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内堀 雅雄

福島県知事

ご挨拶

福島県知事の内堀雅雄です。

東日本大震災以降、
全国の皆さんに温かい御支援を

頂いております。
改めて、
心より御礼を申し上げます。

福島県では、この四月から六月にかけて、国内最大

級 の 観 光 キ ャ ン ペ ー ン で あ る「 ふ く し ま デ ス テ ィ

ネーションキャンペーン」を開催いたします。

福島県の春は「花」「食」「温泉」など魅力がいっぱい
です。

特に花は日本三大桜の一つ「三春滝桜」を始め数多

く の 名 所 が ご ざ い ま す 。四 月 上 旬 か ら ゴ ー ル デ ン

ウ ィ ー ク 後 半 ま で 、福 島 県 内 の 各 地 で 桜 の 花 を 楽 し

むことができます。

また、温泉は百三十を超え、中通り、浜通り、会津と

豊かな自然、奥深い歴史、日本一の日本酒やおいしい

食文化にあふれております。

さらに、
この期間だけの特別公開、
ライトアップ、
イル

ミネーションを始めとしたオリジナル企画 など、
この

キャンペーン期間中は今まで福島を訪れていただいた方

もお楽しみいただける特別な企画が盛りだくさんです。

そして、福島県が最も自慢したいのは人柄。

思いや り と 感 謝 の 心で 皆 様 のお 越 しを

心からお待ちしております。

皆様、この春は、是非福島県へ

おいでください。

1

キビタン

福が満開、福の
福のしま。満載号
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フクジュソウ
（喜多方市・南会津町）

今月の

情報

2015年
「
4月1日～6月30日

DC 開催まで、あと 1 日！

」

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。
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1水

ふくしまDC オープニングセレモニー開催
ふくしまDC開催の
オープニングセレモニーを実施します！

ふくしまDCの開催に合わせて、福島駅においてオープニングセレモ
ニーを実施します。
ふくしまDCの幕開けを記念した華々しいイベントを行
いますので、
是非足をお運びください。

開催場所 JR福島駅 東口駅前広場
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土日

4・5

時間 13：30～

ふくしまDC オープニングイベント
開催場所 福島駅・郡山駅・新白河駅・会津若松駅・湯本駅・須賀川駅

ふくしまDCオープニングイベントで県内をジャック！
！

ふくしまDC期間中に、福島県を訪れる皆様へ歓迎の気持ちを込めて、
ふくし
まDCオープニングイベントを県内６駅で開催します。各地では、
セレモニーや
JR特別列車のお出迎えを行い、各地域らしいイベントを開催予定です。県内
がふくしまDC開催一色になります。
ご期待ください。

