相双、
いわき）
で実施します。

去年実施したおもてなし研修会の様子
（写真上：会津会場／左：県北会場）

福島県を訪れる観光客の方に、
「福島県にまた来たい！」と感じ
てもらえるよう、関係者の皆様には、ぜひとも研修に御参加いただ
き、
「おもてなしの心と技術」
を学びましょう。

DC本番に向けて新メニューを考案中！

観光まちづくりワークショップ
会津田島祇園会館 in 南会津

会津地方の南部、南会津町にある会津田島祇園会館。会
津田島祇園祭の魅力をお伝えするための展示館です。館内
では、祭具や山車の展示だけではなく、郷土料理である「つ
ゆじ」をはじめ、いなか料理を存分に味わうことのできるバイ
キングもあります。
現在、ＤＣ本番に向けて、バイキングの新メニューを考案
中。南会津ならではのおもてなしをするべく、3回のワーク
ショップを通して地元の食材を使用したメニューづくりを進
めています。

平成26年度 第3回福島県観光復興キャンペーン委員会 DC分科会

11/27木

DC本番に向けて開催した今回の分科会では、DC本番の事業
計画と、DCに向けた各個別事業の進捗状況について説明と協
議をしました。各方部や市町村などに各事業への協力と情報共
有、DCに向けての地域から盛り上げていくことを確認しました。
協議の主な内容

■総合ガイドブックなどのパンフレットやポスター類の概要と進捗状況
■ふくしまDC三大特別周遊企画の概要と進捗状況
■首都圏キャラバンや旅行会社説明会などの観光PRの概要とスケジュール
■おもてなし体制の強化と販促資材の概要
■DCオープニング及びクロージングイベントの概要とスケジュール
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DCに向けて頑張っています！！

おもてなし情報
HP「ふくしまDC」×FB「ふくしまから はじめよう。」連動企画

県内の魅力あふれるご当地グルメを県内外に発信するため、
お笑いコンビ「母心」の二人が現地で実際にご当地グルメを食し、
紹介をおこなう「母心のグルメふくしま珍道中」をホームページ
「ふくしまデスティネーションキャンペーン（ふくしまDC）」と
福島県公式Facebook「ふくしまから はじめよう。」との
連動企画として実施しますので、ぜひご覧ください。
proﬁle：母心（ははごころ）

オカンと関あつしによるお笑いコ
ンビ。みちのくボンガーズのメン
バーとして福島県を中心に活動し
てきたが、2014年の第13回漫才
新人大賞での優勝を機に活動地
域を全国に広げて活躍中。

県中エリア

f 「ふくしまから はじめよう。」
福島県公式 Facebook

12月6日（土）から

珍道中スタート！

https://ja-jp.facebook.com/FutureFromFukushima
毎週土日、
僕とオカンが日替わりで
グルメレポート！“いいね”数で
今後のHP展開が変わります。

毎回2品ずつご当地グルメを紹介！乞うご期待！

「温泉のフチ子~ふくしま湯めぐり編~」が放送！

県中エリアの
魅力が
！
ぎっしり！

県中地域では、DCの取り組みの1つとして、
「温泉」をテーマに
「温泉のフチ子～ふくしま湯めぐり編～」
を制作しました。
大人気のキャラクター「コップのフチ子」が全国の温泉地を巡
るTOKYO MXの深夜番組「温泉のフチ子」。その特別編として
福島県特集が11月29日
（14：30~15：00）
に放送されました。
番組では、郡山市の磐梯熱海温泉、石川町の母畑温泉、天栄
村の二岐温泉とその周辺の観光スポットを紹介し、県中地域の
温泉や人のあたたかさを伝えました。
また、福島県出身のAKB48 Team8の舞木香純さんと人気グ
ラビアアイドルの橋本マナミさんが特別出演し、フチ子と一緒に
番組を盛り上げました。この放送は、動画サイトYoutubeで視聴
できるようになりますのでぜひご覧ください。
HP

