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高清水自然公園のひめさゆり
（南会津町）

磐梯町

5/30㈯ ともし火と仏教声楽の夕べ
6/5㈮～7㈰ 月待ちの灯り ～ライトアップイベント～

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。
問：磐梯山慧日寺資料館

☎ 0242-73-3000

二本松市 天の川と安達太良に咲く花をモチーフにした あだたらイルミネーション
あだたら高原スキー場のゲレンデに設置された200,000球の灯りが幻想的な風景
を生み出します。期間中は特別ナイトゴンドラも運行。

ゴンドラ料金：大人（中学生以上）1,200円、小人（4歳～小学生）700円 問：富士急安達太良観光 ☎0243-24-2141
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期間：5/16㈯～6/7㈰

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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土

八王子駅、立川駅、国分寺駅で観光キャラバンを行いました！
JR 八王子駅・立川駅・国分寺駅

ふくしまDC開催の周知と福島県の観光PRを行うため、首
都圏の八王子駅、
立川駅、
国分寺駅において、
観光キャラバ
ンを実施しました。
ゴールデンウィーク中ということで、
多く
の方が通行する場所でふくしまDC総合ガイドブックを始
め、
参加自治体の旅行助成のチラシ等を配布致しました。

開催告知！
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土

日

23 24

福が満開、福のしま。
フェスタ 2015

ふくしまDC開催に合わせて、福島市のJRA福島競馬場でイ
ベントを開催！ウルトラヒーローショーや、ご当地アイドル、キ
ング・クリームソーダ、フラガールがステージを盛り上げるほ
か、アクアマリンの移動水族館や東北サファリパークのふれ
あい動物園もイベント会場にやってきます！
県内のご当地グルメも大集合します。

まの
アクアマリンふくし
、
で
館
移動水族
う!!
海の生き物と遊ぼ

※イメージ

開催日時：5/23（土）、5/24（日）
場所：JRA福島競馬場
時間：両日ともに9：30～17：00

詳しくはこちらをクリック▶ http://www.tif.ne.jp/jp/topics/topics_disp.php?id=1178 【交通】
JR福島駅
（東口）
バスターミナル2、
3番のりばからバスで約15分、
「競馬場前」
下車。

開催告知！

各地の DCおもてなし情報

JR大宮駅

ふくしま産直市で
観光PRを行います。
日時：5/19
（火）10：30～20：00
5/20
（水）
・21
（木）10：00～20：00
5/22
（金）10：00～17：00
場所：JR大宮駅 西口イベントスペース

県南エ
リ
ア
県中
エリ
ア

チームしらかわ ９uality「９ualityの日」開催！

JR新白河駅において、県南地
方の 9 市 町 村（ 白河 市 、棚 倉
町、塙町、矢吹町、矢祭町、泉
崎 村 、鮫 川 村 、西 郷 村 、中島
村）が特産品の販売、観光PR
等を行います。新緑の「しらか
わ」へ是非お越しください。

場所：JR 新白河駅
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９ualityの日 スケジュール

5月23日
（土）
西郷村・24日
（日）
鮫川村
5月30日
（土）
塙 町・31日
（日）
泉崎村
6月13日
（土）
棚倉町・14日
（日）
矢祭町
6月20日
（土）
中島村
6月27日
（土）
矢吹町・28日
（日）
白河市

5-6
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5/25～6/13

檜枝岐村

山人（やもうど）春まつり

山人料理は檜枝岐村の郷土料理で、猟や木工品作りなど山で働く男達
が食べた料理です。檜枝岐村は高地であるため、稲作に適さず、村民が
米に頼らず地元の産品をおいしく食べる方法を模索して生まれました。
そばや山菜、きのこ、イワナなどを使います。
山人春まつり期間中、村内の旅館、民宿で春限定のサービスやおもてな
しを行います。旬の採れたての山菜をふんだんに使った料理や季節の
花で、県内外のお客様を歓迎致します。
問：尾瀬檜枝岐温泉観光協会 ☎ 0241-75-2432
場所：檜枝岐村内の旅館、民宿
注意：一部対象外施設がありますので、予約時に確認してください。

5/23

昭和村

御前ヶ岳登山

5/31

☎ 0241-57-3100

赤面山 山開き

那須連峰の連なる甲子連山・赤面山
（あかづらやま）
は、
1,701ｍの標高を誇
り、一帯はブナやダケカンバの原生林が残る山です。山頂ではシャクナゲ
などを楽しむことができ、
毎年5月最終日曜日に山開きが開催されます。
先
着600名に記念バッジ贈呈や豪華景品が当たる抽選会が開かれます。

