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DC特別公演
『檜枝岐歌舞伎』
ふくしま旧廣瀬座公演 期間：6/21㈰
明治20年頃（推定）に伊達郡梁川町（現伊達市）の広瀬川川岸に建
てられた芝居小屋です。広瀬川の度重なる氾濫で被害を受けまし
たが、全国的に見ても貴重なため、民家園にて復元されました。福
島を代表する伝統芸能を当時の芝居小屋でお楽しみください。
問：福島市文化課 ☎ 024-525-3785 場所：福島市民家園内旧広瀬座
時間：午前の部 9：30開場 10：00開演 午後の部 13：00開場 13：30開演

宮床湿原のワタスゲ（南会津町）

白河市 ご当地キャラこども夢フェスタ in しらかわ2015

全国のご当地キャラクター140体以上、中でも人気ランキングベスト10のキャラクターが大集合、笑顔と元気を
全国に発信します。40を超える福島県内のグルメ・物産ブースも集結する、東北最大級の一大イベントです。
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期間：6/6㈯～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。

ふくしまDCファイナルイベント

※前回SLふくしま
復興号の様子

SLふくしまDC号に 6
開催告知！ 「手を振ろう
！！」 28
日

ふくしまDC期間中のお客様の来県と震災以降の福島県への応援に対し
て「感謝」の気持ちを伝えるとともに、
「福島の元気」を発信するために沿線
から県民みんなで「SLふくしまDC号」に手を振りましょう！
横断幕やメッセージボードを作ってSLに想いを伝えるだけでなく、
パフォーマンスも大歓迎です！
※当日の様子は、車内よりカメラで撮影し、後日番組放送予定です。
（7/20（月・祝）テレビユー福島 キラリ☆ふくしま 19:00～19:54
（予定）
）

運行日

実施区間

6月28日㈰

福島（15：34発）～郡山（17：50着）
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土

日

23 24

停車駅
福 島・松 川・二 本 松・本 宮・郡 山

（15：34発） （16：16発）

福が満開、福のしま。
フェスタ 2015

（16：42発）
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ふくしまDC期間中の特別イベント「福
が満開、福のしま。」フェスタ2015が
JRA福島競馬場で開催されました。ご
当地グルメや郷土料理等の食をはじ
め、県内の各地域のブースが一同に集
まり観光・飲食・物販ブースを展開。
ステージでは、スパリゾートハワイアン
ズのダンシングチームや県内ご当地
キャラ、アイドルがパフォーマンスを行
い、多くの方にご来場頂くなど大いに
盛り上がった2日間になりました。

火

（17：27発） （17：50着）

金

19～22

JR大宮駅
「ふくしま産直市」で
観光PRブース設置！

5月19日（火）～5月22
日（金）J R大宮駅の西
口イベントスペースに
おいて、ふくしま産直市
が開催されました。
本県の誇る食や特産品の販売が行われる中
で、福島県の観光ブースを設置し、ふくしま
DC総合ガイドブックを始め、県内の市町村
の観光パンフレットの配布や観光情報を提
供するなど、DC期間中のふくしまの魅力を
PRしました。

各地の DCおもてなし情報

県中エリア 福島復興支援チャリティーコンサート

須賀川市

須賀川物産品展示販売

成増アクトホール

ボータン

6月19日
（金）13：00～

須賀川市出身、
門倉有希さん出演の福島復興支援チャリティーコンサー

トにおいて、福島県須賀川観光協会・東京都板橋区観光協会が後援と

なり、須賀川物産品展示販売さらには、須賀川市マスコットキャラク

ター
「ボータン」
が、
8月22日
（土）
開催 須賀川市釈迦堂川花火大会など
須賀川市の観光PRを東京都板橋区
「成増アクトホール」
で行います。
問：須賀川市観光交流課 ☎ 0248-88-9144
場所：成増アクトホール
（東京都板橋区成増3丁目11－3）

須賀川市釈迦堂川花火大会
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5月24日～7月上旬の毎週日・水・金 開園
西会津町

天空の郷・長桜観光ワラビ園開園

標高500mに位置する長桜地区
からは、町内や飯 豊 連峰が一
望でき、
まさに天空の郷にふさ
わしい地区で、
山の幸の宝庫で
す。
春の旬の山菜の天然のワラ
ビ採りが存分に楽しめます。

