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合戦場のしだれ桜（二本松市）

東日本大震災により被災し、入場できなかった小峰城が三重櫓の天守閣まで登れ
るようになります。それを記念して、復興式を開催。セレモニーやお祝いの催し、
さらにたくさんのイベントや地場産品の販売で賑わう桜まつりも同時開催。

問・白河市産業部観光課 ☎0248-22-1111

「三春の滝桜」
の孫桜と言われ、
滝が流れ落ちるような見事な紅
の花を咲かせます。
そのたたずまいと菜の花とのコントラスト
に、
人気が高まっています。DCに向け景観整備を実施しました。

問・岩代観光協会 ☎0243-65-2803

いわき市 白水阿弥陀堂ライトアップ

DC開催にあわせ、全国でも珍しい新緑の季節のライトアップを特別開催!照明デザイナーによるLED
の光と国宝・白水阿弥陀堂の見応えたっぷりの優雅なコラボレーションをぜひご鑑賞ください。

問・いわき市観光交流課 ☎0246-22-7477

料金・夜間特別拝観料：500円
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期間：4/25㈯～5/24㈰

今月の

情報

2015年4月1日～6月30日

デスティネーションキャンペーン開催中！

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。

ふく
しまDC
オープニングセレモニー
4月第1週目は、ふくしまDC開催の盛大なオープニングイベントが各地で開催されました。
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1水

福島駅でのオープニングセレモニー

多くの関係者の皆様と共に、
ふくしまDCのオープニングセレモニーを行いました。
福島県知事が、
「ふくしまデスティネーションキャンペーン開幕！」
と宣言した瞬間
フラワーシャワーが舞い、3ヶ月間に渡るふくしまDCが華々しくスタートしました。
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4土

福島駅

郡山駅

JRA福島競馬場の馬車が登場。
特別パレードが運行！

知事及び関係者での
オープニングイベント

湯本駅

いわきの地酒太平桜の試飲、
スパリゾートハワイアンズダンシングチームによるステージ

会津若松駅

新白河駅

ダルライザー、
甲冑隊、
秋田竿灯特別出演！夕方から ご当地キャラクター、
日本酒や餅のふるまい
会津清酒屋台村がオープン！ 大信こだま太鼓が登場。
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4

5日

須賀川駅

セレモニーやウルトラマン横断幕
を掲げた記念撮影会を開催。

今月の

情報

2015年4月1日～6月30日

デスティネーションキャンペーン開催中！

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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10～12 東京駅まるごとふくしまフェアへの出展！
金

日

東京駅まるごとふくしまフェア 4/10 ～ 4/26

東京駅において開催中の「東京
駅まるごとふくしまフェア」の期間
中に、ふくしまDCと県内観光の
PRを実施しました。

JR上野駅 4月16日㈭～18日㈯

上野産直市開催

「上野産直市」に合わせて、県内
観光PRを実施します！ステージ
イベントも行いますので、ぜひ遊
びに来て下さい。
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イベント列車で行くふくしまの旅 会津若松⇔郡山駅

18・19 SL 福が満開 ふくしま号
土

日

ふくしまDC期間中のイベ
ント列車、
「 SL福が満開ふ
くしま号」が運行します！！
SLの走行を見かけました
ら、是非手を
振って列車を
見送って下さい。
※写真は2014年福が満開、福のしま。プレDC号の様子。

楽天イーグルス× 日本ハム

おいでよ福島。ふくしまデスティネーションキャンペーン感謝デー

4/19日

楽天イーグルス×日本ハム戦を観戦しながら、
ふくしまの美味しい・楽しいを満喫！

楽天koboスタジアムが、福島の名産品や楽しいイベントで盛りだくさ

楽天koboスタジアム ん！キビタンや八重たん、ふくしま隊が、球場にかけつけるなど一試 ざくざくの
（宮城県仙台市） 合まるごとで、ふくしまデスティネーションキャンペーンをPRします。 （二本松市）
13:00 試合開始

東北ろっけんまつり

同時開催

来場者には抽選で福島のお米『天のつぶ』
をプレゼント！ 球場の外
には、県北や相双地区のご当地グルメコーナーや、福島県の6次化
加工食品・観光PRブースも設置されますので、
ぜひお越しください。
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振舞いも
あるよ！