ふくしまど真ん中！ 元気プロジェクト

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01220a/kenchu-shinko9.html

問 福島県県中地方振興局 企画商工部地域づくり・商工労政課

しらかわ
南会津・いわき

エリア

☎ 024-935-1323

12/13㈯～14㈰

ふくしまの旬の食 &ご当地キャラフェスタ
~しらかわ・南会津・いわきの観光と物産展~

ふくしまDCに向けたPR及び県産品の消費拡大のため、
日本最大の
ショッピングセンターであるイオンレイクタウン越谷において、イベントを
開催します。当日はご当地キャラ・ヒーローによるステージイベントの他、
フラダンスショーや移動水族館車「アクアラバン」の展示も行われます。
問 福島県県南地方振興局 企画商工部地域づくり・商工労政課

☎ 0248-23-1546

プアナニフラ in 桜田瞳歌謡プロダクツ

in

ダルライザー
アクアラバン
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イオン
レイクタウン
越谷

ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

伝統が息づく「絹の里」
川俣
県北エリア

お もて な し

道の駅川俣 シルクピア「おりもの展示館」
「からりこ館」
（川俣町）

人

豊富な体験メニューを
ご用意しております。
藤原 和一さん

た

私

事務局長

川俣町のおりもの展示館とからりこ館
（道の駅川俣シルクピ

ちが

！

福島県織物同業会

教えま

す

ア内）
では、
「絹の里・川俣」
の織物の歴史や伝統技術を体験し
たり学んだりできる施設です。
川俣絹織物の歴史は古く、
江戸
末期に欧米への生糸輸出が盛んとなり、
明治から昭和前期に
かけて全国有数の高級織物の産地として栄えてきました。
からりこ館では、手織りや染めの体験ができ、機織りをよ
り身近に感じていただけます。手織り体験の内容は、コース
ターやマフラー、テーブルセンター織りなどのメニューを用意
しております。特にコースター織りは所要時間30分で予約不

1 オススメ体験 コースター織り

要（5名以上要予約）ですので、初めての方でも気軽に体験し
て頂けます。
草木染めでは、栗や桜など季節に合わせた染料を使用し、
川俣シルクのストールの染めの体験ができるだけでなく、織

フェアリーフェザー

られた生地を使ってのバッグ・ポーチ作りや、ご自分で着物を

画像提供待ち

作りたい方に向け、糸の染色から織りの全行程を指導する本
格的な教室も開催しています。

2 妖精の羽（フェアリーフェザー）

織り物・染め両方の体験ができる施設は県内でも数少な

3 大橋式半木製力織機

1気軽にできる体験できる「コースター織」。予約不要・所要時間30分（5名以上要予約）

く、小学生の教育学習旅行や、ご年配の方まで多くの方に体

で大人500円、子供300円。

験していただいております。

2川俣町の齋栄織物株式会社が開発。髪の毛より細い8デニールという超極細絹糸を

近年、
「妖精の羽（フェアリーフェザー）」が世界一薄い織物

使用。2012年「第4回ものづくり日本大賞最優秀賞内閣総理大臣賞」を受賞。
3明治39年に川俣町の大橋哲也さんによって発明され、それまで手織り機での生産

として話題になり、大河ドラマ「八重の桜」でも、川俣シルクの

だった機織りが電気動力で大量生産できるようになった。

ドレスが使われたりと、伝統産業を受け継ぎながらも日々新
しい流れが生まれています。当施設では、この流れを絶やさ

12/7㈰まで好評開催中！

ないよう、様々な企画展（年に4～5回）を開催し、PR活動にも
力を入れております。今後もより多くの方に足を運んでいただ
き、体験を通して織物の魅力を感じていただけるよう頑張っ
て参りたいと思います。

