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新年明けましておめでとうございます。平成27年も引き続きご
愛読をよろしくお願い致します。
平成27年初号となる今月は、
こころ豊かな暮らし
「南会津特集」
です。
大内宿や前沢曲家集落など、
茅葺き屋根が今も残る南会
津地区。
そんな田舎暮らしをさらに学ぶことの出来る博物館があ
ります。
また、
昨年ユネスコエコパークに登録された自然と共生す
る町、
只見町の大自然に囲まれた温泉宿をご紹介しています。
いよいよ、
ふくしまＤＣ開催まであと３ヶ月。
冬の寒さも吹き飛ば
すほど、
熱気あふれるキビタン観光通信を是非ご覧下さい！

のの
今月
今月

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。

2014年
12月2日㈫

「

2015年4月1日～6月30日

」

DC 開催まで、あと 3 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。

ふくしまDC首都圏旅行会社説明会

ふくしまＤＣのために
特別に用意した「ＤＣ特別企画」を再度PR！
12月2日、東京都内において、ふくしまDC首都圏旅行会社説明会を

開催しました。

これまで様々な機会で、福島県及びふくしまDCについて説明会を

行って参りましたが、今回は広く旅行商品として活用できる観光素材

を中心に、DCのために本県各地域が特別に用意した「DC特別企画」
や期間中のJRの取組等について重点的に説明を行いました。

これがDC開催前に行う、首都圏での最後の説明会となります。ふく

しまDCに向けた県内のおもてなしを感じていただけるよう努力して参
りますので、ぜひ福島県へのご送客をよろしくお願いします。

DC特別企画が満載!
01. 花見山でのおもてなし（福島市）

02. 旧広瀬座・特別公演「檜枝岐歌舞伎」
（福島市）
03. おもてなし女子駅弁（郡山駅構内）

04. ゴルフタウンしらかわ ふくしまDC特別企画（県南エリア）
05. ご当地キャラこども夢フェスタ in しらかわ（白河市）
06. 小峰城復興式と桜まつり（白河市）

07. 酒どころ会津 地酒イベント（会津エリア）
08. 会津ころり三観音（会津エリア）

09-1. 鶴ヶ城天守閣リニューアルオープン（会津若松市）

09-2. 会津武家屋敷&会津藩松平家御廟 DC特別ご案内（会津若松市）
10. 相馬野馬追の里“鎧”を着て街に出よう！（南相馬市）
11. かしまの一本松（南相馬市）

12.「福が満開、福のしま。」フェスタ2015（福島市）
13. あだたらイルミネーション（二本松市）
14. 合戦場のしだれ桜（二本松市）

15. 高柴デコ屋敷・デコ散歩（郡山市）
16. あぶくま洞「竹取物語」
（田村市）
17. 蔵馬車が復活（喜多方市）

18. 野口英世記念館リニューアルオープン（猪苗代町）
19. 迎賓館と天鏡閣のガイドプラン（猪苗代町）

20. 史跡慧日寺跡「ともし火と仏教声楽の夕べ」
（磐梯町）
21. 塩屋埼灯台復旧と雲雀乃苑（いわき市）
22. 小原庄助のんびりプラン（県内全域）

ＤＣ特別企画は続々企画中。
詳しくは、
２月に全国ＪＲ主要駅に設置予定の
「ふくしま
デスティネーションキャンペーンガイドブック」
をチェック！

が開催

ふくしまDC三大周遊特別企画、その第一弾が早くも始動！
ふくしまＤＣ三大周遊特別企画として、「福が満開、福のしま。
プレゼント＆

クーポンキャンペーン2015」
が1月9日からスタートします。

県内1,033施設が参加、
「福が満開、福のしま。
パスポート」
に掲載の旅館・ホテ

ル、お店でポイントを集めると、抽選で宿泊券や県産品など豪華賞品が合計
1,269名様に当たります。
さらに、DC期間（4/1～6/30）
は賞品がもりだくさん。

また、
パスポートを提示すると割引などのお得なクーポン特典が受けられます。

お近くのJR主要駅、
SA・PA、
観光案内所等で
パスポートを入手して下さい。
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開催期間 1月9日㈮～12月31日㈭
詳しくはこちら 福が満開

