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県全域

朝寝・朝酒・朝湯＋朝スペシャル

小原庄助のんびりプラン

矢祭町

ひがししらかわフラワー &
ご当地キャラフェスタ in 矢祭山公園
キビタンをはじめ東白川郡のゆるキャラやご当地
ヒーローが会場を盛り上げます。付近は観光スポッ
トが満載で四季折々の眺めは最高です。
問：福島県県南地方振興局企画商工部 ☎0248-23-1546

期間：5/9㈯・10㈰

猪苗代町 野口英世記念館リニューアルオープン

“朝寝・朝酒・朝湯”を楽しむ時間ほど贅沢なものはあ
りません。県内各地で温泉が湧く温泉の国・ふくしま
では、デスティネーションキャンペーン期間中、朝寝・
朝酒・朝湯に加え、＋αのおもてなしを提供します。
問：詳しくは各宿へお問い合わせください。

凱旋帰国100周年記念

２階建ての展示スペースは従来の1.6倍の広さになり、展示方法も最新の手法で世界で活躍した野口英世の生涯や時代背景が紹介されています。
また、新展示館内には日本で最初の試みとなる「細菌」をテーマとした展示コーナー「バクテリウム」をオープンしました。
料金：一般600円、小中学生300円、未就学児無料

問：野口英世記念館 ☎0242-65-2319
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今月の

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！

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。
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16～18
木

土

楽天Koboスタジアム宮城の楽天×日本ハム戦の冠協
賛を行い、ふくしまDCや観光、県産品などのPRを行い
ました。
試合では、
「 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」と銘打ち、畠副知事から両軍の
選手代表へ本県自慢のブランド米「天のつぶ」贈呈のほ
か、ふたば未来学園高校生による始球式、ご当地グルメ
や６次化商品の試食・販売コーナーの出展、球場ビジョ
ンでのPR、ふくしま隊やキビタン、八重たんによるパ
フォーマンスなどが行われました。

ふくしま産直市
上野駅コンコースで開催された産直市において、
ふくしま
DCの開催告知と福島県の観光PRを実施いたしました。
会場では物産展が開かれ福島県が誇る日本酒や特産
品・工芸品が販売されたほか、観光PRブースやステージ
を設置し、福が満開ふくしま隊による演舞やふくしま
HAPPY隊の福島県観光PRクイズ、参加団体や市町村
による観光PRを実施しました。
また、随時観光パンフレットのサンプリングを行うな
ど、参加者全員で上野駅を利用する多くの方に「福が満
開のふくしま」
の魅力を発信しました。
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24

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

JR上野駅

金

19

日

4

プレゼント&クーポンキャンペーン2015

第1回 抽選会を実施！

25・26
土

応募実績

2,744名様

日

首都園観光キャラバンを行いました

場所：目黒駅、大森駅（4/25）大井町駅、蒲田駅（4/26）

DC期間中の県内への誘客を図るため
に、
首都圏のJR駅において、
ふくしまDC
観光キャラバンを開催しました。

当選賞品数

246名様

開催告知！

1月9日～3月31日までの第１回応募期間が終了しました
ので、
プレゼントの抽選会を実施。
当選は発送をもって御
連絡となりますので、
皆様楽しみにお待ちください。
本企画は、
温泉、
食を中心としたクーポン付きスタンプラ
リーです。
温泉や旅館、
おすすめグルメ情報が入手できる
だけでなく、
クーポンでお得にふくしまを巡ることができま
す。
さらにスタンプを集めた方へ豪華賞品をプレゼント！
12月31日まで実施していますので
是非ご参加下さい。

JR八王子駅 ほか ……………5月2日㈯

首都圏観光キャラバン

JR大宮駅 …………5月19日㈫～22日㈮

ふくしま産直市で観光PRを行います。
首都圏のJR駅において、ふくしまDC開催のキャラバ
ンやPRブースの設置を行います。多くの方に福島県に
お越し頂けるよう、
PRをして参ります。

http://fukucam.jp/
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各地の DCおもてなし情報

会津エ
リ
ア 「ジヌよさらば～かむろば村へ～」
県中
エリ
ア

柳津町

ロケ地巡回バス『ほでなす号』運行

5月3日から11月までの日曜・休日運行
映画「ジヌよさらば～かむろば
村へ～」のロケ地を巡る、ロケ
地巡回バス「ほでなす号」が５月
３日（日）より運行します。
午前・午後に１本ずつで１日合
計２本運行。JR会津柳津駅から
道の駅会津柳津を経由してロ
ケ地を巡ることができます。
映画で見た、柳津町の豊かな自
然をぜひご覧ください。