※写真はイメージです

各地の DCおもてなし情報

県中エリア「ふくしま、
なかなか。
」でご当地フチ子をもらおう！
！ キャンペーン期間 4/1㈬～6/30㈫

ふくしま、
なかなかですねぇ

「＃ふくしまなかなか」と一緒に、県中地域のなかなかイイ情報を発信
して「ご当地フチ子 ふくしまDCバージョン」をもらおう！
DC期間中、県中地域の温泉旅館に宿泊し、ご自分のSNSやブログで県
中地域で撮った写真と一緒に「＃ふくしまなかなか」を付けて発信してく
れた方に限定で「ご当地フチ子ふくしまDCバージョン」をプレゼント！！
発信した画面をキャンペーン加盟施設でご提示いただくと、その場でご
当地フチ子を差し上げます。加盟施設、詳細はHPをご覧ください。
※キャンペーンに加盟していない施設ではフチ子は配布しておりませんのでご了承ください。
※Facebook、Twitter、Instagramなど、その場で確認できる媒体で発信してください。
※観光スポットや食事、花、温泉など県中地域の写真が対象です。
※全6種、色は選べませんのでご了承ください。
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/fuchiko-campaign.html

Ⓒタナカカツキ／KITAN CLUB

県中エリア ふくしま プチ旅 2Days Event in マーチエキュート神田万世橋 須賀川牡丹園展 4/25㈯～26㈰

須賀川市 DC本番「花が満開須賀川の魅力を発信」特別企画

王様
キビタン

幾重にも重なる
花びらがキレイだよ！
17ページを見てね！

県中エリアの須賀川市には、数多くの花の名所
があります。5月上旬～下旬に見頃を迎える須賀川
市内の観光施設「須賀川牡丹園」、
「 大桑原つつじ
園」、
「日本しゃくなげ・つつじ苑」には、県内外から
多くの観光客が訪れます。
その花の名所を知ってもらおうと、
マーチエキュート
神田万世橋
（東京都）
にて、
国指定名勝
「須賀川の牡
丹園」
が2日間限定で再現されます。
艶やかに咲く大輪の花々が、芳しい香りととも
に、須賀川市の情報をお届けします。

写真・上：大桑原つつじ園
下：日本しゃくなげ・つつじ苑

問・須賀川市観光交流課 ☎ 0248-88-9144
場・マーチエキュート神田万世橋（東京都千代田区神田須田町1丁目25番地4）
bus
taxi

二次交通
information

花の見頃 5月上旬～中旬 【須賀川牡丹園】

牡丹ライナー 「牡丹ライナー」を牡丹の開花時期の土日・祝日に臨時運行します。
須賀川駅から国指定名勝「須賀川の牡丹園」
までの直通バス

実施期間

5/2～17（土日祝のみ運行・往路6便・復路7便）

料

金

大人280円・小人140円

※運行期間及び時刻は下記の営業所へ
お問合せ下さい。
問合せ先・福島交通㈱須賀川営業所 ☎

福島市

若旦那カフェ

4/4㈯～6/30㈫

県北エリアの4つの温泉地（飯坂、土湯、高湯、岳温泉）の旅館
若手経営者でつくる「ふくしま若旦那プロジェクト実行委員会」
は、福島市の中合福島店にてDC期間中、ふくしまへ訪れたお客
様をおもてなししています。
カフェには11：00～14：00までの間、
日替わりで各温泉の若旦那
が常駐し、福島の魅力や温泉地の情報を発信します。
「 若旦那
セット
（￥300）」は、
コーヒーや紅茶などの飲み物と、お茶請けと
して福島スイーツコンテストで入賞したリンゴのスイーツや、福
島市の銘菓などがセットになった、大変お得なセットです。１日
限定30食ですので、お早めにどうぞ！
問・若旦那プロジェクト事務局