プレゼント

http://fukucam.jp

東京国際フォーラムに福島の魅力大集合！
ふくしまの魅力と元気を発信する首都圏最大のイベン
ト、
「ふくしま大交流フェア」がいよいよ開催されます。
ステージでは、元プロマラソン選手の有森裕子さんと
福島県知事とのトークイベントを行うほか、復興のシンボ
ル「フラガール」によるフラダンスショーや、郡山高校合
唱部による合唱、伝統の祭りの実演など多彩なイベント
をお楽しみいただけます。
年に一度の「ふくしま大交流フェア」は、ふくしまの魅力
であふれています。ぜひ足をお運び下さい。

1月12日（月・祝）11：00～17：00

東京国際フォーラム展示ホール、地上広場

観光まちづくりワークショップ報告
小野町観光プログラムを作成中！

東白川地区の観光プログラムを作成中！

（まちづくり1200年実行委員会）

（東白川郡内商工会広域連携協議会）

高 校 生もメンバーに
含め、若い発想力を活か
しながら小 野町を楽し
んでいただける観 光プ
ログラムを全3回のワー
クショップを通じて作り
上げました。

県南 地域の東白川地
区4町村（塙町、矢祭町、
鮫 川村、棚倉町）が集ま
り、それぞれの魅力を繋
げる周遊プログラムを作
成するため、全4回のワー
クショップを行いました。

上記２つの完成したプログラムは、後に公開します！

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。
」で毎週発信中です！！ぜひご覧下さい。
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。

f 「ふくしまから はじめよう。」
福島県公式 Facebook

1月下旬まで

県内を珍道中！
毎回2品ずつご当地グルメを紹介！乞うご期待！
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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。

ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

お もて な し

趣ある茅葺き古民家で
奥会津の歴史を体感
南会津エリア

人

茅葺屋根の古民家が建ち並び、
タイムスリップしたかの様な
時の流れを感じることができます。
奥会津博物館
主事兼学芸員

奥会津博物館（南会津町）

渡部 竹美さん

奥会津博物館では、
奥会津地方で昔から使われてきた生活用具や

生産のための道具など約25,000点を収蔵し、
うち5,058点が国重要有
形民俗文化財に指定されています。
「山」
「
、川」
「
、道」
をテーマに、
会津

漆器の素地づくりをする木地師
（きじし）
の道具や、
農耕用具、
馬での運

輸手段であった仲付駑者
（なかづけどじゃ）
に関する用具など約3,000

点を展示。
山村の暮らしをより身近に感じていただけると思います。

また、
18世紀前半に建てられた旧田島町で最も古い旧猪股家住宅、

1奥会津の民具

2藍染め体験
5山王茶屋の囲炉裏

藍染体験ができる染屋など、
特色のある古民家を移築保存しており、
奥
会津地域の奥ゆかしい暮らしを垣間見ることができます。

敷地内にある山王茶屋は、
かつては峠の茶屋として使われていた家屋

を移築したもの。
現在は
「古民家れすとらん」
として使われています。
店内
に入ると囲炉裏が切ってあり、
古民家独特のなつかしい雰囲気に時間

3山王茶屋

がゆっくりと流れます。
お食事は地元産のそば粉を使った十割そばや、
郷土料理のしんごろうなど、
地元の食材をふんだんに使った料理が味わ

え、
田舎暮らしを体験できます。

昔の暮らしに触れる貴重な体験を通して、
子供達や多くの方々に奥会

津の素晴らしさを感じて頂ければと思います。
また、
南会津町は自然豊

かな地域であり、
秘湯やスキー場も多く、
美味しい地酒も魅力ですので、
是非一度足を運んでみて下さい。

場 南会津郡南会津町糸沢字西沢山3692-20
問 奥会津博物館 ☎ 0241-66-3077 ■
時 9：00～16：00
■
休館日：12月27日～1月4日、
12月～2月のみ月曜休館
（祝日の場合は翌日）
入館料：小・中学生100円 高校生200円 大人300円