福島駅
11：15頃

郡山駅
11：15頃

新白河駅
9：50頃

JR福島駅 バスプール5番乗り場前・福島駅前通り

馬車運行・鼓笛隊
食べっしゃふくしま縦断ジパング号 お出迎え
オープニング
パレード

ジパング号
仙台駅
9：09発

柳橋歌舞伎「白波五人男」
食べっしゃふくしま縦断ジパング号 お出迎え

オープニング
アトラクション

会津若松駅
13:32 着
NO・DO・KA号

10：32 着
10：46 発

JR郡山駅 1Fお土産館前・在来線1・2・6番線ホーム

12：10 発
11：50 着

須賀川駅

11：36 着
12：05 発

JR新白河駅 2Fコンコース・在来線7番線ホーム

11：08 発
NO・DO・KA号

ご当地キャラクター等によるお出迎え
食べっしゃふくしま縦断ジパング号 お出迎え 12：44 着

オープニング
アトラクション

4月10日㈮・11日㈯・12日㈰

東京駅がまるごと福島に！

東京駅において、
「東京駅まるごとふくし
まフェア」を開催します。都内で福島県の特
産品や観光情報が一度に手に入る機会で
す。
お楽しみに！

4月11日㈯・12日㈰

新潟うまさぎっしり博へ出展します！
新潟県で行う新潟うまさぎっしり博に、
県内からも出展します。

※写真は全て2014年福が満開、福のしま。観光キャンペーンの様子

湯本駅

JR会津若松駅 駅前タクシープール
1・2番線ホーム

13：32頃
福島DCオープニング号お出迎え
ほろ酔い“会津地酒列車”のお見送り 17：35頃

JR須賀川駅 駅前広場・
在来線1番線ホーム

4/5 13：30頃

ウルトラマン横断幕を掲げた記念撮影

11：15頃

JR湯本駅
アトラクション

つながーるふくしま号

スパリゾートハワイアンズダンシングチーム
お出迎え

横浜駅
8：02 発

3月28日㈯

ふくしまDC前
首都圏 5駅集中

観光キャラバン！

ふくしまDC開催前最後の県外キャラバンを実施し
ました。上野駅、大宮駅、池袋駅、品川駅、横浜駅の5つ
の主要駅で県内観光関係者がパンフレットを配布しな
がらふくしまDC開催をPR。上野駅・大宮駅での特設
ステージでは、相双地方、会津若松市から武士などが
登場し、県内の歴史めぐりの旅をおすすめしました。
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10：00頃

湯本駅
11：34着

いわき駅
11：42着

各地の DCおもてなし情報

県中エリア ～郡山市ふくしまＤＣおもてなし連携事業～

郡山市

DCへ向けておもてなし準備完了！

郡山エキナカ花のおもてなしキャンペーン
3/23㈪～5月下旬

ふくしまDCメインテーマの１つである
「花」
をモチーフに、
郡山の花の
名所の１つである花木団地の高さ6mの東海桜などによる色鮮やかで
可憐な花の装飾を実施し、
郡山駅を訪れた来訪者をおもてなしします。
写真・昨年のプレDC時の装飾（1階）。
本番を迎える今年は更にバージョンアップします。
郡山の桃源郷
「花木団地」
には、
ト
ウカイザクラ、
ヒガンザクラ、
ソメイヨシノなどの桜のほか、
モクレン、
レンギョウ、
ウメ、
モモ、
ボケ、
ナンテン、
ミズキなど、
約5,000本の多種多様な春の花が咲き誇ります。

DC直前「誰もが笑顔になる“こおりやま”おもてなし大作戦」開催！
3月24日㈫

ふくしまDCがんばるぞ！

問・郡山市観光課
☎ 024-924-2621

県中エリア

郡山市

おもてなし大作戦で
まちなかをきれいに！

ふくしまDC本番直前に、関係団
体と連携し、
「まちなかクリーンアッ
プ」の実施と「ウェルカムフラッグ
＆DCのぼり」の設置を行い、観光客
の皆さんが、心地よく安心して回遊
できる環境整備とDCへの機運醸成
を図りました。
また、開会式では、品川萬里郡山
市長の「ふくしまDCがんばるぞ！」
の号令のもと、百々潤司JR東日本
郡山駅長をはじめ参加者全員で、
DCへ向け気勢をあげました。

観光PRおもてなしブース

郡山駅構内に、特設観光案内ブースを
設置し、
「郡山水と緑の案内人の会」によ
る観光ガイドと郡山市観光協会や福島県
中部観光協議会で観光PRを実施します。
時・4月の毎週土・日曜日、5/4・5・16・17（予定）
4/13～17には開成山公園での桜案内を実施
場・JR郡山駅 2階

西田町観光マップを創る会と連携した観光バスツアーを開催

郡山市観光協会では、
県の観光まちづくりワークショップ事業を活用し、
郡山市西田町の観
光マップを創る会が作成した
「西田町じゃらん
（西田町観光マップ）
」
をもとに、
西田町の歴史や
文化に触れていただき、
一人ひとりが西田町に今以上に愛着を持っていただきたいと観光バス
ツアーを実施しました。
ツアーには25名の方が参加し、
郡山市を代表する観光地である
「高柴デコ屋敷」
をはじめ、
日枝神社やツツジ園など隠れた観光地を巡りました。
参加者からは、
「西田町の魅力を再発見、
再認識することができて良かった」
などの声をいただき、
大満足の様子でした。
問・郡山市観光協会

郡山市 高柴デコ屋敷・デコ散歩

ガイドスケジュール

3月15日㈰

☎ 024-924-2621

三百年続く人形作りの歴史・文化にふれあう

期間：4月～10月

平日
（1回/日）午前11時～、土・日曜日、祝日
（2回/日）午前11時～、午後1時～ 所要時間：約15分（予約不要）
※各工房が毎日交代制で開催します。実施する工房は黄色い旗が目印です。
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『張子人形の里 高柴デコ屋敷』では、これ
まで実施してきた職人ガイドツアー「デコ散
歩」に加え、新たに無料ガイドをスタート。情
緒あふれる工房内で、職人自らが、伝統の張
子人形のヒミツや周辺パワースポットなどの
見所を余すことなくお伝えします。
DC周遊企画であるリアル宝探しイベント
「コードF-5」や「花の王国キビタンフラワース
タンプラリー2015」などでお立ち寄りの際
は、ぜひ併せて御利用ください。