問 道の駅川俣シルクピア おりもの展示館
場 伊達郡川俣町大字鶴沢字東13-1
■

おりもの展示館にて「川俣シルクと江
戸更紗 伝統の技コラボ展」を開催中。同

☎ 024-565-4889

時展示で江戸小紋着物や江戸小紋着尺
も見る事ができます。是非お立寄りくだ
さい。

道の駅川俣 シルクピア
おりもの展示館、からりこ館、かわまた
銘品館シルクピア、農産物直売所（ここ
ら）の4つの施設で構成。かわまた銘品
館シルクピアは、絹製品や川俣シャモ
などの川俣町特産品を販売。農産物直
売所（ここら）では、新鮮な農産物や加
工品が購入できます。

からりこ館体験教室情報
●テーブルセンター織り体験 ●マフラー織り体験
●裂き織り体験 ●草木染 ●藍染め
各教室の予約は7日前です。詳しくはお問い合わせ下さい。
川俣町おりもの展示館 ☎024-565-4889

4

ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

お もて な し

保養に最適な環境と
守り継いできた上質のお湯
県北エリア

人

岳温泉観光協会副会長

鈴木 亜矢さん

（あだたらの宿扇や 女将）

岳温泉（二本松市）

安達太良山の麓、標高600ｍに立地する岳温泉。穏やかな保護性気候と
高山ならではの刺激性気候をあわせ持ち心身のトレーニングに最適。

岳温泉の源泉は安達太良山のくろがね小屋付近にあります。
その存在は、古く西暦800年代から知られ、当初、源泉付近に
あった湯治場は、山崩れや戊辰戦争の焼き払い、大火の度に移転
再興し、明治39年に現在の場所となりました。源泉は8kmを引き
湯される間に湯揉みされ、酸性泉ながらまろやかな上質のお湯と
好評を得ております。
また、安達太良山東麓の台地に立地し、気候や地形など、自然
に恵まれた温泉地がもたらす効用は保養地に適しており、昭和
30年に国の健康保養温泉地に指定されました。現在は、温泉・食

1

事・運 動等を組み合わせた保養地療法のプログラムを開発し
「トータル・ウォーキング」として推奨しています。温泉街散策から
トレッキングまで目的に合わせた多彩なプログラムとインストラ
クターによる講習やガイドを用意しておりますので、気軽に心身
の健康づくりをお楽しみ頂けます。
DCを視野に入れた今後の企画としては、
プレDCでも好評だっ

3

た桜鑑賞と温泉を組み合わせた桜巡りツアーをパワーアップさ
せ、
周遊効果を高める予定です。
また、
湯元にあるくろがね小屋と
引き湯された当温泉に入浴してお湯比べが出来る源泉見学会や、
記念撮影ポイントの整備、
街灯や植栽の再整備も検討中です。
幾度の災難にもめげず復興を重ね、代々お湯を守ってきた事は
岳温泉の人間の支えです。震災もこれを念頭に皆で協力して乗り
越えてきました。
今回のDCも、
観光地として長期的価値が残る有
意義なものにするよう地域一丸となって取り組んでまいります。

2

4

問 岳温泉観光協会 ☎ 0243-24-2310
場 二本松市岳温泉1-16
■

岳温泉宿泊者対象 各旅館フロントにて販売中！

湯めぐり手形

5

手形1つで、
ご宿泊旅館の他に、
湯めぐり参加
旅館のお風呂を3ヶ所まで利用できお得です。
3ヶ月ごとに抽選でペア宿泊券など
料 1,300円
■
（発行日から6ヶ月有効） また、
豪華景品が当たります。
各旅館フロントの
時 14：00～20：00
■
（清掃中や休館などの際はご容赦下さい） 抽選箱に投函してご応募下さい。