奥会津博物館から
ちょっと
足を伸ばして！

前沢曲家集落
問 南会津町観光物産協会舘岩支部
☎ 0241-64-5611
時 4月～11月上旬まで
■

20～22歳全員、
県内平日ゲレンデの
リフト券が無料！
雪マジ！ふくしま

郷土料理の
しんごろう

1 館内の奥会津で使われてきた民具の数々。 2 5月～9月の期間、
移築
復元された約200年前の染屋で、当時から使用されている藍甕（あいが
め）
を使って、
絞り染め
（約2時間）
、
型染
（2日間）
が体験できる。
（要予約）
3 雪を冠った山王茶屋。 4 地元産そば粉100%の十割手打ちそば。
天
もりそば
（1,200円） 5 黒光りする柱と赤々と燃える囲炉裏の奥には、
会
津の天神様がずらり。

奥会津博物館から車で約40分のところに
前沢曲家集落があります。雪国特有の建築様
式「曲家」での生活が今も残る地域であり、L
字に曲がった住まいは、人が暮らす家と馬を
飼うための厩（うまや）を一つにした構造と
なっています。地区内には茅葺屋根の伝統的
家屋が10軒ほど建ち並び、2011年に国の重要
伝統的建造物群保存地区に指定されました。

会津高原南郷スキー場

最新の情報は

4天もりそば

☎ 0241-73-2111

多彩なアイテムが揃った
フリーパークは中・上級
者 エリアと は 別 に ビ ギ
ナー向けエリアがあり、
スノーボーダーに圧倒的
な人気。県内屈指のハー
フパイプも2本あります。
雪 よし メシよし 南 郷 ブ
ルーよし。

会津高原だいくらスキー場

☎ 0241-64-2121
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バラエティに富んだ 全11
コースとパウダースノーは、
初心者からベテランまで大
満足♪今シーズンのボード
パークは難易度を抑えて、
初～中級者向けへシフト！
遊びやすさ＆楽しさがます
ますup！だいくらゲレンデ
の38度の壁も健在です!

会津高原高畑スキー場
スキーヤーオンリー。緩斜
面から急斜面、フリーポー
ルバーン、コブ斜面やパウ
ダーを楽しめるオフビス
テから、カービングの決ま
るビシッっと締まったバー
ンまで、変化に富んだコー
スが自慢!日本一スキーの
☎ 0241-76-2231 上達にコダワリます!

