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ふくしまDC開催まで2ヶ月！今月のキビタン観光通信は、ＤＣ特
別企画「相馬野馬追の甲冑体験」や相馬市松川浦の観光再生のため
に実施している「松川浦復興チャレンジグルメ」の第8弾をご紹介。
DC情報では、DC開催に向けて実施した「ふくしまDC共同記者
会見」の様子を取り上げています。4月に向けて、都内でのイベントや
総合ガイドブック・ポスターの完成など、着々と準備が進んでいます。
2月の旬情報も雪まつりなど盛りだくさんです。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。

2015年4月1日～6月30日

」

DC 開催まで、あと 2 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共同記者会見 2/2㈪
4月1日から開催するふくしまDCに先立ち、福島県知事、東

日本旅客鉄道株式会社執行役員仙台支社長及び執行役員水
戸支社長の3者による共同記者会見を行いました。

共同記者会見は、福が満開ふくしま隊の演舞によるオープニ

ングから始まり、福島県やＪＲ東日本がふくしまDCに向けて実

施している取り組み、DC期間中に行う取り組みについて、県知

事、仙台支社長、水戸支社長からそれぞれ発表しました。また、
福島県からは、広報宣伝の核となる「5連ポスター」や「総合ガイ
ドブック」を、JR東日本からは、
「大人の休日倶楽部CM及びポ
スター」を初お披露目しました。

当日は多くの記者の方にお越しいただき、ふくしまＤＣの開

催をメディアの皆様の力をお借りして、広くPRする機会となり
ました。

ふくしまＤＣ直前
首都圏観光キャラバン

ふくしまDC総合ガイドブックが完成！
ふくしまDCの魅力を一冊に詰め込んだガイドブック

2/5㈭～6㈮

ふくしまDCの開催を首都圏に印象づけるため、首都圏ＪＲ主要

が完成しました。メインテーマである「花」
「食」
「温泉」の

駅において、福島県の観光ＰＲを行います。当日は、JR・県内観光

情報はもちろんのこと、歴史・文化・自然など、県内各地

関係者が観光パンフレットやノベルティを各駅で配布します。

から提案された約3,000の観光素材から、特におすすめ

の600素材を掲載。発行部数は、120万部を予定してお

実施駅

り、ふくしまDCのメイン販促物として、2月下旬～3月上

上野、柏、北千住、千葉、船橋、
八王子、立川、秋葉原、錦糸町、新橋、
町田、横浜、川崎、池袋、高崎、浦和、
大宮、恵比寿、品川、有楽町、東京、
新宿、渋谷、吉祥寺、中野

旬にかけて、全国のJR駅をはじめ、県内外の観光施設な
ど1,000箇所以上に設置いたします。

こんな楽しみ方も！

このガイドブックは、
スマホアプリ
「junaio（ジュナイオ）」に対応！
アプリを起動してガイドブック内の
「scan」マークをカメラでかざすと…

福が満開、福のしま。フェア
2/7㈯～8㈰
開催します！
DC開催を目前に、有楽町駅前

広場において観光ＰＲイベントを
開催。ステージイベントや、県内の

特産品などを試食や購入もできま
す。また、抽選でびゅう商品券2万

ガイドブックから
人物が飛び出し
観光PRを行います！

円分等の豪華賞品が当たるスタン
プラリーも実施！

ホームページからも閲覧可能

開 催 2/7㈯ 11:00～17:00
2/8㈰ 10:30～16:00

ふくしまDC公式ホームページから、電子ブックで閲覧できます。
詳しくは、http://dc-fukushima.jp/yakudati/download.html

有楽町駅前広場（JR有楽町駅中央口出てすぐ）
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福が満開おもてなし隊が、DC開幕版としてパワーアップ
プレDCから実施している
「福が満開おもてなし隊」
がDC本番に合わせてパワー