C2015 いらがしみきお・小学館／「ジヌよさらば～かむろば村へ～」製作委員会

問：柳津町地域振興課観光商工班
☎ 0241-42-2114
料金：お一人様500円
所要時間：130分

土湯温泉

県北エリア 県北エリアの温泉と花を満喫しよう！

福島市

飯坂・土湯・高湯 温泉めぐりガイド!
土湯温泉「源泉探訪ツアー」
4月12日～6月28日の日祭日

土湯温泉源泉は、
温泉街から奥土湯を通
り抜けた片道約2㎞のところにあり、
この
源泉から毎分1,800ℓの温泉が温泉街に
24時間供給されています。
日頃は立入禁
止区域ですが、
春から夏にかけての源泉
探訪ツアーが開催されます。
問：土湯温泉観光協会 ☎ 024-595-2217
場所：土湯温泉街（3日前要予約）

飯坂温泉 鯖湖湯

飯坂温泉まち歩き

高湯温泉 あったか湯

５～６月の日曜日実施

奥州三名湯の一つに数えられる「飯坂温
泉」は、歴史が古く、町内(まちうち)には様々
な見所があり、地元のガイドが案内します。
「湯と坂のまち」
「摺上川・愛宕山」
「湯野」の
3つのコースを地元ガイドが案内します。

4月12日～6月28日の日祭日

普段は立ち入ることのできない源
泉の湧出口のすぐ側で、高湯温泉
の引き湯の仕方や温泉の管理方法
などを学びます。
温泉の歴史や入浴療養の効果の話
など、高湯ならではの特別な見学
会（20～30分）となります。見学会
の終了後の入浴は効果抜群。高湯
温泉通になりましょう！

問：飯坂温泉観光協会 ☎ 024-542-4241
場所：飯坂温泉
時間：約1時間30分（雨天時中止･小雨決行）
料金：一人100円
※要予約FAXにて申込 FAX 024-542-4753

飯坂温泉名物の
ラジウム玉子が
お花になって
お出迎え♪

高湯温泉源泉見学会

高湯26番源泉

問：高湯温泉観光協会 ☎ 024-591-1125
場所：共同浴場あったか湯駐車場下源泉滝の湯
料金：無料（見学会終了後のあったか湯入浴の場合は大人250円）
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各地の DCおもてなし情報

会津エ
南会津エ
リ
リ
ア
ア 南会津の玄関へようこそ。
県中
エリ
ア

下郷町

湯野上温泉駅

湯野上温泉で花・湯旅
湯野上温泉じゃらん発行！

難攻不落のMISSION発令！！『絆を深
める「深縁」スポット巡り』と題して、
湯野上温泉のご当地じゃらんが発行。
温泉地内のスポットを廻りスタンプを
押して、全てクリアすると素敵なプレ
ゼントがもらえます。

下郷町の民話が紙芝居になりました

下郷町の下野（しもつけ）街道
に伝わる伝説の「ヘイホウ石」。
「ヘイホウ」とは地元の言葉で
「お手玉」を意味します。
『昔、むかし…。』続きはぜひ紙
芝居を見にきてください。

しもごろーが会津鉄道「花咲くあいづ号」に登場！

今までは指さしナビで活動していた下郷町アプリ公式キャ
ラクターの
「しもごろー」
ですが、
会津鉄道の
「花咲くあいづ
号」
に登場しました！下郷町観光協会のオリジナルキャラク
ターとして町のPR活動をする日も近いかもしれません。
ぜひ、
花咲くあいづ号で
「しもごろー」
を探してください。
問：下郷町観光協会

☎ 0241-69-1144

紙芝居を
聞きにきてね！

問：湯野上温泉観光協会事務所（食の郷あいづの内） ☎ 0241-68-2822
場所：湯野上温泉など 配布場所：道の駅しもごう 他

問：下郷町観光協会 ☎ 0241-69-1144
場所：湯野上温泉など

場所：会津鉄道花咲くあいづ号

裏磐梯

会津エ
リ
ア 四季折々の美しい風景を体感できる村
会津エ
リ
ア
県中
エリ
ア

北塩原村

観光宿泊者拡大促進プロジェクト

旅行エージェント向け宿泊支援制度のお知らせ

昨年度創設した「観光宿泊者拡大促進プロジェクト」エージェン
ト支援金制度が大変好評につき、今年度も実施いたします。
この制度は、北塩原村へ宿泊実績1名につき1,000円の助成を旅
行会社が受けられる制度です。先着20,000名様に限られますの
でご利用ください。左記の日程で説明会を開催します。
ぜひご参加ください。
詳しくは