四季を感じる癒しの宿

ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

南会津エリア

お もて な し

深沢温泉・季の郷 湯ら里（只見町）

人
大自然に囲まれた環境。

とき

さと ゆ

春には広い前庭を囲むように八重桜が咲き誇る。

り

季の郷 湯ら里
営業課長

眼下には伊南川が流れ、

目黒 秀成さん

近くにブナ林もあり気軽に散策できる。

豊かな自然に抱かれた当ホテルは、和室・洋

室のお部屋からレストラン、会議室、コンベン
ションホールを完備した温泉宿泊施設として平
成8年4月にオープンしました。

伊南川沿いののどかな田園を眺める高台に位

置し、周辺には散策コースもございます。露天風

1 季の湯 露天風呂

2 深沢温泉 むら湯

3 大会議室 ゆきつばき

4 和膳 会席料理

5 六十里越雪わり街道

6 山神杉ブナ林

呂は四季の風景や満天の星空を眺めることがで

き、ご宿泊の方は隣接の日帰り温泉施設「むら

湯」の源泉かけ流しのお風呂を無料で利用する

ことも可能です。また、料理は、地元の旬の食材
を使い地域伝統の味を盛り込んだ和膳会席をご
用意。
奥会津ならではの大自然をゆったりと五感

で感じていただけるくつろぎの宿です。

冬はスノーモービルやかんじき体験、春から

秋は近くのブナ林をスタッフがご案内します。ま
た夏には星空観察会も開催しております。あわ

1 雪見風呂は豪雪地帯ならではの醍醐味。 2 隣接の日帰り温泉「むら湯」は源泉かけ流し。
3 300名収容のコンベンションホール。 4 川魚、山菜など地元食材をふんだんに使った和膳会席。
5 六十里越雪わり街道（国道252号線）
は残雪とブナの新緑を一望できるドライブルート。
6 地元ガイドと登る浅草岳山麓山神杉のブナ林ツアー（今年は6月第4日曜の山開き前からのツアー開
始を検討中。問 只見町観光まちづくり協会 ☎ 0241-82-5250）他にも「恵みの森」
「癒しの森」など町内
にはトレッキングに最適なブナの森が点在。

せて只見町は、昨年、ユネスコエコパークにも

只見

登録され、自然や伝統的な生活文化などの学び
の場としても最適です。

カタクリなどの花が一斉に咲き誇り、山は鮮や

毎年、大迫力の雪像で人気の雪まつり。今回、メイン会場の
只見駅前広場には、なんと東京駅舎の大雪像が姿を現しま
す。会場では、ステージショーの他、伝統芸能や雪中神輿など
のイベントを開催。味自慢の店が並ぶゆきんこ市では、郷土の
味を堪能できます。また、花火大会では、雪まつり史上最大級
の「自然首都･只見 歓迎花火」が夜空に打ち上がります。

かなブナの新緑と残雪のコントラストに包まれ
ます。今年のDCは、ぜひ只見町へ百花繚乱の
季節を感じにいらっしゃって下さい。
問 深沢温泉・季の郷 湯ら里
☎ 0241-84-2888
場 南会津郡只見町大字長浜字上平50
■

場 南会津郡只見町 JR只見駅前広場
■
問 只見ふるさとの雪まつり実行委員会
（只見町役場観光商工課）☎ 0241-82-5240

只見スキー場

会津高原たかつえスキー場

大自然の小さなスキー場
の一押しは雪国体験。ス
ノーシュー散策や雪中宝
ひろい（元旦）などの遊び
がいっぱいです。レスト
ランでは、只見 産のトマ
トを使ったトマトラーメ
ンが大人気です。

20～22歳全員、
県内平日ゲレンデの
リフト券が無料！
雪マジ！ふくしま

15日

ふるさとの雪まつり

奥会津の春は、遅い雪解けとともに、梅や桜、

最新の情報は

2/ 14土

☎ 0241-82-2304

尾瀬檜枝岐温泉スキー場

パウダースノーを全長５㎞
のダウンヒルで楽しめる。
山頂の眺望は、絶景。
ボードパークは、難易度
をSWEE T ! にした「イー
ジーライド×エンジョイ
パーク」。
☎ 0241-78-2220
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さらさら の パ ウ ダース
ノーを楽しめる北向きゲ
レンデ。
センターハウス前にプー
ルや温泉施設がある。上
級者ゲレンデは深雪を楽
しめる。
☎ 0241-75-2351

1
1/24

南会津町

1/14

制作期間 2 ヵ月半。
大俵を丈夫で綺麗に仕上げる
ために丁寧な作業を心がけています。
ぜひ坂下初市にお越し下さい。

南会津町

大俵づくり歴 年の名人
遠藤 重夫さん

南会津町ならではの雪の恒例イベント「南会
津雪かんじきウォーク」が今年も開催。
特設3㎞コースをかんじきやスノーシューを
用いて歩きます。ソリ乗りやスノーモービル体
験、雪だるま記念撮影、雪踏み体験、南会津に
古くから伝わる伝統文化の歳の神、団子さし、
福豆まきなどイベントも盛りだくさんです。

