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伊達市

伊達政宗が戦勝祈願した由緒ある神社

梁川八幡神社 特別御開扉
応永33年（1426）伊達家11代持宗が造営上棟したもの。独眼竜政宗が
天正10年4月に参詣した社です。約600年ぶりに「御尊像特別御開扉」
が決定。農業、商工業、子育て、学問、運動に縁が深い御祭神です。
道ひらき八幡として長い伝統と格式のある八幡様です。

いわき市

検 索

期間：9/30㈬ まで

龍興寺の古代蓮（会津美里町）

スパリゾートハワイアンズ50周年記念 ポリネシアン・グランドステージ

「 BIG MAHALO！！」～ありがとう・ありがとう・ありがとう～

フラガールによる夜のポリネシアンショーが、50周年をきっかけに新しく進化します。従来のダイナミックなショーに、
プロジェクションマッピングという新しい「光」を加え、今までにない演出効果を実現！！
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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。

6

土

日
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しらかわの地にキャラクター大集合！大賑わい！

平成26酒造年度全国新酒鑑評会金賞受賞数

ご当地キャラこども
夢フェスタ in しらかわ 2015

白河の地に、県内をはじめとした
ご当地キャラクターなど約190の
キャラが集合し、
豪華共演を果た
しました！ 県 外の人 気キャラク
ターも来県。
多くの家族連れが訪
れ、
華やかな２日間となりました。
会場内ブースに、ふくしまＤＣ総
合ガイドブックを中心とした観光
パンフレットを設置し、来場され
た皆様に県内の観光情報をＰＲ
しました。

場所：白河市小峰通り、白河駅前イベント広場、白河市役所裏駐車場、コンピュエーニュ広場など
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土

開催告知！

日

27 28

今回で103回を数える歴史ある全国新酒鑑評
会において、
福島県の日本酒28銘柄が入賞、
そ
してその中から特に品質の良い金賞に全国最
多の24銘柄が輝きました！都道府県別の金賞
受賞数で3年連続全国1位です ! ぜひこの機
会に
「日本一のふくしまの酒」
をご賞味ください！

ふくしまDCクロージングイベント開催予定！

6月末を持ちまして、
ついにふくしまDCが閉幕となります！
この閉幕に合わせて、
6月27日
（土）
～28日
（日）
には、
県内各地でクロージングイベントを開催予定です。
また、東北本線では、SLふくしまDC号も運行され、28日
（日）
は
『ふくしまＤＣファイナルイベント SLふ
くしまDC号に
「手を振ろう！」』
を開催します。県内の皆様はふくしまDC期間中の来県や復興支援へ
の感謝の気持ちを伝える機会ですので是非御参加下さい！
（『ふくしまDCファイナルイベント SLふくしまDC号に「手を振ろう！」』の詳細は、P.6をご覧下さい。）

※写真は昨年の様子

まだまだ間にあう！ふくしまDC特別企画
伊達政宗が戦勝祈願した由緒ある神社

県北 梁川八幡神社 特別御開扉
伊達市

期間：9/30㈬ 9:00～16:30

応永33年（1426）伊達家11代持宗が造営上棟したもの。独眼竜政宗が天正10年4月
に参詣した社として有名です。約600年ぶりに御尊像を特別公開しています。
明治の面影残す

県北 「檜枝岐歌舞伎」ふくしま旧廣瀬座公演
福島市

県中エリア 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た「おもてな
し女子駅弁」。県中地域12市町村
のおもてなしが詰まった駅弁で
す。
ぜひお楽しみください。

期間：6/21㈰

旧廣瀬座は、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。
第29回

県北 ほろ酔いウォーク2015
福島市

食べる観光パンフレット

県中 おもてなし女子駅弁

三百年続く人形作りの歴史・文化にふれあう

県中 高柴デコ屋敷・デコ散歩
郡山市

期間：6/26㈮、27㈯

飯坂温泉街にある飲食店で一晩に5軒飲食して3,500円という飲食イベントを実施! 飲食店を5
軒回った後にはお楽しみ抽選会もあります。楽しく食べて、飲んで賞品をゲットしてください。