両会場とも4/27までお申し込みください。

東京会場（首都圏エリアエージェント向け）
開催日時：平成27年４月30日（木）13：30～
開催場所：全国町村会館第２会議室
（東京都千代田区永田町1-11-35）
※東京メトロ「永田町駅」より徒歩１分

福島会場（東北エリア・県内エリアエージェント向け）
開催日時：平成27年5月1日（金）13：30～
開催場所：コラッセふくしま 403会議室
（福島市三河南町1-20）

http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/docs/2015042100029/
問：北塩原村商工観光課

☎ 0241-32-2511 FAX 0241-32-3152 E-Mail：kankou01@vill.kitashiobara.fukushima.jp
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5-6
6
5/2

南会津町

南山の桜と歴史めぐりウォーク2015

5/17

南会津町

駒止湿原山開き

駒止湿原は、駒止峠の頂上付近に点在する湿原群
の一つで、ブナ林に囲まれた自然豊かな湿原で
す。ワタスゲ、ニッコウキスゲなど多くの高山植物
を観賞することができます。

問：南会津町観光物産協会 ☎ 0241-62-3000
場所：南会津町針生地内 時間：8：00
（集合）

5/23

尾白山山開き

南会津町

かつて山頂には郷社一ノ宮がまつられ、伊南郷の
雨乞いが執り行われた神聖な山です。尾根からは
眼下に箱庭のような町並みと伊南川が望め、唐倉
山から三ツ岩岳、会津駒ヶ岳が眺望できます。

問：伊南観光センター ☎ 0241-64-5711
場所：南会津町奥会津博物館伊南館 時間：7：00
（集合）

南会津町の豊かな自然と奥ゆかしい歴史をめ
るぐって、心と身体をリフレッシュ！「ぶらり歴
史めぐり・8㎞コース」、
「 歴史・文化と絶景めぐ
り健脚15㎞のコース」の2コース。南会津町特産
品が当たる抽選会や完歩証を贈呈します。遅咲
きの桜並木の下を歩きながら地域のおもてな
し（郷土料理）をご堪能ください！！
問：南会津町観光物産協会 ☎ 0241-62-3000
場所：南会津町田島地区
時間：受付9：00～10：00 スタート10：30
料金：参加費500円（大人・小人同額、未就学児童無料）
※当日参加可能

5/1～6/30
西会津町

会津ころり三観音「鳥追観音」
若葉祭開催中

会津ころり三観音の一つ「鳥追観音」の春の例祭。
仏都会津の祖・徳一大師が約1200年前に会津の西方浄土としてご開創。お堂
は東西御拝口・三方開き、四方上り口の日本唯一の特殊な構造。縁結び・子授
け・安産・子育て・厄除・長寿と様々な御利益があるとされています。例祭期間
中は特別御開帳されます。
問：如法寺鳥追観音寺務所 ☎ 0241-45-2061
場所：如法寺鳥追観音（野沢西平）

西会津ちゃり旅
レンタサイクルで町の中心地・野
沢地区周辺を巡る旅。
4～6月の
新緑の西会津路を楽しむ！体力に
合わせたコース設定が可能です。
実施期間

通年

bus
taxi

二次交通
information

料

金

レンタサイクル
（無料）

場

所

貸出場所：はまや旅館（JR野沢駅前）

所用時間：1～3時間
問：西会津町商工観光課 ☎ 0241-45-2213

5/2～7/5

西会津町

野口勝宏写真展
「福島の花」

福島県出身の写真家・野口勝宏氏が震災
後から撮り続けた福島の花の写真展。特
殊撮影技術により花の躍動的な生命力を
感じることができます。西会津わくわくイ
ベントスタンプラリー対象イベント。