2/11

奇祭 坂下初市大俵引き

南会津 雪かんじきウォーク

南会津の雪を思いっきり
楽しんでほしいだべぇ！
福豆まき、
歳の神などの
伝統文化も
体験できるべぇ。

南会津町観光大使
んだべぇ

会津坂下町

40

極寒の中、下帯姿の男衆が東西に
分かれ、長さ4ⅿ、高さ2.5ｍ、重さ5ｔ
の大俵を引き合います。東方が勝つ
とその年の米の値段が上がり、西方
が勝つと豊作になると言われていま
す。また、引き子になると一年間無病
息災になると言われ、全国からたくさ
んの引き子が集まります。
同日「福豆俵まき」が行われ、拾う
ことが出来た人には一年間福を授か
ると言われています。また、初市では
起上り小法師や風車などの縁起物も
販売されます。

時 9：00～15：30
場 会津山村道場・奥会津博物館周辺 ■
■
問 南会津町観光物産協会 ☎ 0241-62-3000

南会津 スポーツ雪合戦

日本雪合戦連盟競技規則・審判規則
に基づき実施される、寒い冬に熱くな
れるチーム対抗スポーツ雪合戦です。
1チーム7名で3分間に90球の雪玉を投
げ合い、トーナメント戦で優勝チーム
を決定します。今年の冬はグループや
ご家族で「スポーツ雪合戦」に挑戦して
みてはいかがでしょうか。

場 会津坂下町役場前 ■
時 13：00～16：00
■
問（一社）会津坂下町観光物産協会 ☎ 0242-83-2111

1/18～3/31

時 9：00～15：30
場 びわのかげ野球場特設会場 ■
■
問 南会津町観光物産協会 ☎ 0241-62-3000

申し込み
方法

南会津町観光物産協会HPより申込用紙をダウンロードし、FAXいただくか
お電話でお申込み下さい。http://www.aizu-concierge.com/upload/spot/U1053/ﬁle/2014tks_sf_image31.pdf

雪かんじきウォーク
（1/19〆切） スポーツ雪合戦（2/5〆切）

1/18～5/31

相馬市

いちご狩り開始

和田観光いちご園では、章姫、さち
のか、とちおとめ、ふくはる香、紅ほっ
ぺ、アスカルビーと全部で6種類のい
ちごを暖かいハウスで栽培しており、
30分間食べ放題でいちご狩りを楽し
むことができます。
また、朝摘みのいちごも販売してお
りますので、お土産におすすめです。
なお、前日までに予約すると、手ぶ
らでバーベキューもできます。お肉・
魚介類・新鮮野菜などの食材は、お客
様のお好みに合わせて柔軟に対応い
たします。
時 10：00～16：00
場 和田観光いちご園 ■
■
問 和田観光苺組合 ☎ 0244-36-5535
HP：http://blog.wadakanko-ichigo.jp/

※写真は昨年のメニューです。
相馬市

松川浦復興チャレンジグルメ【冬】開始

松川浦の観光再生のため企画され、松川浦観光振興グループの各店
舗で旬の魚介類を使った海鮮料理を味わうことができます。冬の復興
チャレンジグルメは、
カニやあんこうがメインの食材でカニ鍋、
カニ飯、
あ
んこう鍋等、体の芯から温まる料理を堪能していただけます。
メニューはそれぞれの店舗で趣向を凝らしたものを提供いたしますの
で、食べ比べもおすすめです。
また、期間中はスタンプラリーを実施して
おり、3店舗で復興チャレンジグルメを食べてスタンプを集めると豪華景
品が当たります。
問 松川浦観光振興グループ ☎ 0244-38-8808
HP：http://matsukawaura.com/
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相馬市観光協会

☎ 0244-35-3300

1/10

いわき市

1/31～2/2

金刀比羅神社例大祭 初こんぴら

いわき市

日本三大金毘羅宮のひとつであり、地元民か
らは”こんぴら様”として親しまれている常磐関
船町の金刀比羅神社で、1月10日（土）に例大祭
が行われます。金刀比羅神社は、海上交通の守
り神であると共に、家内安全や商売繁盛、交通
安全の神として親しまれています。
祭り当日は境内で大小様々ないわきだるま
が並ぶほか、色鮮やかな宝船・熊手も売られて
います。またJR湯本駅前あたりから金刀比羅
神社まで、400軒前後の露店が軒を連ねます。
場