アップ。
基本的な活動は
「笑顔でお出迎えをします」
「思い出の写真撮影をお手伝い

します」
など、
参加者独自のおもてなしを登録申込書で宣言し、
共通のおもてなし缶
バッジをつけておもてなし活動を実践します。

福が満開おもてなし隊

参加者募集中

DC

開幕版

今月からは、
「ＤＣ開幕版」
となり、
観光客の手助けとなる６つの共通したおもてなし

を実践する
「６つのどうぞ運動」
と、
小中高校生を対象とした
「おもてなし隊Ｕ－１８

（アンダーエイティーン）
」
を新規で募集。
「６つのどうぞ」
運動を実施していただける団

体様には、
６つのどうぞサインを配布しますので入り口や見える場所にどんどん掲出

してください。
詳しくは、
特設Ｗｅｂサイトをご覧下さい。

登録申込書のダウンロード・Webからのお申込みはこちら▶

福が満開おもてなし隊

ふくしまならではのおもてなし

おもてなし研修会参加者募集！
！
ふくしまDCに向けておもてなし力を磨こう！

地区

対象者

県北 交通事業関係者
県中

一般観光事業関係者
交通事業関係者

交通事業関係者

光地の「おもてなし力」にさらに磨きをかけるため、
「おもてなし研修会」を開

催します。福島の良さを伝える方法やお客様をお迎えするための心づかいな
ど、おもてなしの仕方を学びましょう。
皆様ふるってご参加ください。

詳しくはホームページをご覧下さい。
▶ 福島県おもてなし研修会

会

場

2月09日
（月） 郡山市労働福祉会館（大ホール）
2月10日
（火） 郡山市労働福祉会館（中ホール）

旅館・ホテル事業関係者 2月04日
（水）

県南 一般観光事業関係者

ふくしまDCのテーマである日本一の観光地づくりを目指して、福島県観

日時

2月25日
（水） パルセいいざか（第2会議室）

一般観光事業関係者

会津 交通事業関係者

一般観光事業関係者

南会津
相双
いわき

一般観光事業関係者
交通事業関係者

2月16日
（月） 白河市立図書館（中会議室3）
2月17日
（火）
2月18日
（水）
2月19日
（木）
2月23日
（月）

2月24日
（火）

旅館・ホテル事業関係者 2月12日
（木）
一般観光事業関係者

2月13日
（金）

交通事業関係者

2月27日
（金）

一般観光事業関係者

会津大学（大講義室）

2月20日
（金） 会津大学（中講義室M1）

2月26日
（木）

中央公民館（多目的ホール）
［南会津町］
労働福祉会館（第1会議室）
［南相馬市］
いわき市労働福祉会館（大会議室1）

西会津町・おもてなしセミナーを開催しました！ 1/21㈬
町内の観光関係者や商店主、
一般町民などを対象に
「おもてなしセミ

ナー」
を開催し、
約40人が参加しました。

講師には、全国で延べ1,200回の講演・セミナー開催実績を持ち
「誰

もが笑顔になる魔法のセミナー」
として評判の、
㈱さくらコミュニケーショ

ンズ代表取締役 古川智子氏をお迎えしました。

セミナーは講演だけでなく、
2人1組でのおもてなしの実演も交えた内

容で、
参加者は恥ずかしがりながらも楽しんで参加し、
おもてなしの重要性について学びました。

今後
「おもてなし」
に対する意識を持続させ、
地域全体でおもてなしをするという連帯意識の向上を目的に、

セミナー参加者全員に
「おもてなしエキスパート証」
が授与されました。

▲おもてなしセミナーの様子
（道の駅にしあいづにて）

写真で魅せる！大人気SNS Instagram # ふくしまなかなか

福が満開、福のしま。プレゼント＆クーポン
キャンペーン抽選会終了 1/29㈭

「ふくしま、なかなか。」はじめました！

ふくしまプレDCの特別企画「福が満
開、福のしま。プレゼント＆クーポンキャ
ンペーン」の第3回抽選会が終了。
「JRびゅ
う商品券10万円」など豪華賞品が323名
様に当選しました！
プレゼント＆クーポンキャンペーンは終