高倉宮以仁王と紅梅御前の伝説が残る御前ヶ岳（ごぜんがたけ）。
標高1,233ｍ。登山入り口から山頂まで約2.5㎞、往復3時間の道のりで、中
級者向けの山です。途中にはブナの原生林や紅梅御前と桜木姫伝説の史
蹟などもあります。当日は先着200名様に記念バッジ配布と豚汁の振る舞
いが行われます。
問：昭和村観光協会

西郷村

問：西郷村観光協会 ☎ 0248-25-5795
場所：
（受付）西郷村旧白河高原スキー場

場所：昭和村大芦畑小屋登山口
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川内村

時間：7：30 受付開始

いわなの郷20周年第一弾 感謝祭

川内村は清流にのみ生息する幻の魚『イワナ』が釣れることで有名です。い
わなの郷の敷地内には、イワナの釣り堀、イワナの養殖所、レストラン幻魚
亭、体験交流館があり、釣って、食べて、学んで、体験できる空間を用意して
います。
20周年の感謝を込めて、釣り大会や
力士による餅つきを行います。また、
全員にかわうちの湯入浴割引券をプ
レゼントします。震災後2013年6月よ
り再オープンしたいわなの郷、是非、
自然豊かな場所で心身共にリフレッ
シュしませんか！
問：いわなの郷 幻魚亭 ☎ 0240-38-3511
体験交流館 ☎ 0240-25-8809
場所：いわなの郷
時間：9：00～15：00

Photo 手配中
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5月中旬～下旬
福島市

梨園のローズガーデン

「梨園のローズガーデン」と名づけ、梨畑沿い
500mにわたるテーマ別ガーデンに600種類、
1,300株 以上のバラ（オールドローズ、モダン
ローズ、イングリッシュローズ、フレンチローズ）
や100種類以上のクレマチス、数多くの宿根草
などが咲き誇ります。
※個人のお庭になりますので、迷惑にならない
時間帯にご観賞ください。
問：福島市観光案内所 ☎ 024-531-6428
場所：佐藤梨園（福島市下野寺字新田北）
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下郷町

6/13

歴史と自然に触れ合う

100万年ウォーク

南会津町

珍しい茅葺き屋根の駅舎、湯野上温泉駅からスタートし、塔のへつりや
中山風穴公園といった下郷を代表する観光スポットを一周し、湯野上
温泉でゴールします。100万年かけて造られてきた下郷町の自然や、文
化を体感しつつウォーキングを楽しむことができます。オオタカネバラ
やアイヅシモツケの観賞や、人々とのふれあいなど1日で多くの貴重な
体験ができます。

問：南郷観光センター ☎ 0241-64-5811
場所：南会津町会津高原南郷スキー場 時間：
（受付）8：00～（開始）9：00
料金：1人500円
（未就学児無料）事前予約必要 申込み締切り日：6月6日

問：下郷町商工会 ☎ 0241-67-3135
場所：
（受付）下郷町商工会 時間：
（受付）8：00～（開始）9：00

5/30

二本松市

木幡の幡祭り

二本松の提灯祭り

二本松！お祭り三昧！大集合！

問：二本松市役所観光課 ☎ 0243-55-5095
場所：県立霞ヶ城公園（箕輪門下）
・郭内通り ほか 時間：11：00～21：00

二本松の提灯祭り
丹羽公が二本松藩主として、二本松神社を祭っ
たのが提灯祭りの始まりと言われています。町
内の太鼓台が市内中心部に集合、二本松神社の
御神火で一斉に提灯に火がともります。1台に
300余の提灯をつけ7台の太鼓台が情緒豊かな
祭り囃子の調べに合わせ市内を練り歩くさまが
壮観です。10月4・5・6日の3日間に行われる秋祭
りがDC特別企画として5月に大集合します！
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小浜の紋付祭り

平成27年12月、二本松市は平成の大合併後の新市施行10周年
を迎えます。10周年の記念に『ふくしまDC』の開催に合わせて二
本松の秋・冬の代表的な祭りを一堂に会した夢のイベントを実
施！二本松の提灯祭り・針道のあばれ山車・小浜の紋付祭り・木
幡の幡祭りなどの二本松を代表する祭りが一度に見れる今回
限りのスペシャルイベントです。