甘酸っぱい福島の
りんごを使ったスイーツ

県北エリア ふくしまの温泉地の魅力を発信する若旦那カフェが大好評！

☎ 050-5849-3340

場・中合福島店2番館地下1階
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0248-75-3184

「若旦那セット」で提供されるお茶うけは、りんご
スイーツや和菓子など、日によって変わります。

ふくしま若旦那プロジェクト

※イメージ

きれいだね
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〜

～6/30まで

1個

ふくしまを愛する女子が集まり“食
べる観光パンフレット”をコンセプト
に制作を進めてきた「おもてなし女
子駅弁」
がついにデビューしました。
さらに、
駅弁に使われている12市町村の
食材のルーツが分かるパンフレット
「別
冊 おもてなし女子駅弁」
も登場！より県中
地域の魅力が伝わること間違いなしです。
県中地域12市町村のおもてなしが詰まった
「おもてなし女子駅弁」、ぜひお楽しみください。

食が満開！
郡山美味しい街フェスティバル
郡山市

郡山の豊かな食文化を全国に発信するイベント！
市内の飲食店、菓子・酒などの食品小売店を巡るスタンプラ
リー。参加店を巡って食べ歩き、スタンプを集めて応募すると
抽選で豪華景品が当たります。

こおりやまの 魅力が満載！

問・郡山美味しい街づくり推進協議会（事務局・郡山商工会議所）
☎ 024-921-2610 http://www.ko-cci.or.jp/oishii/
場・郡山市内の参加飲食店

4月中旬～6/30
郡山市

楽都郡山 スマホでポイントラリー
郡山の観光周遊に便利な
観光アプリがデビュー！こ
の観光アプリを活用して、
スマートフォンで気軽に参
加できるポイントラリーを
実施します。
ミッションをク
リアされた方には、
抽選で
豪華景品をプレゼント！詳
しくはWebまで。

問・福豆屋

郡山市

☎ 024-943-0528 場・JR郡山駅構内福豆屋にて期間限定販売

「萩姫絵巻のれん」でおもてなし

磐梯熱海温泉街では、情緒あふれる温泉街の景観づくりとして、地元
郡山市の国際アート＆デザイン専門学校の学生がデザインを担当し、
地元に伝わる「萩姫伝説」をモチーフとした暖簾を作り上げました。
独創性あふれる16枚の「萩姫絵巻」暖簾が、観光客をおもてなしして
います。
「美人をつくる湯」として名高い磐梯熱海温泉の伝説を辿りな
がら、温泉街の散策をお楽しみください。
問・磐梯熱海温泉観光協会 ☎ 024-984-2182

問・郡山市観光協会 ☎ 024-924-2621
場・郡山市内 http://www.kanko-koriyama.gr.jp/

4/1～6/30
いわき市

磐城平城本丸跡地 期間限定公開

郡山市

場・磐梯熱海温泉

「郡山さくら物語」好評配布中！

市内各地の桜の名所を地域ごとに紹介する
「郡山さくら物語」
を無料配布中。
モデル
コースや近隣市町村の桜の名所なども掲載し、
ポケットサイズでお出かけに最適です。
問・郡山市観光課 ☎ 024-924-2621 配布場所・郡山市観光課、各行政センター各公民館など

4/25～26

いわき市フラワーセンタースプリングフェスティバル

いわき市

いわき市平に建てられた磐城平城は、別名を龍ヶ城と言い、
天守は造られず、本丸の三層櫓が代わりとなります。その姿
は、
「磐城名物三階櫓、竜のお堀に浮いて立つ」と詠われまし
た。石垣・土塁・水堀が残っており、一部は丹後沢公園として、
市民の憩いの場となっています。
普段は非公開の跡地を、DCに併せて期間限定で22年ぶりに
一般公開。明治期に建てられた「旧仮藩庁」が公開されます。

今が花盛りと咲き誇るフラワーセ
ンター。標高224.8mの石森山に
あり、
周囲には自然遊歩道があり
ます。
花の季節には、
パンジー・サ
クラ・チューリップ・バラ・ナノハナ
が咲き、展示・体験・直売など数
多くのイベントが開催されます。

王様
キビタン

問・ 平まちなか復興まちづくり計画推進プロジェクトチーム
☎ 0246-21-1111
場・ 磐城平城本丸跡地（いわき市平字旧城跡28）
期間・4/1～6/30の土日、祝日と4/1～3、30、
5/1に公開