問・高柴デコ屋敷観光協会（おいち茶屋内）☎ 024-971-3907

県中エリア

各地の DCおもてなし情報

県中地域 開花情報共有サイト「ふくしまハナミゴロ」オープン！ 3月21日㈯～

三春滝桜

※花の写真はイメージです。

塙

町

bus
taxi

二次交通 information

問・まざっせプラザ ☎ 024-925-7745
http://hanamigoro.com/

ジュピアランドひらた

県南エリア

県中地域の魅力の1つ「花」。
「 旅行に
来たのに、まだ咲いていない。」
「近くにキ
レイな花の名所はないの？」そんな悩み
を解消するために、県中地域の花の魅力
満開な情報共有サイト「ふくしまハナミ
ゴロ」がオープンしました。
県中地域12市町村の方々が特派員と
なり、開花の状況をリアルタイムで更新。
満開の時期を逃すことなくチェックでき
ます。さらに、現在地から近くの花の名
所を探すことも可能。旅行の予定に合わ
せて福島の「花」を満喫しましょう。

三春滝桜と
紅枝垂地蔵ザクラバスツアー
実施期間 4/11～24
（毎日運行）
料

金

大人4,000円・小人3,700円
（軽食弁当・お茶付き）

要予約 福島交通観光㈱郡山支店

☎ 024-944-3380

ジュピアランドひらた
「芝桜まつり」
を訪れる
実施期間 4/29～5/17
料

金

17,400～
※有料施設代は含まれません

要予約 ㈱孫の手トラベル ☎ 024-945-1313

風呂山公園へ
DCに向け山つつじ147本植樹

ふく
しま

「ふくしま緑の百景」に選ばれている風呂山公園は、4月下
旬から5月上旬にかけて約3,333本のツツジが、山の斜面を
真赤にそめます。
3/1のまだ肌寒いなか、ふくしまDC本番に向け、植樹ボラン
ティア活動が行われました。塙町観光協会が企画し、町内外か
ら約20名が参加。風呂山公園がより美しく見えるように、専門
の指導者のもと協力し合いながら植樹を行いました。

花の見頃 4月下旬～5月上旬

真っ赤に染まった
山ツツジが
見れるんだ！

【風呂山公園の山ツツジ】

東白川郡塙町大字塙字桜木町388-1
問・塙町観光協会

22ページを
見てね！

☎ 0247-43-3400

王様キビタン

南会津エリア まもなく発売予定！
！

下郷町

大内宿・湯野上温泉に泊まる ふくしまDC特別プラン

7つの源泉を所有し、泉質は弱アルカリ性単純泉で神経
痛、筋肉痛などに効果が高いといわれている湯野上温泉。
27件の民宿・旅館では源泉かけ流しのお湯が楽しめます。
茅葺き屋根の駅舎が珍しい湯野上温泉駅は、駅舎内に
囲炉裏があり、一年中火が焚かれています。4月中旬には、
駅構内に植えられているソメイヨシノがホームに舞い、電
車を迎えます。
湯野上温泉からほど近い「大内宿」は江戸時代の面影
を今に残した町並み。昭和56年、国選定重要伝統的建造
物群保存地区に選定されています。
ぜひ温かい温泉とおもてなしの心に触れる旅をどうぞ。
bus
taxi

湯野上温泉へ！
DC期間中限定！

都会の疲れを癒しに旅に出てみよう!
プランお申込みで
おひとり様につき

2,000円のキャッシュバック！
さらにおひとり様につき 2,000円分のお土産が買える

下郷お楽しみクーポン券付き！
※宿泊プランは1,000円分となります。

問・下郷町観光協会 ☎ 0241-69-1144

湯野上温泉郷 猿游号
（さるゆうごう）
で大内宿へいこう！

湯野上温泉駅～大内宿間を1日6便運行（5便目は塔のへつり、長寿の清水、
中山の大けやきを経由）

二次交通
information

実施期間

4/1～11/30

料

金

1日フリー券

大人1,000円・小人500円
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要予約 広田タクシー ☎