5

1日本でも有数のウォーキングの名所と愛好者からも人気。2ウォーキングコー
スにはコース番号が記された道標があり便利。3十二支めぐりコースはポイント
にある石柱で干支の版画の刷り巡りができる。
（専用はがきは300円で販売）
4温泉街上部の引き湯小屋にはアカマツの芯をくりぬいて作った引き湯用の木
管が展示されている。5桜の名所桜坂周辺は足湯もあり気軽に散策できる。
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10/20～2015年6月まで 開催予定
田村市

あぶくま洞 月の世界 ～竹取物語～

神秘的な洞内で様々な
ジャンルの演奏家による
コンサートが行われます。
出口付近のイルミネーショ
ンも必見です。

12/6
～1/12

いわき市

第3回 いわき光のさくらまつり

あぶくま洞内「月の世界」において、竹灯とイルミ
ネーションを用いた光の演出をおこなっています。
あぶくま洞では初めての企画となっており、
特別料金で月の世界のみの観覧も可能です。
階段等上り下りができない方でも気軽に
ご覧いただくことができます。

富岡町の
「夜の森さくら並木」
に思いを寄せ、復興の光で
街を明るく照らします！

場 あぶくま洞内
「月の世界」
問 あぶくま洞管理事務所 ☎ 0247-78-2125

あぶくま洞管理事務所

いわき駅前大通りに避難区域の一つ
である富岡町“夜の森の桜”をイメージし
たイルミネーションを施します。この企
画には、現在も避難を余儀なくされてい
る双葉郡の皆さんとの共生、そして復興
を願い一緒に歩んでいこうという願い
が込められています。ライトアップ期間
内には、音楽祭やよさこいなど、さまざ
まなイベントも実施します。
時
いわき駅前周辺 ■点灯時間17
：00～23：00
問 いわき青年会議所 ☎ 0246-24-0780
場

12/6～1/25

青木 菜々さん
12月 6・7・13・14・20・21・23

あぶくま洞 滝根御殿コンサート 2014

悠久の時が創り出した地底の神
秘空間「あぶくま洞」。メインホール
の「滝根御殿」で、福島県内外の演
奏家によって神秘的な響きが洞内
中に奏でられます。
場

いわき青年会議所2014事業特別委員会
左：委員長 蛭田 光一さん
右：副委員長 草野 雄一さん

郡山市

問 あぶくま洞管理事務所 ☎ 0247-78-2125

12/21まで

第18回磐梯熱海温泉つるりんこ祭

氷上綱引大会、スケート体験教室や磐梯熱海温泉
ならではの出張足湯など多彩なイベントが盛りだくさ
ん！また、当日は、名物「つるりんこ鍋」が無料で振舞
われます。
問 磐梯熱海温泉つるりんこ祭実行委員会

企画展「大判じ絵展」

ダジャレや、こじつけを交えながら絵
解きをしていく江戸時代の「判じ絵」。現
代のなぞなぞやクイズに通じる、楽しい
世界をご紹介します。

第48代ミス萩姫
左：獅戸 千瑛さん
右：矢吹 愛さん

場 郡山市立美術館
問 郡山市立美術館

中学生以下、六五歳以上、障がい者
※
手帳をお持ちの方は無料となります。

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。郡山駅前広場や周辺商店街
が温かな光に包まれます。
12月19日
（金）
と2015
年1月16日（金）には、市内音楽グループによる
「ミュージックコンサート」
が開催されます。

大・高 …
五〇〇円

氷上イベントを楽しむ
磐梯熱海温泉冬の風物
詩です。氷上綱引・ス
ケート教室などが賑や
かに開催されます。

ビッグツリーページェント・
フェスタ in KORIYAMA

平日限定

郡山市

一般 …
八〇〇円

場 郡山スケート場
☎ 024-984-2625

場 郡山駅西口駅前広場
※ 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）
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

あぶくま洞内「滝根御殿」

時 ①11：00～11：30 ②13：30～14：00
■

12/7

11/21～2/14

郡山市

1月 4・11・18・25

☎ 024-956-2200

福島県のゲレンデなら

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
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