問：長桜地区（田崎真平）☎ 0241-45-3913
時間：8：00～11：00 料金：1人 2,000円

6/1～30

西会津町

大山まつり 6/6・7

3年続けてお詣りすればどんな願いも聞き
なさる野沢の山の神様・大山祇神社の春の
例大祭。毎週土日は御神楽奉納や野点が
行われます。
遙拝殿から本殿までの約4㎞の参道は、樹
齢400年以上の杉並木や2つの滝があり、
山の息使いが聞こえそうな静寂に包まれた
癒しのウォーキングコースとして人気です。
6月1日のオープニングセレモニーでは、
福島
県出身の若手演歌歌手 津吹みゆ が出演。
デビュー曲の
「会津・山の神」
などを披露。
問：にしあいづ観光交流協会 ☎ 0241-45-2213
場所：西会津町野沢 大久保地区

下郷町

問：安座村づくり有志会 ☎ 090-3756-0163
場所：西会津町野沢 安座地区 時間：
（各日）10：00～15：00

下郷町

ゆのかみ温泉 女将茶会
～○
（えん）
プロジェクト～

～大高嶺バラ祭～愛と絆100万年ウォーク

約100万年かけてつくられてきた、下郷町の自然・文化・風習などを楽しみ
ながら体感していただくウォーキングコースです。100万年ウォークコース
（約10㎞）、ハーフコース+体験（約6㎞）のコースがあります。
※今回はDC企画として下郷町観光協会で特別出展いたします！ウォーキング後の
つかれた体を足湯につかりながらの生ビールで癒してみてはいかがでしょうか♪

湯野上温泉駅の足湯

ゆのかみ温泉の女将が、お抹茶やお菓子で
おもてなし。新緑がまぶしい下郷町の、茅葺
き屋根が珍しい湯野上温泉駅で、お抹茶を
楽しまれてはいかがでしょうか。湯野上温泉
利用券5,000円分が当たるかもしれません！

問：下郷町商工会・100万年ウォーク事務局 ☎ 0241-67-3135 FAX：0241-67-3298
場所：湯野上温泉駅（スタート・ゴール） 時間：
（受付）8：00～（開始）9：00
料金：前売り・一般500円、小中学生300円 当日・一般700円、
小中学生500円
【地域応援割引きっぷもあります】
会津鉄道株式会社 ☎ 0242-28-5886 http://www.aizutetsudo.jp/

問：下郷町観光協会
場所：湯野上温泉駅
料金：300円

6/20

6/13

南会津町

安座のおとめゆりまつり
西会津町の花おとめゆりの
群生地で開催される安座の
おとめゆりまつり。
安座 集会所では地 元 産そ
ば粉100％の手打ちそばな
どが販売されます。
7日には、にしあいづ観光ク
ル ーの 撮 影 会も行われま
す。
ふるってご参加ください。
（撮影会は10：00～、14：00
～の2回行われます。）

6/14

6/7

西会津町

場所：西会津町睦合 長桜地区

6/21

ひめさゆりの郷ウォーク

スキー場のゲレンデに咲くひめさゆりをはじ
め、宮床湿原のワタスゲやハッチョウトンボな
どの貴重な動植物を見ながらウォーキングを
楽しみませんか？
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）8：30～（開始）9：45
料金：1人500円
（未就学児無料）事前予約必要
申込締切り日：6月8日
（月）必着

南会津町

☎ 0241-69-1144
時間：13：00～15：00

ひめさゆり祭

ひめさゆり開花のセレモニーを行います。郷土
芸能の披露や自然を活かした木工体験、地元
の出店など楽しいイベントが盛りだくさんです。
問：南郷観光センター ☎ 0241-64-5811
場所：ひめさゆり群生地前
時間：10：00～15：00
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南会津町

七ヶ岳山開き
七ヶ岳は名前の通り七つ
の峰が連なる山です。黒森
沢登山口から登って行くと
存在感のある護摩滝を見
ることができます。また、
山頂からは那須・男鹿岳塊
や会津駒ヶ岳、燧ケ岳など
の山々が一望でき、360度
の大 展 望を楽しむことが
できます。

問：田島観光センター ☎ 0241-62-3000
舘岩観光センター ☎ 0241-64-5611
場所：
（集合）田島地区：黒森沢登山口
舘岩地区：たかつえ木工センター
時間：
（式典）田島 8：00 舘岩 8：10