問：西会津国際芸術村

5/31

西会津町

☎ 0241-47-3200

場所：西会津国際芸術村（新郷樟山）（イベントスタンプラリーに関する問合せ）西会津町商工観光課

第10回西会津フォルクスワーゲン大集合

世界の名車フォルクスワーゲンTYPEⅠ・Ⅱ・Ⅲ、歴代ゴルフなど約100台が大集合。
フリーマーケットやミニカー抽選会、ラジコンコーナーなどのミニイベントやグルメコーナー
も充実。車好きにはたまらない楽しいイベントが盛り沢山で家族みんなで楽しめます。
今回は第10回を記念して、旧越後街道の宿場町である野沢を会場として開催。さゆり公園か
ら会場までのパレード走行からイベントがスタートします。
西会津わくわくイベントスタンプラリー対象イベント
問：西会津クラシックカーで元気な町へ実行委員会（㈱西会津町振興公社） ☎ 0241-45-2025
（イベントスタンプラリーに関する問合せ）西会津町商工観光課 ☎ 0241-45-2213
場所：野沢中央通り商店街（野沢原町） 時間：10：00～15：00 料金：運営協力金：300円
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☎ 0241-45-2213

5/2・3

5/4

いわき市

5/10～6/28

いわき市

いわき湯本温泉さつきまつり

四倉町鎮守 諏訪神社例大祭

温泉神社の例祭に併せて開催されるまつり。
2日の宵祭りでは温泉神社に温泉の恵みを感
謝する温泉奉納、献湯式が行われ、3日の本祭
りでは神輿が賑やかに町内を練り歩きます。

海上安全・大漁満足・家内安全を祈願
し、本神輿、子供神輿合計10数基が町
中を渡御し、女神輿など、他地区には見
られない神事が行われます。

問：湯本温泉さつきまつり実行委員会
☎ 0246-42-4322
場所：いわき湯本温泉

問・場所：四倉諏訪神社

☎ 0246-32-2485

アクアマリン
蛇の目ビーチ潮干狩り
いわき市

JUBJUB【ジャブジャブ】ひがた・PICHPICH【ピチピチ】
いそ・RUNRUN【ランラン】はまの３つのエリアからな
る、広さ4,500㎡のはだしになって生き物に触れ合うこ
とができる人工のビーチ、アクアマリンふくしま「蛇の
目ビーチ」で潮干狩りを開催します。

問・場所：環境水族館アクアマリンふくしま
☎ 0246-73-2525

5/15～31
福島市

第12回クマガイソウの里まつり

国・福島県で 絶滅 危惧 種に指定しているクマガイソウ。約
15,000株の群生地を保護する活動の一環としてクマガイソウ
開花時期に合わせ『クマガイソウの里まつり』を開催。期間中
は特産品の販売や地元手打ち「藤八そば」を味わうことができ
ます。
（藤八そばは5/16から販売）
問：松川町観光協会 ☎ 024-567-2111
場所：福島市松川町水原鎌倉山地内 時間：9：30～16：00
保護活動協力金300円

5/3～5
福島市

四季の里春まつり

5/4
福島市

5/9

春のスカイランドまつり

ゴールデンウィークは福島市四季の里へ！
空いっぱいのこいのぼりの数当てクイズで
豪 華賞品をもらおう！ ステージショー、
ゲーム大会や、おいしい屋台も勢揃い！！

吾妻高原スカイランドでは、春まつりと題し
て、ニジマスのつかみ取りやアリスのマジカ
ルバルーンショーを開催。無料で参加でき
ます。

問・場所：四季の里 ☎ 024-593-0101
http://www.f-shikinosato.com/harumaturi15.pdf

問：福島市観光開発㈱ ☎ 024-591-2989
場所：吾妻高原スカイランド 時間：10：00～15：00

5/30

磐梯町

福島市

ふくしま復興・荒川フェスティバル

日本一の清流、
荒川の河川愛護を目的として、
荒川桜づつみ
河川公園を会場に、
芸能まつり、
ふれあい市場、
ステージ
ショー、
マーチングバンド、
フリーマーケットなどイベント盛り
だくさん。
ぜひご参加ください。
問：荒川フェスティバル実行委員会事務局
☎ 024-525-3756
（福島市建設部河川課）
場所：荒川桜づつみ公園及び荒川河川敷
時間：10：00～14：00 ※雨天時は、5月10日
（日）
に順延