2/8

いわき市

金刀比羅神社

問 金刀比羅神社

つるし雛飾り祭り

中之作川岸 地区で、通りの軒 先や築
200年を超える旧家清航館などに、
色とり
どりのつるし雛や大正時代のひな人形が
展示されます。
地域の賑わいを取り戻そうと始まった
このお祭りは平成16年から開催されてお
り、
今年で11回目。
一針ひとはり、
丁寧に作
られた野菜や果物、
動物などの縁起物の
人形がつるし雛になり飾られます。

☎ 0246-43-1001

場

第６回 いわきサンシャインマラソン

清航館

問 ままや

☎ 0246-55-6280

駆け抜けよう！フラガールのふるさとを。をテーマに全種目合計1万人のラ
ンナーがフラガールのふるさといわきを駆け抜けます。
スペシャルサポーターには第1回目からサンシャインマラソンに参加してい
ただいている増田明美さん。折り返し地点では地元の方々によるブラスバン
ドやお囃子の演奏、地元産品の食材を振る舞う「特産物エイド」などランナー
を応援します。

2月8日（日）開催の
「第6回いわきサンシャインマラソン」が、
1万人のランナーを迎え、
間もなくスタートします。
スペシャルサポーター
増田明美さん

ゲストランナー
エリック・ワイナイナさん
場 スタート：いわき陸上競技場 ゴール：アクアマリンパーク 問 いわきサンシャインマラソン実行委員会
■

2/7・8

西会津町

☎ 0246-22-7607

第25回 西会津雪国まつり

毎年恒例の西会津雪国まつりは今回第25回を記念して2日間に渡り開催。
7日は「火と光の祭典」として、夕方から手づくりキャンドルを灯すキャンド
ルナイトや会津の伝統行事・歳ノ神、そして雪上花火大会が行われます。
8日は、恒例の桐ゲタ飛ばし全国大会をはじめ、雪上ウルトラクイズ、雪上カ
ルタ大会（新規）、スノーモービル乗車体験など雪国ならではの楽しいイベン
トが盛り沢山。西会津味噌ラーメンや手打ちそばなどグルメコーナーも充実
しています。ぜひ遊びに来てください！
場 さゆり公園
■
問 西会津町ふるさと振興推進委員会（西会津町商工観光課内） ☎ 0241-45-2213

イベント
トレイン

風っこストーブ磐越東線号

郡山からいわきまで、
移り変わる風景を
ストーブ列車で楽しめます。

運転日

風っこ車両のみ指定席
【3両編成】
（風っこ2両＋みのり1両※）

※「リゾートみのり」車両はフリースペースです。
ご利用には「風っこストーブ磐越東線号」の指定席券が必要です。

1/31土,2/1日

8：55発

9：14発

9：37発

18：12着

17：59発

17：37発

郡山

※窓枠を付けて運転します。

三春

船引

10：17発

10：59着

17：12発

16：16発

小野新町

いわき

駅からハイキング＆ウォーキングイベント
イ ベ ン ト

東北応援コース
1月12日(祝・月)

喜多方の冬 伝統行事
「小荒井初市」
めぐりと
齋藤清の
「版画の風景」
を見に行く

400年以上もの永き伝統・歴史を持つ初市は、無病息災・五穀豊穣・商売繁盛
を願い開かれています。齋藤清の版画のモデルとなった雪景色を訪ね、思い
をはせる散策をお楽しみください。

【受付場所】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㎞

お申し込みは 駅からハイキング

1月17日(土)

喜多方の冬 伝統行事
「小田付初市」
と
交響曲が流れる酒蔵、醸造のまちめぐり

蔵のまち喜多方は「小荒井」と「小田付」の定期市から在郷町の様相を呈して
きました。その歴史を年頭に残した現在の初市は、無病息災・五穀豊穣・商売
繁盛を願い開かれています。酒蔵・味噌醤油醸造蔵・麹蔵などが並ぶ「おだづ
き蔵通り」
の歴史探訪です。

【受付場所】
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㎞

検索
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https://www.jreast.co.jp/hiking/