～６月の日・祝日

会津若松市

5月～6月の毎週 金・土・日

会津武家屋敷＆
会津藩主松平家墓所 特別ご案内

会津若松市

DC特別企画として会津武家屋敷と会津藩主松平家墓所をセットでご案内し
ます。会津武家屋敷では家老屋敷の当時の様子を詳しくご案内。また、新緑
を楽しみながら散策する会津藩主松平家墓所では、広大な敷地の見どころや
会津藩主の歴史について学ぶことができます。
問：会津武家屋敷 ☎ 0242-28-2525 場所：会津武家屋敷、会津藩主松平家墓所
注意：軽いトレッキングのご準備（体調、靴など）。雨天、状況により中止となる場合があります。
申込み：前日の17：00までに要予約
料金：1人1,200円
（会津武家屋敷見学、
案内料を含む）

6/13

会津若松市

大戸岳山開き

会津若松市内最高峰（1415.9ｍ）大戸岳のシーズン
中の安全を祈願し山開きを行います。大戸岳（闇川
登山口）は、中級から上級者向けのコースです。山頂
からは天気が良ければ飯豊連峰が望めます。

問：会津まつり協会 ☎ 0242-23-4141
場所：闇川登山口（クラガワトザングチ）
時間：
（山開き式典）6：30～ （登山開始）7：00～
http://www.aizukanko.com/event/156/

4/1～6/30

問：呑んべえウォーク実行委員会（H&T株式会社内） ☎ 0242-23-9611
場所：会津若松市内各所（参加店はHPでご確認ください）
http://nonbewalk.wix.com/nonbewalk
会津若松市

あいづ食の陣・春（アスパラガス）

会津若松市内の飲食店や宿泊施設などで、旬の
会津産食材を使ったメニューを味わうことがで
きる「あいづ食の陣」。
4月から6月までの3ヶ月間のテーマ食材は「会津
アスパラ」。市内79店舗で特別メニューの提供や
素材を購入することができます。
福島県のアスパラガス作付面積は全国第3位で、
そのうちの90％以上は会津地域で生産されて
います。産地ならではの新鮮な「アスパラガス」
をぜひご賞味ください！
問：あいづ食の陣実行委員会事務局（市農政課内）
☎ 0242-39-1253
場所：会津若松市内参加店舗（HP等でご確認ください）
http://aizu-shokuno-jin.jp/

6/12～14

福島市

呑んべえウォーク

会津若松市内にある居酒屋やスナックなど、飲食店約85店舗に加え、
6月からセカンドステージ突入！ランチタイム15店舗が加わり昼夜合計
100店舗が加盟して開催する飲み歩き、食べ歩きイベントです。
期間中「呑んべえリストバンド」を参加店に提示すれば１ドリンクやお
もてなしの一品のサービスが受けられます。
「呑んべえリストバンド」
を手首にまいて、街にくりだしましょう！

6/20～21

※写真は一昨年滋賀県で行われた物産展の様子

ハワイアンフェス in ふくしま飯坂

全国のハワイアン愛好者たちを一堂に会し、ハワイの雰囲気を味わえる
イベント！フラダンスやハワイアンソング、ハワイアンフードなどを温泉
街で披露！サクランボの振る舞いもあります。
※DC特別企画として今年限定で6/12（金）福島駅東口にて
前日祭を行います。

発酵食文化の魅力を全国に発信するイベント。東農大名誉教授の小泉武
夫さんらによるシンポジウムや、子どもたちが発酵食品について学べる
コーナーを設置。全国各地の発酵食品を集めた物産展も同時開催。

問：湘南フェスタ実行委員会（ハワイアンフェス in ふくしま飯坂）☎ 0466-53-4112
場所：6/12 福島駅東口、6/13・14 飯坂温泉特設ステージ
時間：6/12 13：00～ 6/13 13：00～ 6/14 10：00～

問：福島市観光コンベンション協会 ☎ 024-531-6428
場所：
（サミット）6/20・21 こむこむ
（物産展）6/18～23 中合福島店

福島市
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全国発酵食品サミット in ふくしま

5/25～6/13

檜枝岐村

山人（やもーど）春まつり

天上の楽園・尾瀬国立公園の玄関口の檜枝岐村。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
て生まれたのが山人（やもーど）料理です。檜枝岐村の郷土料理で、そば
や山菜、きのこ、イワナなどを使います。
尾瀬檜枝岐温泉観光協会では、季節の山の恵みを味わう企画として、4つ
の山人まつりを開催いたします。第１弾は「山人春まつり」として、檜枝岐
村内の旅館・民宿で山菜をはじめとする春の味覚でおもてなしを実施し
ます。また、特産品が当たるスタンプラリーも同時開催します。