雪マジ！ふくしま

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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雪魔神
きびすけ

1/25

2015年 1/1
三春町

西方水かけまつり

若者たちがバケツで激しく水をかけ
合い、五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄を
祈願する「みそぎ」の行事で、約500年
前から続いていると言われています。
場 塩竈神社
（三春町大字西方）
問 三春町観光協会 ☎ 0247-62-3690

第18回音楽都市こおりやま
「ふれあいコンサート」

郡山市

1/18

三春町

三春だるま市

郡山市出身の指揮者・本名徹次さんを迎え、毎年多
彩なプログラムで好評なコンサートです。オーディション
により選ばれた市民とオーケストラが共演するなど、楽
しいプログラムをお送りします。 ※入場無料ですが、往
復はがきによるお申し込みが必要です。

高柴デコ屋敷でつくられたダルマや張子人形が並
び、新年の福を買い求める人で賑わいます。三春だるま
は頭がひらたく、赤みを帯びた深い顔つきが特徴で
す。当日は、ひょっとこ踊りなども披露されます。

場 郡山市民文化センター
時 14：00開演
問 郡山市文化課 ☎024-924-2661

場 おまつり道路
（三春町字大町地内）
問 三春町明るい祭礼推進委員会 ☎0247-62-3690

2/21

2/14・15

下郷町

場

大内宿

問 大内宿観光協会

大内宿雪まつり

雪の大内宿を満喫する毎年恒例
のイベント。町並み展示館前を中
心に多彩な催しが行われます。ま
た、各家の前には雪灯籠が作られ、
夜になると真っ白な雪灯籠の中に
ろうそくの灯りがともり、幻想的な
大内宿を見ることができます。

☎0241-68-3611

下郷町

なかやま雪月火

雪月火とは「雪」と冬の夜空に青白く輝く「月」そして
「火」はろうそくの灯火を表し「三つのコラボレーションで
幻想的な世界をつくりだします。
場

中山花の郷公園

問 下郷町観光協会

☎0241-69-1144

駅からハイキング＆ウォーキングイベント
飯坂温泉駅
福島交通

旧堀切邸
昼(食 )

喜多方駅

喜多方営業所

路線
バス
（有料）

会津バス

熊倉町・北山別

クリスマスマーケット

検索

森姫農園

お申し込みは 駅からハイキング

森姫農園・
リンゴ園

【受付】喜多方駅待合室 【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5㎞

路線
バス
（有料）

熊倉町・北山別

森姫農園は児童文学作家の
「千世繭子」
さんが主宰する農園です。
初冬の農園はリンゴ収穫とクリスマスマーケットで賑わいます。

喜多方営業所

童話作家の農園「森姫農園」のクリスマスマーケットと
喜多方の大パノラマを楽しむ

ゴール
※まるせい果樹園にて
「りんご狩り体験」
が無料でお楽しみいただけます。
会津バス

喜多方駅

12月7日(日)

飯坂八幡神社

飯坂の景色を楽しみながらの健康ウォーク。

【受付】福島交通飯坂線医王寺前駅 【所要時間】約5時間40分（施設での見学時間含む） スタート
【歩行距離】約7㎞

まるせい
果樹園

医王寺前駅
福島交通

12月7日(日) 【福島交通共同開催】
初冬の飯坂温泉を楽しむ

常泉寺

イ ベ ン ト

東北応援コース

スタート
ゴール
※森姫農園では暖かいお茶のサービスがございます。※路線バスは、別途費用がかかります。

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

e
Download Fre

ふくしま DC 年賀状、
皆さん使ってみませんか？

昨年度も好評だった、
ふくしまDCの年賀状が今年も完成しました。

テンプレートをダウンロードしてご利用下さい。

この年賀状を使いふくしまDCの応援をよろしくお願いします！
ダウンロードはこちらより

http://kibitan-tsushin.jp/nenga/
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