0242-75-2321

4
4/4

福島市

4/4～23

花見山オープニングセレモニー
日本を代表する写真家・故秋山庄太郎氏が
「福島に桃源郷あり」と称え全国に紹介した福
島市が誇る花の名所です。一帯は花木生産農
家の集落で、ロウバイ、ウメ、サクラ、ハナモモ、
レンギョウ、ボケが見渡す限りに広がります。
花の種類が多く、見頃が長いのが特長です。
【オープニングセレモニー】
・花見山の紙芝居・地元渡利小学校児童による
合唱・テープカット等セレモニー終了後、花見
山の「花枝」を配付します。
問・福島市観光案内所
場・花見山公園本部前

4/4～19

福島市

☎ 024-531-6428
時・10：30～

まちなか周遊バス「ももりん号」運行
花見山の開花時期にあわせ、福島駅東口
発着でまちなかの各施設を結ぶまちなか
周遊バス「ももりん号」を運行します。

ももりん号・ルート

問・福島市商業労政課 ☎ 024-525-3720
場・福島駅東口発着（11番乗り場）
料金・
（1日フリー切符）
大人300円・小児150円
bus

taxi

4/11・12

第17回 ふくしま吾妻
荒川花見山ツーデーマーチ
福島市

福島市の花の名所・花見山や荒川河川敷を歩き、
満開
の桜と残雪の吾妻連峰の景色を楽しみながら春の福島
路を満喫できます2。
日間のウォーキングイベントです。

福島市

ふくしま花ウォーク

問・福島民友新聞社事業局 ☎ 024-523-1334
http://www.minyu-net.com/event/menu.html
場・開始地点：荒川運動公園（福島市矢剣町25）
【事前申込】大人：500円、中学生以下：300円
【当日申込】大人：700円、中学生以下：500円 ※未就学児は無料

期間・4/4～29 時・7：00～18：00
問・福島市観光案内所 ☎ 024-531-6428
場・あぶくま親水公園臨時駐車場（福島駅から約20分）
料金・環境整備協力金として1人300円

2015 ふくしま県北山車フェスタ

問・福島市商業労政課 ☎ 024-525-3720
場・信夫山公園 ライトアップ時間18：00～23：00
（予定）

花見山をはじめ、
春の薫り漂う福島の景色を楽しむウォーキングイベ
ント。
荒川運動公園から歩き始め、
大仏橋で阿武隈川の水面を眺め、
福
島の桃源郷・花見山公園へ、
9キロのコースをウォーキングします。

花見山マイカー臨時駐車場・シャトルバス

福島市

暁まいりで知られる信夫山は、福島盆地の中にぽっかりと浮かんだ
島のようで、360度の眺望があります。特に信夫山西端の鴉が崎は、眼
前に吾妻連峰と安達太良連峰の雄大な眺めが広がり、福島市西部一
円を望むことができます。
春は花見の名所として知られ大勢の花見客で賑わいます。桜の開
花に合わせ、信夫山公園を中心にライトアップを行なわれます。

4/11

花見山マイカー臨時駐車場と花見山バス臨時駐車場を結ぶシャトルバス。

4/11

信夫山公園桜まつり

問・近畿日本ツーリスト東北福島支店 ☎ 024-521-1411
【事前申し込み】
一 般：2日参加2,000円、1日のみ参加1,000円
高校生：2日参加1,000円、1日のみ参加500円
【当日申し込み】
一 般：2日参加2,200円、1日のみ参加1,100円
高校生：2日参加1,100円、1日のみ参加550円

福島駅東口～こむこむ館前～御倉邸入口～稲荷神社（上町）～
市役所前～競馬場前～岩谷観音前～古関裕而記念館・音楽堂前～
県文化センター前～信夫山入口～MAXふくしま～コラッセふくしま～福島駅東口

bus
taxi

福島市

4/11～26の土・日 開催

福島市

第1回 福島競馬

迫力の芝4コーナー

福島市と周辺町村の各町会に伝わる山車が市街地に一堂
に集まり、地元で継承する太鼓や囃子の音を披露しながら練
り歩きます。地元ごとに演奏に個性があるので違いを楽しむ
こともできます。

問・福島市観光案内所 ☎ 024-531-4171（福島民報社内）
場・国道13号線信夫通り 時・17：30～

春の福島競馬を開催。迫
力 のあるレ ースだ けでな
く、お子様向けの体験乗馬
や遊具、有名ゲストによる
トークショーなども開催！
問・JRA福島競馬場
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4/12
4/19
4/25
4/26