5/31

ともし火と仏教声楽の夕べ

会津美里町

ともし火により幻想的に浮かび上がる金堂において、
声明が響き渡ります。声明とは、仏教の儀式・法要で
唱える一定のリズムと音律を持った声楽のひとつで
す。会津の仏教文化発祥の地にて、僧侶が唱える世
界最古の伝統音楽をご堪能ください。

炎の郷･向かい羽黒山城跡 ふれあい茶会

「炎の郷・向羽黒山城跡ふれあい茶会」は日本最大級の山城跡・向羽黒山
城跡や本郷地区で開催されます。山城につくられた茶席からは会津盆地
を見渡せ、山城の歴史に思いを馳せながら、お茶を楽しむことができま
す。直径約30cmの大きな抹茶碗で茶を楽しむ「大茶盛」が人気。当日は、
山城内の無料巡回バスが運行し、観光ガイドによる解説を行います。

問：磐梯山慧日寺資料館 ☎ 0242-73-3000 料金：観覧料：500円
（大人）
場所：史跡慧日寺跡 ※荒天時：磐梯町民体育館 時間：18：00開場 19：00開演

問：会津美里町観光協会 ☎ 0242-56-4882
場所：向羽黒山城跡 他 時間：10：00～15：00
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5/24

鏡石町

豊作祈願 田植え祭り

色の異なる稲を絵の具の代わりに、田んぼを１枚のキャンバス
に見立てて絵を描く『田んぼアート』。鏡石町図書館の４階から
眺るとあらふしぎ。
「窓から眺める絵本～もう一つの図書館～」
をコンセプトに事業を展開しています。今年の絵柄のテーマは
「浦島太郎」。乙姫は鏡石町公式キャラクターがコスプレ！？
全６色の稲のうち、緑色には「天のつぶ」
（福島県オリジナル水稲
米）を使用します。田植えにぜひご参加ください。

問：かがみいし田んぼアート実行委員会 ☎ 0248-62-2118
場所：鏡石町図書館（集合場所） 実施場所：鏡石町図書館北側水田（JR東北本線鏡石駅東側）

完成イメージ

5/31

相馬市

※JR東日本「駅からハイキング」タイアップ事業 田植えイベント～鳥見山公園～岩瀬牧場

みちのく潮風トレイルウォーキング
with 市民歩け歩け大会

5/29

会津坂下町

馬肉の日

5月29日はプレ馬肉の日イベント開催！！
会津坂下町馬食文化継承事業実行
委員会では、8月29日を「馬肉の日」
と制定し、たくさんの方に会津坂下
町名物馬肉を味わってもらう取組み
を行っています。
当日、町内の精肉店・飲食店各店で
馬肉増量サービスや割引、粗品贈呈
のキャンペーンを行います！！新鮮で
柔らかい馬肉を味わいに会津坂下
町へお越ください。
問：会津坂下町産業課商工観光班内
馬食文化継承事業実行委員会
☎ 0242-83-5711
場所：会津坂下町内精肉店舗・飲食店

青森県八戸市蕪島から相馬市松川浦までの700kmの区間を環境省が設定
した
「みちのく潮風トレイル 相馬区間」
ルートの一部区間をコースとした市
民歩け歩け大会を開催します。
※ふくしまDC期間中につき約11kmを完歩
できる方なら、
どなた様でも参加可能です。
参加者には、みちのく潮風トレイル公式バンダナを贈呈致します。ゴール
地点では、とん汁を無料配布致します。
（おにぎり等の軽食と水分補給を
ご用意いただき御参加ください。）
傷害保険加入等の都合上、出来るかぎり5/22（金）までに電話でお申込み
下さい。なお当日参加も可能です、奮ってご参加ください。

さくら

（会津ばんげ馬の会会員）

問：生涯学習課スポーツ振興係 ☎ 0244-37-2278
相馬スポーツツーリズム推進協議会 ☎ 0244-35-3300
場所：
（集合場所）相馬市民会館
スタート：相馬市民会館駐車場
折返し地点：松川浦環境公園
時間：7：45
（集合）～12：30頃終了予定
※荒天時は6/7に順延

5/3

古殿町

5/4

越代のサクラ祭り

昭和村

林野庁「森の巨人たち百選」に選ばれる越代のサクラのもとで行われるお
祭り。地元の地域おこし団体が主催で、奥州古殿流鏑馬太鼓の演奏や歌
謡ショー、露店の出店が行われます。5月3日が本祭り、5日がサクラ祭り
ファイナル。今年は5月4日にチェンソーアートショーも開催されます。
問：古殿町産業振興課