1,100円

（税込み）
です♥

4/25～6/27

が くと

「おもてなし女子駅弁」
美味しくデビュー！
！
県中エリア

問・いわき市フラワーセンター ☎ 0246-22-5667
場・いわき市フラワーセンター
（いわき市平字四ツ波字石森116）

4/25～5/6
※ライトアップ期間

いわき市

鬼ヶ城桜まつり
いろんな種類の花が 30ページを
たくさん楽しめるよ！ 見てね！

20種類以上の桜が咲き誇る、い
わきの里鬼ヶ城は、期間中のラ
イトアップで桜並木が幻想的に
照らし出され、5月上旬まで桜が
楽しめます。5月2日にはイベント
問・いわきの里 鬼ヶ城 ☎ 0246-84-2288
場・いわきの里 鬼ヶ城
（いわき市川前町上桶字小久田73-3） が開催されます。
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4/19

相馬野馬追振興春季競馬大会

南相馬市

国の重要無形民俗文化財「相馬野馬追」は一千年余年の歴
史を誇る伝統文化行事です。
甲冑に身を固めた500余騎の騎馬武者が豪華絢爛で勇壮な
戦国絵巻を繰り広げます。
相馬野馬追振興春季競馬大会は、乗馬技術の向上を目的に
開催されます。勇壮な甲冑姿から一転、カラフルなジョッキー
スタイルに身を包み、迫力あるレースを繰り広げます。
当日はポニー乗馬やちびっこ神旗争奪戦など各種イベント
も開催されます。
問・相馬野馬追執行委員会事務局 ☎ 0244-22-3064
場・雲雀ヶ原祭場地（南相馬市原町区）
時・9：00～14：00
（発走10：00）
http://soma-nomaoi.jp/

4/24

ようこそ南会津DC歓迎セレモニー＆

南会津エリア

会津マウントエクスプレス号の鬼怒川温泉乗り入れ10周年記念事業

4/26

西会津町

須刈岳山開き

福島百名山のひとつの須刈岳は、古くから住民が豊作
祈願と雨乞いを行ってきた信仰の名山です。
標高は438mと、初心者でも気軽に登山が楽しめます。
山頂からは群岡地区や阿賀川、飯豊連峰の雄大な姿も
見ることができます。参加費は500円。全員に記念品が
配布されるほか、豚汁が振舞われます。西会津わくわく
イベントスタンプラリー対象イベント。

会津マウントエクスプレス号
4月24日、
東京からツアーで南会津へ来られるお客様の歓迎セレモニー
を開催いたします。
南会津のゆるキャラが勢揃いし、
郷土料理、
地酒な
どがふるまわれますので、
地元の皆さんも一緒にお迎えしましょう！
また、会津マウントエクスプレス号の鬼怒川温泉乗り入れ10周年を記
念し、10時1分鬼怒川温泉駅発の列車にお乗り頂いた方に記念品を
プレゼントしますので、この機会にぜひ南会津にお越し下さい！

問・須刈岳山開き有志の会 ☎ 0241-47-2402
場・上野尻・西光寺集合
【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

問・南会津地方振興局 企画商工部地域づくり・商工労政課 ☎ 0241-62-5205
場・会津鉄道会津田島駅、歓迎セレモニー 時・11：30～12：10

勝常寺・勝常念佛踊り

4/28

湯川村

勝常寺祭礼共催イベント

1,200年の歴史と東北を代表する古刹「勝常寺」。国宝及び国重
要文化財12躯を有します。毎年4月28日に祭礼が執り行われ、
境内では県の重要無形文化財に指定されている「勝常念佛踊
り」が奉納されます。
その共催イベントとして、境内入り口において、湯川村産品の
販売やふるまい餅が配布されます。
ふくしま DC期間中は、村の活性化施設「湯川たから館」内にあ
る「会津湯川の里」にて、1,000円以上のお買い物をしていただ
くと、会津湯川米（2合）のプレゼントがあります。
問・ 湯川村教育委員会 ☎ 0241-27-4107
湯川村ふるさとおこし協議会 ☎ 0241-27-8840
場・ 勝常寺境内入り口 時・10：00～12：30頃
bus
taxi