福島県の“中”通り、
県“中”地域の観光情報を、
より身近に皆
さんにお届けする
「ふくしま、
なかなか。
」
が誕生しました。
他の地
域にはない、
県中地域だけの“なかなかイイ魅力”を発信してい
ます!! 現 在 、ふくしまど 真 ん中！元 気プロジェクトでは 、
InstagramなどのSNSを活用し、
「#（ハッシュタグ）ふくしまなかな
か」
を付けて、
県中地域の観光スポットや食、
イベントなどを発
随時更新中!!
信しています。
皆さんも県中地域の“なかなかイイ魅力”に
出会った時には、
「#ふくしまなかなか」を付けて、
一緒に発信していきましょう！
！
▲おもてなし女子駅弁

了しましたが、DC開催に先駆けパワーアップして「福が満開、
福のしま。プレゼント＆クーポンキャンペーン2015」を1月9
日（金）から開催中です。スマートフォンアプリの「ふくしま旅
アプリ」からも参加できますので、是非皆様御参加下さい。

問 ふくしまど真ん中！元気プロジェクト事務局（県中地方振興局企画商工部内） ☎ 024-935-1323
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01220a/fukushima-nakanaka.html

2015版パワーアップして開催中！
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ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

ＤＣ特別企画 SAMURAIコスチューム体験

相馬野馬追の里
“鎧”を着て街に出よう！
相双エリア

足軽に変
身！
分で
0
2

ふくしまＤＣ期間中、
手軽な料金で鎧
を着ることができます。
銘醸館を運営する南相馬観光協会の
佐藤加奈さんにお話を伺いました。

人

野馬追通り

ステップ

佐藤 加奈 さん

壱

まずは着物に
着替えて
…

銘醸館

南相馬観光協会

野馬追通り銘醸館は、
江戸時代後期の旧松本銘醸の酒蔵や住

展のほか、
ギャラリー、
地元食材を使用したレストランを備え、
市民

の憩いの場として利用されています。
また、
毎年7月に開催される
内や物販も行っております。

ふくしまＤＣ期間中には、
一千年以上の伝統を持つ相馬野馬追

甲冑の着付け体験キャンペーンを実施いたします。
通常2,000円

弐

変身できます。
その姿で銘醸館の歴史的建造物を背景に記念撮

わらじを履くのは
ちょっと難しい…

のところを期間中なんと特別料金500円、
約20分で足軽の鎧姿に
影するもよし、
街歩きもするもよし。
また、
勇ましい騎馬武者の雰囲

着付けします！

討中です。
ＤＣ期間中の4月には相馬野馬追振興・春季競馬大会
！
びしっ

も開かれます。
ぜひこの機会に野馬追の里・南相馬に足をお運び
下さいますようお願いいたします。

一番蔵にて「銘醸館ひな
まつり」を開催中。貴重
な明治時代のひな人形
や つ るし 飾りタペ スト
リーを展示。
8日日まで は 販 売 コー
ナーも開設。
9～16時。入場無料。