「張子人形の里 高柴デコ屋敷」。
その集落を張子
人形の職人が案内人となりご紹介して歩きます。
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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。

竹灯と幾千のイルミネーションが織りなす

凱旋帰国100周年記念

県中 あぶくま洞「竹取物語」
田村市

会津 野口英世記念館 リニューアルオープン

あぶくま洞内「月の世界」において、
約1万球のイルミネーションと竹灯
りで演出し、幻想的な「竹取物語」の
空間を造りました。

3つお参りすればコロリと逝ける

会津 会津ころり三観音

期間：竹取物語は6/30㈫まで（予定）

西会津町・会津坂下町・会津美里町

小野町の学生に昔から親しまれている思い出のグルメ

県中 おのまち小町アイスバーガー
小野町

会津エリア

相馬市

ゴルフするなら、迷わず、
しらかわ打!！

南相馬市

鶴ヶ城天守閣再建50周年記念企画

会津 天守閣リニューアル

大震災を乗り越え今なお空高く幹をのばす

南相馬市

いわき 塩屋埼灯台復旧と雲雀乃苑（ひばりのその）

期間：4月～6月

鶴ヶ城天守閣再建50周年記念企画

※土日祝日のみ 11:00～16：00

いわき市

約400年前の自由市「十楽」を現代に再現！当時の食を再現した食楽ブース、匠の技
を展示・販売する匠楽ブース、伝統工芸品への絵付けなどの体験ブースが並びます。

鶴ヶ城天守閣再建50周年記念企画

会津 会津武家屋敷&会津藩主松平家墓所案内

スパリゾートハワイアンズ50周年記念ポリネシアン・グランドステージ

期間：4月～6月※日・祝日のみ

いわき市

期間：6/30㈫まで 9:00～16：30

いわき市 復興を願うオーナーたちが集まり、日
本の夜明け、福島の夜明けをいわき
から発信するためにオープンしまし
た。昭和レトロ感にひたりながら、美
味しい食事とお酒をどうぞ。

期間：6/28㈰まで※土日祝日のみ
朝寝・朝酒・朝湯＋朝スペシャル

県全域 小原庄助のんびりプラン

喜多方市 2階建ての車体を大きな馬が牽引し、ガイド
による中心市街地のご案内や普段見られな
い蔵見学を含めたまち歩きができます。

チェック！

全エリア 県内各地で温泉が湧く温泉の国・ふくしま
では、DC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。

期間：4月～6月

喜多方市 地域のお宝と魅力溢れる喜多方市をステージに、地元の人たちが贈る手づくり博覧
会です。
ご当地グルメや花のイベント等のたくさんのメニューでお待ちしております。

会津 迎賓館 DC特別公開

フラガールによる夜のポリネシアンショーが、50周年をきっかけに新しく進化します。従来のダイナミッ
クなショーに、プロジェクションマッピングという新しい「光」を加え、今までにない演出効果を実現！！

復興飲食店街
いわき「夜明け市場」

会津若松市 御三階は内部が四層になっており密議の場所として使用されたといわれて
います。非公開だった一層部分と収蔵品を特別公開しています。

会津 きたかた喜楽里博

海抜70ｍの灯台から一望する太平洋は圧巻です。
また、震災当時の様子を震災
写真を見せながらその体験を語ってくれます。

～ありがとう・ありがとう・ありがとう～
いわき「 BIG MAHALO！
！」

会津武家屋敷と墓所をセットでご案内。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の歴史について学ぶことができます。

蔵のまち喜多方

東日本大震災により一本だけが生き残った一本松。復興
のシンボル「かしまの一本松」
を是非ご覧下さい。

東日本大震災からの復興を実感する。

会津 會津十楽 (あいづじゅうらく)