二次交通
information

仏都フリープラン

高僧・徳一ゆかりの寺を訪ねる

会津に点在する様々な仏都施設を、
エリアから選択してオリジナルコースを巡ります。
実施期間
料

金

4/1～11/15

料金・17,400円～ ＋1時間5,800円
※有料施設代は含まれません

平安期の祈りの名刹を巡る

会津仏教発祥の地「史跡・慧日寺跡」
「勝常寺」
など高僧・徳一にゆかりの地を巡ります。
実施期間
料

金

4/1～11/15

23,200円～
※有料施設代は含まれません

平安期の祈りのかたちにふれる名刹を巡るツアー。
名刹の国宝・国重要文化財の御仏を拝します。
実施期間
料

金

通年

3時間20,000円～ ＋1時間毎 7,420円
※有料施設代は含まれません

所用時間・約3時間 ご注意・勝常寺：火曜日定休 所用時間・約4時間 ご注意・勝常寺：火曜日定休 所用時間・3時間～ ご注意・勝常寺：火曜日定休
問・会津乗合自動車㈱貸切 ☎ 0242-22-5559（要予約） 問・会津乗合自動車㈱貸切 ☎ 0242-22-5559（要予約） 問・広田タクシー ☎ 0242-75-2321
（要予約）
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4/17～30

小野町

夏井千本桜まつり

4/29～5/20

夏井川は、阿武隈山麓から発し小野
町夏井地区へ流れてきます。
「わたし
たちの郷土が美しい桜の里に、そし
てこの桜のもとに郷土の融和を」の
願いを込め、夏井・南田原井地区の
住民が両岸5㎞に渡り、ソメイヨシノ
の苗木1,000本を植樹したのが夏井
千本桜です。
桜まつり期間中は、
鯉のぼり100匹が
掲揚され、
露店でにぎわいます。
4/14
からは桜がライトアップされます。

猪苗代町

問・ジュピアランドひらた芝桜まつり実行委員会事務局（平田村役場産業課内）
☎ 0247-55-3115 場・ジュピアランドひらた

観音寺川桜まつり

※桜の開花状況に合せて実施するため、
日程は変更になる場合があります。

4/28～5/3
喜多方市

猪苗代町川桁地区にある観音寺川の両
岸約1㎞に咲き誇るソメイヨシノ(約160
本)の桜回廊。ゴールデンウィークに見頃
を迎えます。東北の代表的な桜88カ所
の桜の札所を巡る「東北夢の桜街道・第
11番札所」にも指定されており、県内外
から多くの花見客が訪れる町内でも有
数の桜の名所となっています。
期間中の桜まつりでは、屋台なども立ち
並び、夜には桜のライトアップもあり幻
想的な夜桜を楽しむことができます。

日中線記念館桜まつり・ライトアップ

日中線記念館は、
旧国鉄日中線が昭和59年
3月31日に廃止されたことに伴い、終着駅で
ある熱塩駅が記念館として保存されました。
記念館には駅舎のほか、
ラッセル車と客車が
展示されており、
駅舎は洋風のメートル間取
りの当時としては珍しい構造です。
駅舎の中
には、
鉄道資料が展示されています。
期間中は、駅を取り囲むように咲くソメイヨ
シノと八重桜が咲き、桜のライトアップが実
施されます。

（一社）猪苗代観光協会 ☎ 0242-62-2048
問・
場・観音寺川（ JR川桁駅より約150m）

4/17～5/6

2015ジュピアランド
ひらた芝桜まつり

ジュピ アランド ひ らたで は 、
1.7haの広大な敷地に約14万株
の芝桜が植栽されており、特に
ゴールデンウィークには大勢の
観光客が訪れる東北でも有数
の観光スポットとして、広く認識
されてきています。
また、
土日祝には昨年以上にイベ
ントを数多くご用意！
「2015ジュ
ピアランドひらた芝桜まつり」
へ
のご来場お待ちしております！

問・小野町観光協会 ☎ 0247-72-6938
場・夏井川千本桜（JR夏井駅より徒歩5分。電車本数にご注意）
料金・駐車場協力金あり
（詳細はHPにてご確認ください）http://www.onokankou.jp