野馬追の里
キャンペーンスタッフ
新妻裕美さん

参

いざ
出
陣
！

2/22
（日）
まで好評開催中！
決まった …
。

南相馬、
相双の魅力を
頑張って
PRしています！

ステップ

胴、
袖、
鉢巻、
腹
陣笠をつけ帯、
て

気を味わえる、
鎧を着ての乗馬体験や、
街歩きマップの作製も検

だんだん
それらしい？

ステップ

の里ならではの特別企画として、
「鎧を着て街に出よう！」
と題し、

私が親切丁寧に

籠手、 す
脛当、
つけま
わらじを

野馬追行列のコースに面した洋館では、
「まちの駅」
として観光案

どきどき …
。

居を再生し平成18年にオープンしました。
相馬野馬追などの常設

銘醸館スタッフ
平賀達朗さん

お もて な し

野馬追通り 銘醸館（南相馬市）

期間中無休

問 野馬追通り 銘醸館 ☎ 0244-26-8040
場 南相馬市原町区本町2-52
■

4

予

約

１週間前までに銘醸館までお申込み下さい。

料

金

DC期間特別料金 500円（甲冑着付け料金：大人・子ども同一）

営業時間

9：00～17：00（着付け所要時間は約20分、最終受付時間は15:00）

ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

松川浦の復興を目指して
相双エリア

松川浦復興チャレンジグルメ（相馬市）

松川浦の復興はグルメから！

復興チャレンジグルメ

目標は全て地元の食材！
お もて な し

人

相馬市松川浦観光振興グループ
代表

小野 芳征さん

各店舗で『カニ』をテーマにしたオリジナルメニューが味わえます。

（お食事処 たこ八）

震災後、松川浦の観光再生のために「相馬市松川浦

観光振興グループ」を立ち上げました。

活動の一つとして当初は地元の食材を使って新商

1

2

3

4

5

6

7

8

品の開発を試みましたが、原発事故以降は地元の食

材が使えない状況が続き断念。そんな中、県外の食材

を使ってでも外部に「松川浦に行けば海の幸が食べ
られる」ことを発信していこうと、2012年4月に「松川

浦復興チャレンジ料理事業」がスタートしました。第1
弾はすべて県外産の食材での提供でしたが、松川浦

での試験操業が始まり、タコや小女子など少しずつ地
元 産の 食 材 が 使 えるようになり 、お 客さんからも

「やっぱり地元の海産物は美味しい」と言っていただ
き嬉しく思いました。

しかし、現在の試験操業の水揚げは年間を通して

も以前の1/4程度と、安定した食材が入手できませ

ん。そこでメニューには震災前に松川浦で水揚げされ
ていた食材を使うことで、漁業を再開した際に地元産
にいつでも切替できるようにしています。

1月18日からは、松川浦復興チャレンジグルメ第8弾

「冬の食彩祭in松川浦」
（～3/31）が始まり、テーマは

「カニ」。震災前は、松川浦では冬の名物として松葉ガ
ニを使った料理を各店舗で提供する「松葉カーニバ
ル」というイベントを10年程やっており、関東圏にも知

られていました。地元でも1月～3月はカニというイ
メージが強く、あの時の賑わいを取り戻したいとの思
いも今回のテーマに込められています。

今後の目標は、やはりお膳の中全てが地元の食材

で埋まること。それまでは復興チャレンジグルメを頑
張って続けていきたいと思います。

1 お食事処 たこ八
3 亀屋旅館

☎ 0244-38-8153

5 お食事処 旭亭
7 斎春商店

時 11：00～14：00
■
時 11：00～15：30
■

☎ 0244-38-8126

☎ 0244-38-8108

時 11：00～14：00
■

時 11：00～14：00
■

☎ 0244-38-7327

6 手づくりの湯 栄荘

時 昼…11：00～15：00／夜…17：00～21：00
■

☎ 0244-38-7171

4 民宿 扇や ☎ 090-1057-7950

時 11：30～20：00
■

時 11：00～14：00
■

8 ホテルみなとや ☎ 0244-38-8115

時 11：30～14：00
■

異なるお店のスタンプを3軒分集めると、
毎月（1月～3月）10名様に
2,000円分のお食事券をプレゼント！
第8弾 期間：1月18日～3月31日

問 相馬市松川浦観光振興グループ ☎ 0244-38-8808

わり
こだ 材
の食

☎ 0244-38-8808

2 ホテル喜楽荘 お食事処 壱㐂

たこ八のカニ飯定食
カニみそを絡めたごはんの上には、ほぐしたカニの身がふんだんにのっている。メヒカリの唐揚げ、タコの
刺身、小女子の小鉢は地元で水揚げされた食材を使用。大きなあさりの入った味噌汁も付いたボリューム満
点のメニュー。
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2/13・14