会津 「蔵馬車」復活

鎧甲冑スタイルで街へ出れば、気分はタイムスリップ！スタッフ
が着付けから街歩きのおすすめポイントまでサポートします！

相双 かしまの一本松

会津若松市 天守閣再建50周年を記念してリニューア
ルオープン。
「 サムライシティ」をテーマ
に会津の武家文化を新たな展示や映像
でご紹介します。

鶴ヶ城天守閣再建50周年記念企画

松川浦の観光産業復興の為に、各店舗が旬の食材を活かした
メニューを考案しており、春、秋、冬でメニューが変わります。

相双 SAMURAI コスチューム体験

福島県の南部、JR東北新幹線新白河駅を中心とする「しらかわエリア」内には、
県南エリア
魅力ある多彩なゴルフ場が数多くあります。

会津 御三階 DC特別公開

酒どころ会津では、DC期間中「あいづ呑んべえウォーク」、
「酒蔵探訪のんびりウォーク」、
「会津清酒屋台村」「
、ほろ酔い会津の地酒列車の旅」等イベントが盛りだくさんです。

相双 松川浦復興チャレンジグルメ

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した。

県南 ゴルフタウンしらかわ

会津若松市

健康で長患いせずに「ころり」
と往生できるといわれています。
オリジナルの御朱印帳を片手に、三観音を巡ってみませんか。

会津 酒どころ会津 地酒イベント

震災からの復興、復興式と桜まつり

会津若松市

期間：6/28㈰まで※土日祝日のみ

福島の酒が三年連続「全国新酒鑑評会」
金賞受賞数日本一

内側を焼いたバンズの中に、冷たいアイスを挟
んでチョコレートソースをトッピング。バンズの
カリッとした食感と、アイスのひんやり感が抜
群の相性。ぜひ、一度ご賞味ください。

県南 白河小峰城再オープン
白河市

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を紹介します。
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」をオープンします。

猪苗代町

期間：６/30㈫まで（予定）9:00～16:00

オプションとしてロイヤルティーセットや、明
猪苗代町 案内人の解説付きで特別一般公開。
治のドレス試着体験など、
プレミアムな体験が盛りだくさんです。
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【二本松市】あだたら高原岳温泉

鏡が池 碧山亭

安達太良山の麓、岳温泉・鏡が池碧山亭の小原庄
助のんびりプランをちょっとご紹介。
朝寝・朝酒・朝湯に、
「朝ざく」がプラス！
二本松の郷土料理の
「ざくざく」
が朝食に登場したり、
地酒の
「大七酒造・奥の松酒造・檜物屋
（ひものや）
酒造店」のお酒を朝から堪能することができます。
工夫をこらした案内板も館内で目をひきます。

6-7

6/15～7/5

会津美里町

第35回 あやめ祭り

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。
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

6/20・21

6/21

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。

国見町

首都圏の女性限定企画

「新緑のふくのしま

3つ星のおもてなし

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

くにみしゅらん」
バスツアー

鏡石町

※前回のツアーの様子。

「新緑のふくのしま 3つ星のおもてなし くにみしゅらん」で国見町の歴史
や自然や味覚を堪能してみませんか？
大正時代に建てられた洋館「奥山家住宅
（国登録有形文化財）
」でのディ
ナー・コンサートや農業体験など、
私たちの暮らしに溶け込んだ伝統と文
化を五感を通して楽しんでいただくツアーです。参加費無料。
（ただし、
自
宅とJR福島駅間の交通費は自己負担となります。
）
応募者多数の場合、
抽
選とさせていただきます。
問：国見町まちづくり交流課商工観光係 ☎ 024-585-2238
場所：奥山家住宅ほか 料金：無料（交通費別途）

6/19～21

南会津町

6/21

会津高原チロリアンフェスタ

磐梯町

第16回 廐嶽山祭り・山開き

厩嶽山
（うまやさん）
祭りは、
会津地方における馬頭観音信仰の中心とし
て、
農耕馬の無病息災、
安全守護のため一緒に参拝したとされる1300年の
歴史がある祭りです。
農業の機械化により馬がいなくなり、
祭りも昭和30年
に一時途絶えましたが、
平成12年に復活しました。
また、
馬を先頭に
「うつく
しま100名山」
に選ばれた厩嶽山への登山イベントもあわせて行われます。
当日は、
地域の方特製の笹餅や地ダケ汁の振る舞いもあります！
問：磐梯町商工観光課 ☎ 0242-74-1214
場所：廐嶽山（集合）榮川酒造㈱駐車場 時間：
（受付）7：00 予定（出発）8：30

