配信増便
ファイナル！

キビタン観光通信
4 月1日～ 6 月30日
ふくしまデスティネーション
キャンペーン開催

福が満開、福の
福のしま。満載号

キビタン

ふくしまD C

ふくしま

閉幕！

DC

ふくしまDCファイナルを迎えて
４月から始まったふくしま DCも、本日で閉幕を迎えることとなりました。
期間中は、全国からたくさんの観光客の皆様にお越し頂き、各地域で一生懸命
磨き上げた観光素材や今まで地元でしか知られていなかったような福島県の
魅力を、多くの方に『見て、知って、感じて』頂いた３ヶ月間となりました。
ふくしまDCを通じ、地域では新しい動きや地域の繋がりが強まりました。来年
春に開催されるアフターDCに向けて、これらを定着していけるよう、福島県全
域で取り組んでまいります。
ふくしまデスティネーションキャンペーンにご協力を頂きました皆様、本当にあり
がとうございました。
キビタン観光通信は、今後はアフターＤＣに向けた取り組み状況を発信してま
いります。
どうぞ引き続きよろしくお願いします！
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検 索

ありがとう
ございました！

発行 福島県観光交流局観光交流課 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16（西庁舎10階）TEL.024-521-7398 http://dc-fukushima.jp/
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・ふくしまDCファイナルセレモニー
・SLふくしまDC号に「手を振ろう！！」
・福が満開おもてなし隊登録者15万人突破！
4ページ 7月～8月の旬情報
8ページ JR情報

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終了！

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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27 28 ふくしまDCファイナルセレモニー
土

日

４月1日から開催してまいりましたふくしまＤＣは、
６月３０日をもって閉幕いたします。
閉幕にあたって最終の週末となる６月２７日
（土）、
２８日
（日）
に県内主要駅でファイナルセレモニー・イベン
ト等が実施されました。期間中の来県への感謝をお伝えするとともに、再び本県を訪れていただけるよう
アフターＤＣ
（平成２８年４月～６月実施）
へのつながりを広くＰＲしました。

JR
福島駅
6/28㈰

JR
郡山駅

JR
新白河駅

JR
会津若松駅

JR
いわき駅

6/28㈰

6/28㈰

6/28㈰

6/27㈯

2

6

日

ふくしまDCファイナルイベント

28 SLふくしまDC号に「手を振ろう！！」
DC期間中に本県を訪れて頂いたたくさんのお客様、
そして震
災以降本県を応援して頂いた皆様へ「感謝」の気持ちをお伝え
するとともに、福島の
「元気」
を全国に発信するため、
「ＳＬふくしま
ＤＣ号」
に向かって県民みんなで手を振る、
『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！
！」』
を実施しました。
当日は、雨の中横断幕やメッセージ、パフォーマンス等が沿線で
行われ、多くの県民の皆様が参加し、SLふくしまDC号に向かっ
てそれぞれの思いを伝えました。

SLふくしまDC号の様子
（金谷川付近）

荒川河川敷付近

福島の「元気 」を全国に！
SL内部の様子

木幡祭りの旗をもって
SLめがけてダッシュ！（二本松付近）

当日の様子は、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）
県民みんなでおもてなし「福が満開おもてなし隊」
～アフターDCに向けて活動を継続します～

登録者数

15万人を突破！

『福が満開おもてなし隊』の登録者が、
６月１８日に
１５万人を突破しました。
ふくしまＤＣをきっかけに生まれた県民一人ひとり
のおもてなしの心を地域に定着させるため、
「福が
満開おもてなし隊」
は、
ＤＣ終了後もアフターＤＣに
向けて継続展開してまいります。

申込み

福が満開おもてなし隊
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検索 http://www.fuku-omotenashitai.jp

7-8
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7/22・23・24

7/12

南会津町

会津美里町

伊佐須美神社 御田植祭

会津の総鎮守として歴史を誇る伊佐須美神社。県内外から深い崇敬を集
めており、国重文「朱漆金銅装神輿」など多くの貴重な文化財を有します。
御田植祭は 豊作を祈願する祭で、地元の小中学生による獅子追いや田
植人形（デコサマ）
・催馬楽（田植歌）などから構成される神輿渡御行列が
町内を練り歩く古式ゆかしい伝統行事です。
問：会津美里町観光協会
場所：伊佐須美神社 他