☎ 024-534-2121

ふなっしー＆メロン熊 予想バトル＆集合写真
よしもとお笑いフェスタ
IMALUトークショー＆プレゼンター
GO！プリンセスプリキュア ショー
場・JRA福島競馬場

入場料・100円

4月頃

いわき市

いわき湯本温泉さくらまつり

4/11・12

問・いわき湯本温泉さくらまつり実行委員会
☎ 0246-42-4322
（いわき湯本温泉観光協会）
場・御幸山公園、観音山公園

4/4～

柳津町

「かむろば村コーナー」オープン
柳津町がメインロケ地として撮影が行われ
た映画
「ジヌよさらば～かむろば村へ～」
が4月
4日
（土）
より全国公開されます。
これにあわせ、
道の駅会津柳津に「かむろば村コーナー」が
オープンされます。
柳津町の豊かな自然の中で
撮影されたロケ時の写真や、小道具などが展
示されます。
ぜひ映画と一緒にご覧ください。

ⓒ2015 いがらしみきお・小学館
「ジヌよさらば～かむろば村へ～」製作委員会

問・道の駅会津柳津 観光物産館「清柳苑」☎ 0241-42-2324
場・道の駅会津柳津

小川諏訪神社 さくらまつり

いわき市の桜の名所の小川諏訪神社には、
樹齢500
年以上の市指定天然記念物のシダレザクラがありま
す。
少し高い石垣から枝垂れる姿が大変美しい桜です。
赤い本殿と
さくらまつりでは、雅楽、口笛演奏など、情緒豊かな
桜のコントラストが
時をお楽しみください。シダレザクラの開花期間に合
見事だよ！
29ページを
わせ、桜のライトアップが行われます。

フラワースタンプラリー
開催中！

見てね！

王様キビタン

JR常磐線湯本駅の正面にある御幸山公園と、駅南側の小高い丘にある
観音山公園には、あわせて約500本のソメイヨシノが咲きほこります。夕
刻には駅前から公園へと連なる提灯が艶やかに灯り、温泉街を彩る美し
い光景は必見です。観音山公園でのさくらまつりの開催は実に5年ぶり。
ぜひお出かけください。
御幸山公園では

いわき市

問・小川諏訪神社 ☎ 0246-83-0178
場・いわき市小川町高萩字家ノ前140-1 ライトアップ時間・18：30～21：00

30ページを
見てね！

3/20～5/10

4/18

文殊院知恵桜

会津美里町

「会津美里町さくら八選」
ぐるり街あるきスタンプラリー
会津美里町は桜の名所がたくさんあります。
中
でもおすすめの桜８箇所を厳選してご紹介する
「会津美里町 さくら八選」
。
3/20～5/10の期間、
同チラシをつかった「ぐる
り街あるきスタンプラリー」
も開催します。
ご当地グルメ・美里ホルモンを味わい、
お花見
にぴったりのお菓子を買ってスタンプを２つ集め
ると、
会津本郷陶磁器会館で先着300名様に
「あ
いづじげんオリジナル手ぬぐい」
をプレゼント。
※スタンプは、チラシ掲載店舗で食事または
商品購入時にのみ押印。
問・会津美里町観光協会 ☎ 0242-56-4882
場・会津美里町町内 HP：http://misatono.jp

西会津町

かたくり観賞会

4月～7月に町内で開催される14のイベント
のスタンプラリーが開始！ 第1弾は西会津町
奥川・小屋地区内に自生するカタクリの観賞
会。雪どけとともに野山に可憐な薄紫の花弁
がいっせいに顔をみせます。地元で採れたな
めこ汁等の振る舞いもあります。
西会津わくわくイベントスタンプラリーは、
花関連のイベントや山開き、ウォーキング、ク
ラシックカーなど様々なイベントがあり、いろ
んな西会津を楽しむことができます。

問・小屋自治区 ☎ 0241-49-2070
場・西会津町奥川・小屋地区 料金・整備協力金：300円
【スタンプラリーに関するお問い合わせ】
西会津町商工観光課 ☎ 0241-45-2213まで

歴史

めぐり
街なか

福島県内３０エリアで開催!!