4/25～5/6

平田村

問・熱塩駅よみがえらせ隊（喜多方市役所熱塩加納総合支所産業課内） ☎ 0241-36-2115
場・日中線記念館（喜多方市熱塩加納町）

飯坂温泉花ももの里

福島市

おもてなし茶屋開店します！

飯坂温泉花ももの里には、約80アールの敷地に世界の花ももが
約40種類植栽されています。これだけの品種の花ももを見られ
るのは全国でもここだけ。
4月17日
（金）
～5月6日
（水・祝）
の期間中はおもてなし茶屋を開店。
お客様に煎れたてのコーヒーと健康茶をおもてなし、
さらに飯坂
温泉名物のラジウム玉子といかにんじんの振舞いがあります。
なお、期間中、飯坂温泉駅から花ももの里までワンコインタク
シー（500円）が運行されます。
4月29日（祝）11：00～15：00には花ももの里まつりを開催！！
咲き誇る花のステージをバックに太鼓や三味線、弾き語りライ
ヴ演奏などが楽しめます。賞品がもらえるアトラクションなども
行われます。
問・飯坂温泉観光協会 ☎ 024-542-4241
場・飯坂温泉花ももの里（舘の山東斜面） 時間・9：30～16：00

4/11～26

福島市

あづま総合運動公園
サクラ光のファンタジー

4/18～19

福島市のあづま総合運動公園巨石広場にて桜のライ
トアップが開催中。照らし出された夜桜の姿を、幻想
的な雰囲気の中で楽しみませんか。
問・あづま総合運動公園みどり事業課 ☎ 024-593-1111
場・あづま総合運動公園巨石広場、福島市民家園
時間・18：00～20：00 注・火曜日定休

～6/30まで

福島市

福島市

第40回 土湯こけしまつり

福島市西部に位置する土湯温泉は、豊富な泉質を持つ秘湯ムード満
点の温泉です。東北有数のこけしの産地でもあり、おちょぼ口と明る
い表情が特徴です。土湯こけしまつりでは、第40回記念で制作され
た「絆こけし」がお披露目。こけしミニ色紙プレゼント（数量限定）や、
抽選付きこけし販売・トークショーなどイベント盛りだくさんです。

問・土湯温泉観光協会・土湯伝統こけし工人組合
場・土湯温泉町内 時間・10：00～17：00

☎ 024-595-2217

2015・春「ランチで食う
（クー）ポン」

毎年大好評の「ランチで食うポン」を今春も開催！ 1,000円以上の特別メニューが1,000円で食べられる、季節限定・特別企画です。
和・洋・中華、スイーツまで味自慢のふくしまのお店が63店舗勢揃い。ふくしまの食を満喫してください。
問・福島商工会議所

☎ 024-536-5511

場・福島市内飲食店63店舗で実施（クーポンは市内参加飲食店で配布中）ランチでクーポン 福島 検索
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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29日（祝・水） みしまの春さんぽ～山が芽吹く季節を歩こう～

【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）

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

5月2日
（土）

久慈川サイクリングロードから山つつじで真赤に染まる風呂山公園へ

5月2日
（土）

金川寺「八百比丘尼尊ご開帳」

5月3日
（日）

春爛漫・赤べこ発祥の地をのんびり歩く柳津堪能の旅

水郡線磐城塙駅から若葉の桜並木が続くサイクリングロードへ、久慈川の流れとと
もにウォーキング。100年ほど前に植えられた約4,000本の山つつじが咲き誇る風呂
山公園の散策を楽しんでみませんか。
【受付】磐城塙駅【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㎞

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。

【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）

花を観察したり、ゆっくりたくさん歩きたい方にオススメなコースです。春の妖精『カ
タクリ』が咲き乱れ、いまでは日本一のカタクリの群生地といわれています。
【受付】会津宮下駅【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9㎞

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。

【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㎞

美と長寿の守り本尊「八百比丘尼尊」のご開帳に合わせ、珍しい寺宝も拝観できま
す。比丘尼となった「千代姫伝説」
を郷土史家が語ります。
【受付】塩川駅待合室【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5㎞

春真っ盛りの只見川沿い、只見線沿いを歩きながら春の柳津を満喫するコースで
す。赤べこの絵付けでオリジナルの赤べこを作成してみてはいかがでしょうか？道の
駅には無料の足湯がありますので、疲れた時にご利用ください。
【受付】会津柳津駅【所要時間】約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約6㎞

4月4日
（土）
～4月29日（祝・水） 見頃の花見山ウォーキング
「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。