第16回 会津絵ろうそくまつり～ゆきほたる～

会津若松市

会津の伝統的工芸品の1つであ
る、
「 会津絵ろうそく」。1本1本に
職人技が感じられる会津絵ろうそ
くを皆さんに知って頂こうと、この
まつりを開催しています。鶴ヶ城
や御薬園をはじめ市内各所にて
「約10,000本の蝋燭のあかりに照
らされて雪景色に浮かぶ会 津 幻
影」をお楽しみください。

今年で16回目を迎えます
会津絵ろうそくまつり。
皆様のご来場を
お待ちしております。

2/6

郡山市

ウィンターフェスタ IN KORIYAMA 2015
第19回 新酒まつり

会津絵ろうそくまつり実行委員会
実行委員長 中川 健一さん

2/7・8

郡山の冬の定番「新酒ま
つり」が開催されます。
郡山6蔵元のしぼりたて
の新酒や特選素材の創作
料理など、郡山の冬の味覚
を存分に楽しめますので、
是非お越しください。

※ 前売券は無くなり次第、販売終了となりますので、お早めにお求めください。

2/15

場 郡山ビューホテルアネックス ■
時 18：30～20：00
■
問 ウィンターフェスタ IN KORIYAMA 2015実行委員会事務局
（郡山商工会議所 開発観光課内）
☎ 024-921-2610（8：30～17：00）

福島市

柳津町

第35回会津やないづ冬まつり

場 道の駅会津柳津・やないづふれあい館
■
時 7日…10：00～20：00／8日…10：00～15：00
■
問 会津やないづ冬まつり実行委員会（柳津町地域振興課
観光商工班内） ☎ 0241-42-2114

チケット情報 前売券…3,000円 当日券…3,500円

2/10・11

場 鶴ヶ城、
■
御薬園、市内各所
問 会津まつり協会
☎ 0242-23-4141
http://www.aizukanko.com/event/83/

金山町

第37回 会津かねやま雪まつり
今年で37回目を迎える金山町冬の
一大イベント。ステージショーや雪上
ゲーム大会、大抽選会、民芸品展示即
売会に加え、奥会津自慢の特産品や
それらを使った郷土料理を堪能でき
る味自慢大会が同時開催されます。

信夫三山暁まいり
福島市のシンボル信夫山に
鎮 座する羽黒神社の例祭で、
長さ12m、幅1.4m、重さ2tの日
本一の大わらじを約100人で担
ぎ上げ、福島駅前など市内目抜
き通りを練り歩いた後、信夫山
の羽黒神社へ奉納します。
境内や参道では、縁起物の
マサル・だるま・金のわらじ付
き破魔矢や干支にちなんだ絵
馬・ゆず飴 等の露店が軒を並
べ、夜半から翌朝にかけて多く
の参拝者が訪れます。

場 町民体育館周辺
時 9：00～15：00
■
■
問 金山町役場産業課 ☎ 0241-54-5327

2/7・8

西会津町

第25回 西会津雪国まつり

雪上花火大会やゲタ飛ばし大会など楽しいイベントが盛り沢山です。

問 西会津町ふるさと振興推進委員会 ☎ 0241-45-2213

2/14・15

只見町

第43回 只見ふるさとの雪まつり

毎年大迫力の雪像で人気の雪まつり。夜空の花火大会は見応え抜群。

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

2/25

会津美里町

場 福島市信夫山
時 大わらじ奉納 2/10…15：00／第3回暁まいり福男福女競争 2/10…20：00
■
■
問 福島市観光コンベンション協会 ☎ 024-531-6432

2/15

場 清龍寺文殊堂
■
問 会津美里町観光協会
☎ 0242-56-4882

2/21～3/3
相馬市

今年で35回目を迎える
「会津やない
づ冬まつり」
。
歳の神や鳥追いなど冬の
伝統行事の再現や、
豪華賞品が当たる
節分豆まき抽選会、
ご当地アイドルのス
テージなど楽しいイベントが盛りだくさ
んです。
また、
地元の郷土料理などを扱う模
擬店や、
地場産品の展示即売なども充
実しています。