謎めいた宝の地図を手がかりに、福島県内各地のどこかに隠された宝
箱を探す体験型の宝探しゲーム。宝箱の発見者には、
各エリアの素敵
な特典や発見者賞のほか、抽選で豪華賞品をプレゼント。
◆問合せ先◆ 福島県観光交流課☎024-521-7398（土日祝を除く 8:30～17:15まで）
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4/19

鏡石町

“牧場の朝のまち”さくらウォーク

4/19

鏡石町

さくらフライト

岩瀬牧場は
唱歌
「牧場の朝」
の
モデルの場所だよ！

♪
♪

ふくしまDC特別企画第一弾として、
「鳥目線のさくら
観賞」をテーマに、岩瀬牧場で熱気球に乗ろう！ 気球
から見渡せば鏡石駅から岩瀬牧場まで続く桜街道が、
広大な牧場といっしょに眼下に広がります。さくらの花
が満開の岩瀬牧場をぜひ空中からお楽しみください。

鏡石駅から岩瀬牧場まで、春の“桜”で結ばれ
た往復約6㎞の花いっぱいのコースを歩きます。
岩瀬牧場の樹齢120年とも言われるソメイヨ
シノや、鳥見山公園のしだれ桜を始め、約700本
の春の桜を巡ります。

問・鏡石町観光協会 ☎ 0248-62-2118
時間・6：00～9：00 人数・先着100人
※天候（雨・風）
により中断・中止になる場合があります。

問・鏡石町観光協会 ☎ 0248-62-2118
時間・8：30受付 9：30スタート 申込・当日参加可能ですが、事前にお申し込みください。

4/1～6/30

相馬市

松川浦復興チャレンジグルメ

4/11・12

りと、
第 9 弾は春の磯香る青の
水々しいアサリ！！

プレイガイド◆◆◆

◆◆◆

鶴ヶ城（会津若松市）

巡って

ふく
しま

詳しい情報はHPにて公開中!

王様キビタン

http://hana-fukushima.jp/
花 の王国ふくしま

各日 16：00より
ブ
円谷プロファンクラ
を
ト
ン
ベ
イ
定
会員限
開催予定！

三春滝桜（三春町）

花 の名所 を

集 めよう

スタンプ を

!!

毎年恒例のイベント「ウルト
ラファミリー大集合INすかが
わ」が今年も開催決定！円谷
英二監督の故郷・福島県須賀
川市に全ウルトラヒーローが
集結します！
今年は最新ヒーロー「ウル
トラマンギンガビクトリー」が
登場！

・セブンイレブン
（セブンチケット）店頭マルチコピー機：セブンコード035-321
・CDショップヨシグン ☎ 0248-75-2179

問・相馬市観光協会 ☎ 0244-35-3300
相馬市松川浦観光振興グループ ☎ 0244-38-8808

花

問合せ先

ウルトラファミリー大集合
IN すかがわ 2015

問・サークル
「シュワッち」
☎ 0248-73-2125
ⓒ円谷プロ
http://m-78.jp/ulfami/2015/
場・須賀川市文化センター大ホール
（福島県須賀川市牛袋町11番地）
時・1回目：11:00～、2回目13:30～（両日とも）
料金・前売2,800円、当日3,000円
（税込、全席指定） ※3歳以上有料
※お子様が2歳以下の場合はひざの上に抱けますが、
お１人のみです。
（但し、席が必要な場合は有料となります）。
※公演中の動画及び写真撮影は禁止となっております。予めご了承ください。

ふくしまDC期間中に開催される松川浦復興チャレンジグルメ第9弾は、
「昔の松川浦をもう一度」をテーマに、アサリと青のりの料理がメインとな
ります。試験操業で獲れる魚介類も徐々に増えており、
復興チャレンジグルメにも相馬産の食材が使われる
ようになりました。各店舗で振舞われる自慢の海鮮
料理をぜひご賞味ください。

花見山（福島市）

須賀川市

2015 年

3 21 6 30

キビタンフラワースタンプラリー運営事務局
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戸津辺の桜（矢祭町）

スタンプ3個以上で

抽選で当たる

1,111

名様に

パンフレット 豪華賞品プレゼント!