☎ 0247-53-4620

博士山水芭蕉まつり

国道401号博士峠の麓の白樺林に広がる数万株の水芭蕉の群生は一見の
価値あり。遊歩道が整備され散策しながら間近に水芭蕉を見ることがで
きます。当日は地元郷土食の出店やステージイベントも開催されます。
問：昭和村観光協会 ☎ 0241-57-3100
場所：昭和村小野川 水芭蕉としらかばの杜

場所：越代のサクラ公園
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時間：10：00～15：00

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）
～6月30日
（火）

5月9日
（土）

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

【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㎞

会津若松
「駅からまちなか歴史散策ガイド」

駅 長 オススメの

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。

5月9日
（土）

【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㎞

【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㎞

5月16日
（土） 郡山駅

伊達氏発祥の地を歩く史跡めぐり

小さな旅

TEL.024-932-6001

小さな旅

磐梯熱海温泉の街中を案内人とともに散策します。
トレッキングと郡山ユラックス熱海
で温泉につかり、心と体を癒します。
【集合】磐梯熱海駅【所要時間】約4時間15分【歩行距離】約10㎞

伊達氏の足跡を辿り、高子沼の自然に触れ合いながら歴史散策の旅に出
かけてみませんか。

5月17日
（日）

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

ふくしまDC コース

国見町

標高705mの要害山は、残雪のブナ林を訪ねる歴史と花の低山として、昔から地元の
人に親しまれています。戦国時代に水久保城が築かれたといわれ、展望がよく、残雪
の山々を見渡すことが出来ます。山頂にはブナ林が広がります。
【受付】只見駅前広場特設テント【所要時間】約3時間40分（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約4㎞

5月17日
（日）

イ ベ ン ト

福島駅

TEL.024-522-2043

阿津賀志山と「大藤」を楽しむ

小さな旅

旧街道に古来の息吹が宿る義経ゆかりの地、国見町。見事に咲いた藤の花をご堪能く
ださい。【集合】藤田駅【所要時間】約6時間40分【歩行距離】約16㎞

5月10日
（日） 春の花々が待つ残雪と新緑の要害山山開き

郡山駅

TEL.024-932-6001

春陽の「花と歴史の郷」と伊達政宗に思いを馳せて

小さな旅

国の登録有形文化財である
「蛇の鼻御殿」を見学します。天正13年（1585）常陸の佐竹
・会津の芦名等の連合軍と伊達政宗軍との合戦地「人取橋合戦跡」を訪ねます。
【集合】本宮駅【所要時間】約6時間【歩行距離】約10㎞

5月23日
（土） いにしえ夢街道と松平家の御廟を巡るハイキング

大龍寺にある山本八重の先祖が眠るお墓の墓標に刻まれた「山本家之墓」の文字
は、八重の自筆です。近藤勇の墓は、土方歳三が会津に来援したときに建立し、京都
の三条河原から持ち帰った勇の首があるとの噂があります。
【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10㎞

5月17日
（日）

二本松駅

TEL.0243-23-1274

若き政宗が天下を夢見た「小浜城」を訪ねて

小さな旅

若き伊達政宗が天下覇権を目指し、会津芦名氏攻めの本陣として居住した小浜城を
訪ねます。【集合】二本松駅【所要時間】約3時間50分【歩行距離】約5㎞

5月23日
（土） 土湯の「つつじ山公園・女沼」をハイキング

「つつじの花」や「芽吹き始めた緑の山々」の色とりどりの景観をお楽しみいただけま
す。つつじ山公園からは、つつじの花越しに吾妻連峰の山々をお楽しみいただけま
す。
また、道中では様々な山野草が楽しめます。
【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㎞

5月23日
（土） 郡山駅

郡山散策ソウルフードとの出会い

TEL.024-932-6001

小さな旅

郡山が生んだ偉人「安積 艮斎（あさか ごんさい）
」
と
「朝河貫一」の足跡をたどります。
郡山市民のソウルフード
「クリームボックス」
を食べくらべます。
【集合】郡山駅【所要時間】約4時間45分【歩行距離】約10㎞

5月23日
（土） まちなかの寺社仏閣と坂下の産業

まちなかの寺社仏閣を通じて会津坂下町の歴史や風土を感じてください。その後は
会津坂下町のこだわりのものづくりが体験できます。最後は県内一新しい道の駅あ
いづで、地元産品を使った昼食とお土産物が楽しめます。
【受付】会津坂下駅【所要時間】約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約5㎞