「千客万来館」落成式

いわき市

文殊大祭

学問の仏様・文殊菩薩を祀る清龍
寺の祭日です。
「筆の文殊」としても知
られており、
県内外からの合格祈願は
もちろん、学業成就・技芸上達を願う
大勢の人の列が続きます。
門前にはたくさんの露店が並び、夜
まで活気があります。

アクアマリンふくしま「つるし雛展」

いわき市中之作にあるパッチワークちりめん細工教室の「ままや」さんの
協力で行われる展示イベント。アクアマリンふくしまで展示している生き物
が盛り込まれた、つるし雛が展示されます。

相馬市の新たな観光交流拠点として平成27年2月15日に千客万来
館がオープンします。主に観光資源や宿泊施設の情報提供、千客万
来館のスタッフによる視察案内を行い、全国からの誘客を進めていき
ます。また、公民館としての役割も担っているので、市民の交流の場と
しても利用していただけます。
落成式終了後には、相馬産の食材を使 用した特製シーフードカ
レーが無料で振る舞われますのでぜひご賞味ください。なお、セレモ
ニーの一環として、同日午後1時より相馬市民会館で「平成26年度国
土政策フォーラム」を開催します。

場 アクアマリンふくしま 問 アクアマリンふくしま ☎ 0246-73-2525
■

いわき市

いちご狩り情報

各いちご園でいちご狩りを楽しむことができま
す。詳細はお問い合わせ下さい。
・アグリパーク観光いちご園 ☎ 0246-68-7203
～6月上旬
・大野観光いちご園 ☎ 0246-33-3434
～6月上旬
・田人観光いちご園 ☎ 0246-69-2448
～6月下旬

場 千客万来館・相馬市民会館
時 11：30～
■
（国土政策フォーラム会場） ■
問 相馬市商工観光課 ☎ 0244-37-2155
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いわきエリア

いわき太平洋・島サミット2015歓迎イベント

2/11

にぎやかな
催しが
大集結！

3/22

サミット記念
凧揚げ大会

3月中

（予定）

クイズ
スタンプラリー

開催 2 ヶ月前
イベント

平成27年5月22日､23日に開催される
「いわき太平洋・島サミット2015」
の歓迎・機運醸成イベントとして、
記念凧揚げ大会や、
太平洋の島国食材を使用したお菓子コンテスト、
島国の物産展などを実施します。
場 いわき太平洋・島サミット2015の会場となる常磐地区
■
問 いわき市商工観光部 観光交流課 交流推進室 ☎ 0246-22-1279

いわき市

▲島サミットロゴマーク
キビタン（福島県）とミュウ（いわき市）
がイメージキャラクターになっている。

スパリゾートハワイアンズ50周年企画

フラガ ー ル フィギュア 発 売 中！
映画『フラガール』や東日本大震災後の「フラガール全国
きずなキャラバン」などを通して全国的にも知られるスパ
リゾートハワイアンズのフラガール（正式名称：スパリゾー
トハワイアンズ・ダンシングチーム）を、創業50周年を機に
フィギュア化し、2,000個限定で発売します。
フラガールのフィギュア化は、創業以来初めての試みで
す。右手を上に上げ、その手に視線を注ぐ特徴的なポージ
ングは、ポリネシアンショーのクライマックスのフラの演目
「フラガール ～虹を～」の曲中、"大地に光を"という歌詞に
あわせた動きです。このポーズには、東日本大震災からの
復興への願いが込められています。フィギュアの衣装は、フ
ラガールのソロダンサーの衣装と同じデザインです。

オリジナ ル キャラクター「 C o C oネェさん 」登 場！
1966年、常磐ハワイアンセンターに植えるために、ハワイから運ばれて
きたヤシの木の種が、一つだけ、植えられずに保存されていた。その種か
ら生まれたヤシの木の妖精が、CoCoネェさんです。