お申し込みは 駅からハイキング

【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㎞

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

駅 長 オススメの
4月25日
（土）郡山駅

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。

検索

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

小さな旅 ＆小さな旅行プラン
TEL.024-932-6001

万葉の花々「出会いの園」への探春

小さな旅

藤田川にかかる桜並木をお楽しみください。
四季の里緑水苑は万葉集に歌われた植物が観賞できる最北限にある植物園です。
【集合】喜久田駅【所要時間】約4時間25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㎞

ふくしまDC コース

イ ベ ン ト

4月25日
（土）
・26日
（日） 小野新町駅

4月25日
（土） 石部桜と鶴ヶ城の桜満喫ハイキング

TEL.0247-72-2615

巨木夫婦杉と夏井川千本桜ウォーキング

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㎞

小さな旅

推定樹齢1100～1200年の翁スギ、
媼スギを間近に見上げると壮観で威厳を感じます。
ふるさとの和合をとの願いを込めた夏井川の両岸5㎞に渡って咲いている桜（ソメイ
ヨシノ）
1,000本の眺めは見事です。
【集合】
夏井駅【所要時間】
約3時間10分【歩行距離】約6㎞

4月25日
（土） 土湯温泉「男沼・仁田沼の水芭蕉」ハイキング

4月26日
（日）会津若松駅

TEL.0242-22-0257

伊佐須美神社の薄墨桜と宮川の千本桜を巡る

水芭蕉の群生地をゆっくりとお楽しみいただきながら土湯の自然と温泉の魅力を
たっぷり味わってみてはいかがでしょうか。
【受付】土湯温泉バス停前【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12㎞

小さな旅

薄墨桜は、
「香りの薄墨桜」
と称され、開花すると神社境内は桜の香りに満ち溢れます。磐梯
山を背景にアーケード状に咲き誇る宮川の千本桜は、人々の憩いの場ともなっています。
【集合】会津若松駅【所要時間】約5時間50分【歩行距離】約4㎞

4月25日
（土） 満開！満腹！満足！短大生オススメ 春の喜多方散策

福島県立テクノアカデミー会津観光プロデュース学科は「観光業のスペシャリスト」
を育成する短期大学校です。観光を学ぶ学生ガイドのおもてなしにどうぞご期待く
ださい。長い冬が終わり、
ようやく春を迎えた喜多方に遊びに来ませんか？
【受付】喜多方駅待合室【所要時間】約5時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約7㎞

4月26日
（日） 春爛漫の喜多方 1000本のしだれ桜観賞と酒蔵めぐり

喜多方駅から続く3㎞、1000本のしだれ桜は旧国鉄日中線の廃線跡です。途中にあ
るSLや線路が往時を偲ばせてくれます。晴れた日には遠く雪を抱く飯豊連峰を望み、
しだれ桜のカーテンをかきわけながらハイキングを楽しめます。
【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8㎞

4月26日
（日） 旧越後街道の歴史と糸桜まつり

会津ころり三観音の立木観音は満願成就の「だきつき柱」
で有名です。糸桜境内の薬
王寺は特別御開帳。地元まちなかガイドによる楽しい解説もあります。糸桜まつりが
同時開催中ですので、坂下のおもてなしと特産品も是非お楽しみください。
【受付】塔寺駅【所要時間】約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約6.7㎞

4月29日
（水・祝） 郡山駅

TEL.024-932-6001

小さな旅

桜満開安積発展「礎」と「スイッチバック」の故郷を訪ねて

竹ノ内水力発電所は桜木に囲まれ美しく、沼上水力発電所は県内で二番目に作られた
貴重な建物です。沼上瀑布は新緑と滝でマイナスイオンたっぷりの癒しスポットです。
【集合】中山宿駅【所要時間】約4時間７分【歩行距離】約９㎞

4月26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

福島民家園「旧廣瀬座公演」の旅

旧廣瀬座は、伊達郡梁川町（現伊達市）にあった芝居小屋。
現在、国の重要指定文化財に指定されています。公演では、福島の民謡と三味線・古典落
語・筑前琵琶の演奏がお楽しみいただけます。
【集合】福島駅西口２F改札口前【所要時間】約6時間10分【歩行距離】約3.5㎞

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

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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