尾瀬檜枝岐温泉に泊って、

食べて、温まって！

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（期間中の宿泊分）

6/7

いわき市

金刀比羅神社湯立神事

6/14

会津坂下町

第２回 町中ハイキング

いわき市にある金刀比羅（ことひら）神
社。日本三大金毘羅宮のひとつであり、
地元民からは"こんぴら様"として親し
まれている神社で、海上交通の守り神
であると共に、家内安全や商売繁盛、
交通安全の神として親しまれています。
建立以来斎行されており、大釜に沸か
した湯を笹の葉で交ぜ、周囲にしぶき
を散らします。しぶきにあたると厄難か
ら逃れられると言われており、神事に
使われた笹の葉は神棚に飾るとよいと
されています。
問：金刀比羅神社 ☎ 0246-43-1001
場所：金刀比羅神社 時間：11：00～

6/14

いわき市

道の駅あいづに集合し、町マイクロバスにより会津坂下町塔寺地区へ移動
します。その後、八幡コミュニティセンターで饅頭作り体験を行い、蒸し上
がりまで隣接する会津ころり三観音の立木観音を散策します。
蒸し上がり後は、磐梯山を眺めながら自分で作った饅頭を味わいます。

アリオスパークフェス

4～11月の毎月第2日曜日に、いわきアリオス前平中央公園にて開催。
キッチンカーや雑貨ショップなどが並びます。ステージショーもあり。

問：会津坂下町産業課商工観光班 ☎ 0242-83-5711
場所：会津坂下町八幡地区（塔寺）（集合）道の駅あいづ
時間：9：00～13：00 申込締切り日：6/11（木）

問：アリオスチケットセンター ☎ 0246-22-5800 場所：平中央公園 時間：11：00～

6/15～7/5

会津美里町

第35回 あやめ祭り

6/21

会津の総鎮守として2,000年もの歴史を誇る伊佐須美神社。隣接するあや
め苑は、色鮮やかな多くの種類の花菖蒲が咲き誇る回遊式庭園です。
会津美里町オリジナル品種「高田錦」は必見。晴れた日はもちろん、雨の日
にしっとりとした雰囲気を醸し出すあやめ苑は一見の価値があります。

鏡石町

第12回 鏡石あやめ祭り

約100種類4万株の町の花「あやめ」が咲き誇ります。メインイベントの、
あやめウォークは、公園内に咲き誇るあやめ園を眺め、田んぼアート、岩
瀬牧場を歩く約6㎞のコースです。午後１時から先着200名（予定）に「あ
やめの株」をプレゼント。また、飲食ブースでは、
「花より団子」として、平
成26年産田んぼアート米を米粉にした「団子」を販売します。

問：会津美里町観光協会 ☎ 0242-56-4882
場所：伊佐須美神社外苑 あやめ苑
時間：催しは祭り期間中、土日の10：00～16：00頃まで

問：鏡石町観光協会 ☎ 0248-62-2118 場所：鳥見山公園
時間：9：40～15：00 ※JR東日本「駅からハイキング」
タイアップ事業
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駅からハイキング＆ウォーキングイベント

※写真は全てイメージです。

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）

6月5日
（金）

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」

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㎞

6月7日
（日） 「高柴デコ屋敷」と「ひょっとこ踊り」三春駒の里巡り

6月14日
（日） 【阿武隈急行共同開催】
～6月28日
（日） 保原・梁川の鉄道今昔物語

郡山市西田町の「高柴デコ屋敷」は張り
子人形と三春駒の発祥の地です。
当日は「高柴デコ祭」が開催され、ユニ
ークなひょっとこ踊りは必見です。
【集合】三春駅
【所要時間】約4時間15分
【歩行距離】約10km

かつて、福島交通の路面電車が走っていた福島県県北地区。当時を偲ぶ数
少ない遺構物として残る路面電車を見学。
鉄道の魅力満載のコースです。

【受付】保原駅【所要時間】約6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

イ ベ ン ト

6月6日
（土） 「ゆる鉄」体験！フォト散歩と蔵のまち喜多方さつきまつり

6月13日
（土）

地元の愛好家が丹精込めて育てた、色鮮やかなさつき盆栽と蔵の白壁・土蔵とのコント
ラストが見事です。ちょっと足を延ばすと田園地帯を鉄路が通り、鉄橋や踏切、スーパー
の横を走り抜ける車両など被写体に事欠きません。
「ゆる鉄」体験のハイキングです。
【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5㎞

6月7日
（日）

蒲生氏郷が築いた城下町と伝統産業

職人の技と仕事に対する真摯な姿を通
じて頑固なまでに守り抜いた伝統産業
の良さを見つけてください。城下町の
基礎を築き、華をもたらした戦国大名
のエリート蒲生氏郷の功績も感じとっ
てください。
【集合】会津若松駅
【所要時間】約6時間30分
【歩行距離】約5km