6/27
南会津町舘岩地域の会津高原地
区にあるペンションは、風景や建
物がヨーロッパのオーストリアの
チロル地方に似ていることから
「チロリアンビレッジ」と呼ばれ
ています。
チロルの雰囲気を味わいながら
満喫できるイベントを開催します。
子供から大人までのディアンドル
衣装のレンタルもありますので、
ご
家族で是非お出かけください。

いわき市

いわき

ゴスペルフェスティバル2015

6月19日（金） イベントプログラム
14：00～16：00開会式・フォークダンス

東日本大震災復興支援をゴスペルで！
あなたと一緒に歌いたい♪ いわきゴスペル
フェスティバル2015が開催されます。入場は
無料です。事前にキッズクラス、大人クラスの
ゴスペルワークショップも開催されます。アリ
オスのステージで一緒に歌いませんか？初
心者の方も大歓迎です。詳しくはインターネッ
トで『いわきゴスフェス』で検索してください。

6月20日（土）
10：00～15：00フォークダンス
15：00～16：00アルプス音楽団コンサート

6月21日（日）

9：30～ディアンドル衣装行列
10：30～ディアンドル衣装コンテスト
12：00～13：00チロリアングリル（昼食）
問：南会津町観光物産協会舘岩センター
☎ 0241-64 -5611
場所：たかつえスキー場エリア
（南会津町高杖原地内）
http://w ww.kanko-aizu.com/

問：いわきゴスペルフェスティバル事務局
☎ 0246-38-4244
場所：いわきアリオス中劇場
時間：
（開場）13：00～（開演）14：00～
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6/28

第4回
いわきビッグバンド
ジャズフェス2015
いわき市

いわきで活動する4つのバンド（ブ
ルースカイサウンズオーケストラ、サ
ンライズオーケストラ、いわきジャズ
オーケストラ、ザ・ファイブストライプ
ス）が出演。若手メンバーのバンドや
老舗バンドなど聞き応えのあるジャ
ズフェスです。
是非お聞き逃しなく！
問：パナフィックライフ・サトウ
☎ 0246-25-4660
場所：ラトブ6階 いわき産業創造館企画展示ホール
時間：13：00～17：00 料金：入場無料

6/26・27

福島市

第29回 ほろ酔いウォーク 2015

6/27

飯坂温泉の夜の町を楽しく飲み歩く
イベント。店の種類も豊富で参加者
の好みに合わせお店をチョイス！
ゴール後のお楽しみ抽選会では宿
泊 券 や自 転 車 など 豪 華 な 賞 品 も
ゲットできます。
前売券3,500円で5軒のお店をまわ
※写真は昨年の様子。 れます。
問：ほろ酔いウォーク実行委員会 ☎ 024-597-8100
場所：飯坂温泉街 時間：18：00～22：30
料金：前売券・3,500円
（6月25日まで） 当日券・4,000円
注意：チケットは1日限りの使い切りとなっており、2日間にわたる使用はできません。

6/27

福島市

飯坂 de サンバ！

会津坂下町

浅草サンバカーニバルに毎年参加している「アレ
グリア」が温泉街をサンバパレードします。サン
バの踊りのリズムは気持ちを明るく高揚させ、熱
く盛り上げます。また、飯坂電車を貸し切っての
「飯電 de サンバ」も同時開催！
問：飯坂温泉観光協会 ☎ 024-542-4241 場所：飯坂温泉街
時間：
（サンバパレード）15：30～16：30 （踊り演奏披露）
16：30～17：00