ひめさゆりの郷ウォーク

南郷スキー場のゲレンデに咲くヒメサユリや、宮床湿原に咲くワタスゲ、ハッ
チョウトンボなど、美しい自然を感じながら、ウォーキングを楽しむことがで
きます。5㎞コース、10㎞コース、15㎞コースの3コースから選べ、清々しい空気
が流れるナラ林や伊南川の堤防など、自然豊かなコースをめぐることができ
ます。同時にひめさゆりフォトコンテストも開催されています。

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

ふくしまDC コース

い つ で も

4月1日
（水）
～6月30日
（火）

5月16日
（土） 新緑萌える磐梯熱海～スプリングウォーク～

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

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㎞

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）

小さな旅

※さはこの湯公衆浴場（入場は有料となります。）

会津若松
「駅からまちなか歴史散策ガイド」

5月17日
（日） 阿津賀志山と「大藤」を楽しむ

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㎞

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17日
（日） 春陽の「花と歴史の郷」と伊達政宗に思いを馳せて

【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㎞

5月17日
（日） 【阿武隈急行共同開催】
～5月31日
（日） 伊達氏発祥の地を歩く史跡めぐり

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㎞

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。

【受付】阿武隈急行 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㎞

5月17日
（日） 若き政宗が天下を夢見た「小浜城」を訪ねて

ふくしまDC コース

イ ベ ン ト

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） いにしえ夢街道と松平家の御廟を巡るハイキング

5月23日
（土） 郡山散策ソウルフードとの出会い

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㎞

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） 土湯の「つつじ山公園・女沼」をハイキング

5月23日
（土） 赤べこ発祥の地で絵付けとあわまんじゅう作り体験

「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㎞

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23日
（土） まちなかの寺社仏閣と坂下の産業

5月24日
（日） 自然首都・只見の新緑風景を巡る散策コース

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㎞

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31日
（日） アザキ大根のお花畑＆山菜採りウォーキング

5月30日
（土） 会津仏教文化発祥の地 磐梯町

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㎞

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㎞

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。

5月30日
（土） 華やかな時代をめぐる裡町散歩

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㎞

えきねっと

検索

主な駅にある専用パンフレットをご覧いただくか、
コースの詳細・お申し込み JR東日本のホームページをご覧ください。
駅からハイキング

検索

駅長オススメの小さな旅

検索

※駅からハイキングパンフレット
（イメージ）
※駅長オススメの小さな旅パンフレット
（イメージ）

便利な観光周遊バス びゅうばすの旅

◆出発日／5/8
（金）
～6/28
（日）
の金・土・日曜日
◆食事／昼食1回付
◆乗車場所／新白河駅
（東口）
新白河駅
（東口）
10：05発▶白河小
峰城・集古苑・白河市内街中散策
（昼食）▶大内宿▶鶴ヶ城公園▶
飯盛山▶会津若松駅17：40頃着▶
会津武家屋敷駐車場18：00頃着

びゅうばす共通のご案内

運行：ジェイアールバス東北

復興応援！

復興応援！

◆出発日／5/16
（土）
～6/28
（日）
の土・日曜日
◆食事／昼食1回付
（漁師御膳）
◆乗車場所／湯本駅

◆出発日／5/16
（土）
～6/28
（日）
の土・日曜日
◆食事／昼食1回付
◆乗車場所／福島駅
（西口）

湯本駅10：30発▶国宝白水阿弥陀堂（観
光）▶いわき・ら・ら・ミュウ（昼食）▶塩
屋崎（震災学習）▶浜風商店街（復興応
援）▶とまとランドいわき（収穫体験）▶
いわき駅17：10頃着▶湯本駅17：30頃着

福島駅
（西口）
10：30発▶霊山▶復興
チャレンジグルメ
（昼食）
▶相馬市伝
承鎮魂祈念館▶相馬中村神社▶か
しまの一本松▶道の駅南相馬▶道
の駅川俣▶福島駅
（西口）
17：50着

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

※お1人様よりご利用いただけます。 ※バスの乗車場所には出発時刻の10分前までにご集合ください。 ※出発時刻を10分過ぎますと、
お客様がご乗車されない場合でも、
出発させていただくことがございます。
あらかじめご了承ください。
交通状況により駅への到着が遅れることもございますので、
お帰りの列車については余裕を持ったお時間をご指定ください。 ※道路状況・天候等によりコースの変更や、
予定通りの運行ができない場合がございますのであらかじめご了承ください。
※基本発着時刻を記載しておりますが、
交通渋滞等により予定よりも見学時間が短くなる場合もございます。 ※添乗員の同行はございません。 ※花の開花状況は天候などの影響により左右される場合がございます。
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