宿泊券や県産品などの豪華賞品が抽選で
1,111名様に当たります。さらに、集めたス
福島県内各駅・道の駅・ タンプの数と種類で、王様キビタンオリジ
観光施設 など
ナルのピンズやクリアファイルも貰えます。

配布中!！

☎024-563-6902（土日祝を除く9:00～17:00まで）

主催：福 島 県観 光 交 流 課

駅からハイキング＆ウォーキングイベント
ふくしまDC コース

い つ で も

4月1日水）～
4月30日
（木）

4月19日
（日） “春”の桜めぐり～牧場の朝のまち さくらウォーク～

【阿武隈急行共同開催】

伊達氏のふるさと～文化と名産の街なかウォーク～

室町時代には伊達氏が梁川城を本拠地とし、多くの寺社が建立されました。
伊達氏のふるさととして栄えた町、歴史ある寺社。名産を堪能してください。

【受付】梁川駅【所要時間】約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】
約9㎞

4月1日
（水）
～6月30日
（火）

4月19日
（日） 城下町と知られざるお城の跡地を巡る

日本三古泉と日本三大金毘羅宮がある街で春風を感じ歩く

福島の中心地にお城があったことをご存知でしたか？
【受付】福島駅東口【所要時間】約2時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約4㎞

歴史ある温泉街と金刀比羅神社を巡りながら、春の花々と硫黄の香りを楽
しむ。
ウォーキングの疲れは温泉と足湯で癒すことができます。

4月21日
（火） さくらの里「三春」をめぐるハイキング

【受付】湯本駅前コンビニワイワイショップ【所要時間】約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約5㎞

4月1日
（水）
～6月30日
（火）

会津若松「駅からまちなか歴史散策ガイド」

会津中興の祖蒲生氏郷の築いた城下町や産業に触れながら、幕末を駆け
抜けた悲運の歴史を感じ取ってください。
4月4日
（土）
～4月29日（祝・水） 見頃の花見山ウォーキング

峰張桜は、蚕養国神社の境内にあるご神木で、樹齢900年以上の老樹です。かつて会
津五桜のひとつと数えられていました。石部桜は、樹齢約600年で、幹が根本から8本
に分かれ、枝張りが20メートルもある会津を代表する桜です。
【受付】会津若松駅改札口前【所要時間】約6時間30分（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約8㎞

「花も実もあるふくしま」を代表する
「花見山公園」を福島の風と匂いを感
じながらゆっくりとお楽しみください。

【受付】福島駅西口2F福島市観光コンベンション協会窓口【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10㎞

駅 長 オススメの

4月17日
（金）
～5月6日（祝・水） 飯坂温泉
「花ももの里」
ウォーキング
【福島交通共同開催】

小さな旅 ＆小さな旅行プラン

4月11日
（土） 郡山駅

TEL.024-932-6001

桜・桃香る魅惑の園（郡山花木団地）への誘い

ピンク色や白色の桃の花や萌木色に染まった山々を眺め飯坂温泉と温泉
街を春の匂いを感じながらゆっくりお楽しみください。

小さな旅

郡山東部にある丘陵地帯に拡がる花木団地で咲き誇る美しい花々。
桃源郷のような別世界に魅了されます。
【集合】郡山駅【所要時間】約4時間45分【歩行距離】約10㎞

【受付】飯坂温泉観光協会（飯坂温泉駅前から交差点の斜め向かい）
【所要時間】約3時
間
（施設での見学時間含む）
【歩行距離】
約4㎞

4月18日
（土） 二本松駅

ふくしまDC コース

イ ベ ン ト

TEL.0243-23-1274

桜満開、霞ケ城公園と裏千本桜を訪ねて

4月11日
（土） 詩人草野心平の故郷と小川諏訪神社の枝垂れ桜を巡る

小さな旅

桜の名所、霞ケ城を散策します。
旧天守閣石垣より、裏千本桜を見学します。
【集合】二本松駅【所要時間】約4時間10分【歩行距離】約5㎞

詩人草野心平が愛した故郷の原風景と樹齢500年以上と言われる小川諏訪神社の
枝垂れ桜を巡ります。また、地元の方自慢の桜の名所や、地元の方のお茶の振舞い
などほっこりしていただけます。
【受付】いわき駅【所要時間】約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約9㎞

4月18日
（土） 会津若松駅

TEL.0242-22-0257

蒲生氏郷が築いた城下町と漆の文化に触れる

4月11日
（土） 懐かしい街中散策

小さな旅

結婚式に一対の絵ろうそくを灯し、結びの盃を挙げたことから華燭の典という言葉の
由来となりました。会津絵ろうそくは、一本一本に菊や藤、牡丹等の草花が色鮮やかに
描かれた伝統工芸品です。
【集合】会津若松駅【所要時間】約６時間30分【歩行距離】約6㎞

近代建築が立ち並ぶ中、昔懐かしい昭和の時代を探して歩いてみませんか。
【受付】福島駅東口【所要時間】約2時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約4㎞