ココヨ、
ココ

いきいきとした
表情に注目！
フラガールフィギュア

問 スパリゾートハワイアンズ ☎ 0246-43-3191
め

ひなを 愛 でる旅

うららかな春の訪れを感じてみませんか？

ぐるっと会津の
ひなめぐりスタンプラリー

～3/3まで 会津地方6地区の会場で開催します。
【対象地域】会津若松市、猪苗代町、会津坂下町、会津美里町、湯川村、喜多方市

問 まちづくり猪苗代
☎ 0242-85-7412

第11回すかがわ商店街
雛(ひゝな)の笑顔に会える
まち
（須賀川市）

2/18~3/3まで 展示店のスタンプを集めて商品券が当たる
スタンプラリーを実施するほか、雛まつりに因んだ俳句を募集します。
【場所】
中心市街地商店街

問 須賀川商工会議所雛（ひゝな）の
笑顔に会えるまち実行委員会
☎ 0248-76-2124

2/21～3/8まで 小、
中学生の作品展示、
つるし雛作り体験や
ミニコンサート、
フォトコンテストを開催します。
【場所】飯野町商店街通り・福島市飯野学習センター

問 飯野つるし雛まつり実行委員会
☎ 080-2830-6013

第８回飯野つるし雛まつり
（福島市飯野町）

▲ひなめぐりマップ

福島県 商業まちづくり課
ひなめぐりマップ

その他県内地域でイベントが開催されます。詳しくは⇒ http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/99891.pdf

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

2月11日（水・祝） 白河観光物産協会

イ ベ ン ト

東北応援コース

小さな旅

だるま市マップと街歩きマップを見ながら白河を散策します。
「だるま市」
では市内目抜き通り1.5kmに約700軒もの露店が並びます。
【集合】白河駅【所要時間】約4時間【歩行距離】約4～5㎞

喜多方は全国でも屈指の蕎麦どころ、食材を地元産にこだわった8団体のそばの競
演です。普段見ることのできない製品の展示や特産品の販売が楽しめる「ときめき
商工フェア」
も同時開催されます。
【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㎞

2月28日
（土） 須賀川駅

TEL.0248-72-9975

小さな旅

「雛の笑顔に会えるまち須賀川」つるし雛つくりと街中散策

2月21日
（土） 蔵のまち喜多方冬まつり「ラーメンフェスタ」と「喜多方物産展」

「雛の笑顔に会えるまち」すかがわ商店街の各店舗で開催中の「つるし雛」
を見学し
ます。松尾芭蕉ゆかりの地「須賀川の歴史と文化」
も巡る等、須賀川を満喫します。
【集合】須賀川駅【所要時間】約5時間【歩行距離】約6㎞

冬こそラーメン！全国の有名店６店による味の競演をお楽しみください。
「喜多方物
産展」
も同時開催されます。
【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㎞

2月22日
（日）びゅう予約センターに電話で予約 ナビダイヤル 0570-04-8950 小さな旅行プラン

2月28日
（土） 1000体雛の巨大雛壇「ひなミュージアム」と「ひなの蔵めぐり」

つるし雛で彩られた飯野町を散策

所狭しと飾りつけされた手作り雛をご覧いただきます。地元の方々による元気一杯な
「おもてなし」が待っています。
【集合】福島駅【所要時間】約5時間【歩行距離】約2㎞

喜多方の老舗商家に伝わる古代雛や、1000体雛の巨大雛壇で話題の「ひなミュー
ジアム」
。起上り小法師におひな様の絵付けをしてみましょう。
（有料）
【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㎞

検索

TEL.0248-22-1147

一年間の幸福を願い 白河「だるま市」見学と街中散策

2月14日
（土） 蔵のまち喜多方冬まつり「そばフェスタ」と「ときめき商工フェア」

お申し込みは 駅からハイキング

小さな旅 ＆小さな旅行プラン

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/
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