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）

小さな旅 ＆小さな旅行プラン

会津で花開く漢方のこと「喜多方の薬草文化」

藩政時代の会津では高品質の「御種人参（薬用人参）」が栽培されていて、藩の重要な
資金源となっていました。20種の薬草をブレンドした人気の茶つくり体験を楽しめま
す。【集合】喜多方駅【所要時間】約3時間55分【歩行距離】約3.5km

幕末期の福島の歴史を感じながら痕跡地を訪ねて歩く

6月14日
（日）

幕末に暗殺された世良修蔵に関わりある痕跡地を巡り当時の人々に思いを馳せて
みませんか？
【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㎞

東和ロードレースコースを歩いて制覇

急な坂道が続くことで有名な、東和ロードレースコースを歩きます。途中、
スニーカー
のモニュメント等をご覧いただきます。
【集合】二本松駅【所要時間】約6時間40分【歩行距離】約12km

6月13日
（土） 新緑の甲子高原 森がもつ癒し効果で、森林セラピーウォーキング

6月27日
（土）

新緑の森や源流のせせらぎがもつ癒し効果で、心と体をリフレッシュ！
【受付】新白河駅【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6㎞

ニッコウキスゲ花まつりと雄国沼ハイキング

ニッコウキスゲのベストシーズンを迎
える雄国沼湿原。麓の荻平駐車場では
花 ま つりが 開 催 さ れ ま す 。標 高 約
1,100mの湿原を埋め尽くす、
美しくも可
憐なニッコウキスゲに圧倒されます。
【集合】
喜多方駅
【所要時間】
約4時間25分
【歩行距離】
約3.8km

6月13日
（土） 蒲生氏郷が築いた城下町と鶴ヶ城ぐるっと一周の旅

地元のボランティアガイドと共に鶴ヶ城をぐるりと一周し、普段なかなか目にできな
いお城の景色をご堪能ください。氏郷は、利休七哲の筆頭に数えられ、麟閣は、利休
切腹後に会津に蟄居した利休の子、千少庵からもらったものとされています。
【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8㎞

6月14日
（日） 国宝建造物が残る町並みと常磐炭田発祥の地を歩く

6月27日
（土）

県内唯一の国宝建造物白水阿弥陀堂と浄土庭園、そして常磐炭田発祥の地を巡りま
す。多様な歴史の面影を残す街並みを歩きながら、紫陽花の名所を巡るコースです。
【受付】内郷駅【所要時間】約3時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約8㎞

150種10万株の花菖蒲と天海大僧正の歴史

天海大僧正は、
ご両親が文殊院にご祈
祷したことで授かった子と言い伝えら
れています。龍興寺は、天海大僧正が
出家したと言われる天台宗の古刹で、
慈覚大師によって開山されました。
【集合】会津若松駅
【所要時間】約5時間50分
【歩行距離】約4km

6月14日
（日） “芭蕉まつり”と須賀川の街散策

歴史の街・宿場町・
「芭蕉まつり」
で須賀川を満喫します。新緑の季節を迎えた須賀川
の街をたっぷり歩いてみませんか？
【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㎞

6月21日
（日） “多彩”菖蒲めぐり～牧場の朝のまち あやめウォーク～

6月21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

日本初の国営牧場であり、唱歌「牧場の朝」発祥の地である岩瀬牧場（有料）を満喫
できます。鏡石町鳥見山公園内で、70種類4万株の色鮮やかな鏡石町の花“あやめ”
が咲きほこります。第12回鏡石あやめ祭りと同時開催となります。
【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6㎞

福島探訪「さくらんぼ狩り」

福島盆地の寒暖差でおいしく実った果
実をご堪能ください。名湯「高湯温泉峡」
で疲れを癒してはいかがでしょうか。
【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2㎞

6月21日
（日） 城下町白河の歴史に触れ「紫陽花」が咲く「せせらぎ通り」を歩く

戊辰戦争白河口の戦いに参戦した新撰組斎藤一隊長率いる隊士が宿営した柳屋旅
館や、
史跡を巡ります。
城下町を流れる谷津田川沿いに咲き並ぶ紫陽花を鑑賞します。
【受付】
白河駅【所要時間】約4時間40分（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約4.2㎞

6月27日
（土） まちなかの寺社仏閣と伝統産業

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。

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。その後ま
ちなかの酒造業や醸造業などの伝統産業に触れます。昼食は会津坂下の名物「冷や
しらーめん（有料）」
を召し上がれ。
【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
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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）