問：会津坂下町産業課商工観光班 ☎ 0242-83-5711
場所：会津坂下町町内 時間：9：15～13：30

7/10・11

7/2

下郷町

第50回 天山祭り

問：天山祭り実行委員会 ☎ 0240-38-3806
場所：かわうち草野心平記念会・天山文庫
時間：前夜祭・7/10夕方より
7/11・11：30～14：30

問：大内宿観光協会 ☎ 0241-68-3611
場所：大内宿 料金：入場無料（有料駐車場300台分あり）

檜枝岐村

川内村

川内村を代表するお祭りの１つで、
名誉村民である
「かえるの詩人」
草野
心平氏と所縁があります。
詩の朗読や伝統芸能の披露があり、
文化的な
お祭りとして村内はもちろん、
村外・県外の方々にも愛されてきました。
今年は第50回目を記念して、天山文庫
のライトアップを行い、前夜祭にて点
灯セレモニーを予定しています。皆様、
お誘い合わせの上ご来場ください。

大内宿 半夏まつり

江戸時代の宿場町の雰囲気を今に残す、
国選定重要伝統的建造物群保存地区・大内宿の伝統行事。
毎年7月2日の半夏生
（はんげしょう）
の日に、
「大内宿半夏まつり」
が行われ
ます。
この行事は、
後白河天皇の第2皇子・高倉以仁王
（もちひとおう）
の霊
を祀った
「高倉神社」
の祭礼で、
白装束に黒烏帽子姿の村の男衆らが、
神
輿を中心に渡御が厳かに執り行われ、
家内安全、
五穀豊穣を祈願します。

7/4

第３回 駅からハイキング

まちなかの寺社仏閣と産業を巡り、会津坂下町の風土とも
のづくりへのこだわりを感じていただくコースとなります。
【行程】JR会津坂下駅→日月神社→法界寺→曙酒造→五ノ
井酒店→八二醸造と巡り、昼食は会津坂下町名物「冷やし
ラーメン」お召し上がりいただきます。

第45回 会津駒ヶ岳夏山開き

7/5

檜枝岐村

第14回 燧ケ岳夏山開き

東北一の高さを誇る燧ケ岳。御池登山口からは岩場と湿原の対
象的な風景を楽しめます。
約4時間で俎嵓
（まないたぐら）
山頂に
到着し、
尾瀬沼を見下ろすことができます。
※9：00より、
柴安嵓
（しばやすぐら）
山頂にて
製 バッジプ
特
先着600名様に特製バッジをプレゼント！
御池登山口にてお神酒と赤飯のサービスがあります。

問：尾瀬檜枝岐温泉観光協会 ☎ 0241-75-2432
場所：檜枝岐村滝沢登山口 時間：
（受付）6：00

問：尾瀬檜枝岐温泉観光協会 ☎ 0241-75-2432
場所：檜枝岐村御池登山口 時間：
（受付）6：00

ト
ゼン

5

ト
ゼン

レ

レ

尾瀬の北方にそびえる標高2133メートルの会津駒ケ岳は、
会津を代表す
る名山として知られる名峰です。
たおやかな稜線の山頂付近一帯には広
大な湿原が広がり、
数々の地溏がちりばめられ、
ハクサンコザクラを初め
とした高山植物の咲き誇る、
まさに天上の楽園です。
製 バッジプ
特
※滝沢登山口にて、
先着400名様に特製バッジを
プレゼント！お神酒と赤飯のサービスもあります。

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27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

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

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 ＆小さな旅行プラン

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。

6月27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㎞

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

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

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

しまD
く
ふ
＼

いつどこで？
何 時 か ら？
何をするの？

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）

2015年

6/28㈰

6月28日㈰（雨天決行）JR東北本線 福島駅～郡山駅間

15：34（福島駅発）～17：50（郡山駅着）
沿線沿いの列車が見える場所で、
元気いっぱい笑顔で手を振ろう！

横断幕 やメッセージボードを作ってSLに想いを伝えよう！
※当日の様子は、車内からカメラで撮影し、後日下記番組で放送するとともにふくし
まDCのホームページ・動画サイト等で福島の元気を全国、世界中に発信します！

※前回SLふくしま復興号の様子
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ふくしまDC