5月23日
（土） 会津坂下駅

TEL.0242-82-3972

赤べこ発祥の地で絵付けとあわまんじゅう作り体験

小さな旅

赤べこ発祥の地で、オリジナルの赤べこを作ってみよう！
柳津名物あわまんじゅう作りを体験した後は、柳津温泉で疲れを癒しましょう。
【集合】会津柳津駅【所要時間】約5時間30分【歩行距離】約5㎞

5月24日
（日） “豊作祈願”田植え祭り～2015田んぼアート～

鏡石駅東側の水田をキャンパスに“田んぼアート”を手掛けます。
絵柄にあわせて色とりどりの稲を植え付けます。
【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5㎞

5月24日
（日）

只見町観光まちづくり協会

TEL.0241-82-5250

自然首都・只見の新緑風景を巡る散策コース

5月30日
（土） 会津仏教文化発祥の地 磐梯町

小さな旅

昨年6月に東北初のユネスコエコパーク登録地となった只見町を地元まちなかガイド
がご案内します。質問も大歓迎！雪解けシーズン限定！残雪の山々とブナの新緑を歩き
ながらたっぷりご覧いただけます。
【集合】只見駅【所要時間】約4時間45分【歩行距離】約7.6㎞

慧日寺は、平安の初めに南都法相宗の高僧徳一によって開かれた寺院で、東北地方
では、開基の明らかな最古の寺院です。道の駅ばんだいでは、地元産の新鮮食材を使
用したお食事処や磐梯の特産品が買えるおみやげコーナーなどが充実しています。
【受付】磐梯町駅待合室外【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4㎞

5月31日
（日）

5月30日
（土） 華やかな時代をめぐる裡町散歩

会津川口駅

TEL.0241-54-2053

アザキ大根のお花畑＆山菜採りウォーキング

小さな旅

金山町の新緑やアザキ大根の花畑を案内人とともに散策します。
豊かな奥会津の自然で育まれた山菜を採ることができます。
【集合】会津中川駅【所要時間】約5時間45分【歩行距離】約17.1㎞

江戸時代には奥州街道沿いに「旅籠」が建ち並び「娯楽の街」
としても昭和初期まで
華やかだった街並みを巡ります。
【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㎞

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/

便利な観光周遊バス びゅうばすの旅

郡山駅（西口）9：50発▶開成山大神
宮▶世界のガラス館・猪苗代地ビー
ル館（昼食）▶中田観音▶立木観音
▶鳥追観音▶会津若松駅17：50頃着
▶会津武家屋敷駐車場18：10頃着

TEL.0242-22-0257

新緑萌える磐梯熱海～スプリングウォーク～

【阿武隈急行共同開催】

検索

会津若松駅

会津本郷焼の歴史は古く、蒲生氏郷が播磨国から瓦工を招き黒瓦を製造したのが始
まりとされています。昼食は地元美里町の新鮮な野菜をメインとしたビュッフェスタイ
ルでお楽しみいただけます。
【集合】会津若松駅【所要時間】約6時間30分【歩行距離】約7㎞

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。

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

会津本郷焼と日本最大級の山城向羽黒山城跡

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

5月17日
（日）
～5月31日
（日）

“俳句と牡丹の街”須賀川散策

290種、約7,000株の大輪牡丹が咲き競う牡丹園を散策します。松尾芭蕉が逗留した
地で句碑や記念館をめぐります。
【受付】須賀川駅改札口付近【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8㎞

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1日
（水）
～6月30日
（火）

インターネット専用コース

びゅうばすのお申し込み、お問い合わせは JR東日本の主な駅にある
「びゅうプラザ」
へ

郡山駅（西口）9：50発▶ジュピアラ
ンドひらた▶あぶくま洞（昼食）
▶堀
越のお人形様▶高柴デコ屋敷
（干支
人形絵付け体験）▶郡山駅（西口）
17：00頃着▶磐梯熱海駅17：40頃着

8

福島駅（西口）10：00発▶土湯温泉10：30
発▶高湯温泉11：00発▶（スカイライン）
▶浄土平（吾妻小富士）
（昼食）▶桧原湖▶
諸橋近代美術館▶五色沼▶五色沼バス停
16：35頃発▶郡山駅（西口）18：00頃着