4月12日
（日） 城下町棚倉 歴史と桜を巡るウォーク

棚倉の歴史・文化を訪ね歩き、桜の名所を巡りながら城下町棚倉を堪能できます。
パワースポットとしても知られる馬場都々古別神社や棚倉城跡などの名所を巡りま
す。人気の花園しだれ桜や棚倉城跡の500本もの桜などいろいろな桜が楽しめます。
【受付】磐城棚倉駅【所要時間】約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約7.5㎞

4月12日
（日） 福島の江戸末期から明治時代を探る

4月18日
（土） 福島駅

TEL.024-522-2043

春爛漫、春色の「こおり桃源郷」をウォーキング

小さな旅

自然・歴史・文化の香り高い街を巡ります。
里山の萌木色と桃の花のコントラストをお楽しみいただけます。
【集合】桑折駅【所要時間】約6時間【歩行距離】約13㎞

4月19日
（日）

江戸時代から明治初期にかけての名残を見つけませんか。
【受付】福島駅東口【所要時間】約2時間30分（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約4㎞

白河観光物産協会

TEL.0248-22-1147

城下町しだれ三桜巡りと小峰城さくらまつり見学

小さな旅

仙台藩主伊達政宗が寄贈した樹齢400年の「乙姫桜」をはじめとした桜の名木を巡ります。
【集合】
白河駅【所要時間】約2時間20分【歩行距離】約2㎞

4月18日
（土） 【石川町合併60周年記念】
一ノ宮も、狛犬も、
19日
（日） 桜もめぐる まるごといしかわウォーク

4月19日
（日）

江戸時代には、既に「桜谷」
と称されていた石川町の桜は、その数およそ2,000本。
「いし
かわ桜谷」の桜は訪れる人を包み込むように一斉に咲き誇り出迎えてくれます。陸奥国
一ノ宮の参道で出会える狛犬は子供達を見守る姿が印象的です。おもわずにっこり。
【受付】磐城石川駅【所要時間】約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約10㎞

郡山駅

TEL.024-932-6001

新陽散策～桜花道と一息花見酒～

小さな旅

日本大学工学部とパナソニック郡山の桜並木は郡山の隠れた桜の名所です。
郡山の銘酒「笹の川」の酒蔵も見学します。
【集合】安積永盛駅【所要時間】約3時間10分【歩行距離】約6㎞

4月18日
（土） 「馬の背の街」
須賀川桜めぐり

4月19日
（日）

桜の古木や並木など、心に刻み付ける須賀川の桜の名所を訪ねます。
【受付】須賀川駅改札口付近【所要時間】約5時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約8㎞

二本松駅

TEL.0243-23-1274

文学散歩「智恵子の愛の物語」、桜浪漫の散歩道

小さな旅

高村光太郎「智恵子抄」のモデルで妻の智恵子の生家、愛の小径を訪ねます。
桜満開の智恵子の杜公園も散策します。
【集合】二本松駅【所要時間】約4時間10分【歩行距離】約7㎞

4月18日
（土） 新緑の堀川ダムと桜並木をめぐるハイキング

マイナスイオンを浴びながら新緑のダム湖を散策します。那須連峰を望む約700本
の桜並木が出迎えてくれます。
【受付】新白河駅【所要時間】約5時間25分（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約6㎞

4月19日
（日）

福島駅

TEL.024-522-2043

小さな旅

信夫山「烏ヶ崎展望デッキ」からのパノラマを楽しむ

4月18日
（土） 福島の桜と福島競馬場見学

吾妻連峰・安達太良連峰の眺望をはじめ、福島の春を感じられるスポットを巡ります。
いくつかの隠れた眺望スポットをご紹介します。
【集合】福島駅【所要時間】約5時間10分【歩行距離】約6.5㎞

阿武隈川河川敷の桜を眺めながらの健康ウォーク。
【受付】福島駅東口【所要時間】約5時間20分（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約8㎞

検索

桜といっしょに歴史と文化に彩られた三春を歩いてみませんか。三春「滝桜」の子孫
と伝えられている桜が町内いたるところで堪能できます。
【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㎞

4月25日
（土） 石部桜と鶴ヶ城の桜満喫ハイキング

【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㎞

お申し込みは 駅からハイキング

鏡石駅から岩瀬牧場までのコースが“桜”で結ばれています。歴史ある岩瀬牧場で
は、樹齢120年とも言われるソメイヨシノの古木が象徴的です。
【受付】鏡石駅東口公園【所要時間】約5時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約6㎞

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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