相馬市

問：南会津町観光物産協会 ☎ 0241-62-3000
場所：南会津町田島字中町地内
日程：22日・例祭 23日・渡御祭 24日・太々御神楽祭

☎ 0242-56-4882

7/24

会津 田島祇園祭

京都祇園祭、博多祇園山笠と並ぶ日本3大祇園祭の１つで、南会津エリア
での最大級の夏のイベント、会津田島祇園祭が7月22日～7月24日に開催
されます。会津田島祇園祭は、お党屋制度と呼ばれる現在9組のお党屋
組が、１年間、神主の党本の家を支えて、祭事を担当する制度によって運
営されています。中でも「七行器（ななほかい）行列」は、裃姿の男性、花嫁
姿の女性により、捧げ持ちされ献上されます。40人前後の花嫁さんが列
をなして歩く、田島祇園祭の神事の厳かな印象を鮮やかに彩ります。3日
間、町をあげて行う県内有数の伝統行事です。

7/25・26・27

相馬野馬追

安全祈願祭

祭りを翌日にひかえ、中村藩総鎮守であった相馬中
村神社で、安全祈願祭が行われます。
相馬野馬追は、旧藩主家相馬家の当主が中心になっ
て行う習わしになっており、中村神社の御鳳輦（ご
ほうれん＝神輿）に従って出馬する宇多郷の騎馬武
者たちも打ち揃い、社殿で安全祈願が行われます。
祈願が終わると、社務所前で神酒を酌み交わし武勲
を誓い合います。
相馬民謡同好会による「相馬流れ山」踊り演舞や相
馬中村藩古式炮術演武、相馬高校太鼓部による相
馬太鼓が披露されます。
問：相馬市商工観光課
場所：相馬中村神社

☎ 0244-26-4848

南相馬市

相馬市

相馬野馬追

一千有余年の昔、相馬氏の祖といわれてい
る平将門が下総国（千葉県北西部）に野馬
を放ち、敵兵に見立てて軍事訓練を行った
のが始まりと伝えられ、現在は7月末の土・
日・月の3日間、甲冑に身を固めた500余騎
の騎馬武者が腰に太刀、背に旗指物をつけ
て疾走する豪華絢爛で勇壮な戦国絵巻を
繰り広げます。

問：相馬野馬追執行委員会事務局
（南相馬市観光交流課内）
☎ 0244-22-3064
場所：南相馬市原町区 雲雀ヶ原祭場地
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7/25（土）総大将出陣
総大将お迎え
宵乗り（相馬市・南相馬市）
7/26（日）お行列
甲冑競馬
神旗争奪戦（南相馬市）
7/27（月）野馬懸（南相馬市）

6月～10月末（予定）

鏡石町

7/4・5、7/11・12、7/18・19、7/25、26

2015 かがみいし田んぼアート

福島市

夏の福島競馬

田植えイベント「豊作祈願田植え祭り」が終了し、今年で３回目の田んぼアートが完成し
ました。
「窓から眺める絵本～もう一つの図書館～」をコンセプトに、童謡・童話、唱歌シ
リーズから一昨年前が「桃太郎」、昨年は「金太郎」、今年は「浦島太郎」を描いています。
平成26年12月24日に誕生した町の公式キャラクター「牧場のあーさー♪」を乙
姫にみたて（コスプレ）、浦島太郎（お客様）を竜宮城（鏡石町）で出迎えるイ
メージ。稲文字には「welcomeふくしまDC！」で歓迎のメッセージを作製。見頃
は、７月中旬から８月中旬の色のコントラストが一番はっきりしている時期で
す。９月中旬以降は、黄金色に変化していく田んぼアートをお楽しみください。

7月から始まる福島競馬は、毎週
イベントが盛りだくさんです。7/5（日）は陣内孝則さん、12（日）は溝端淳平
さんがプレゼンテーターとしてイベントを盛り上げます。また、キャラク
ターショーでは、12（日）は平成仮面ライダーショー、18（土）･19（日）は県内
外のローカルキャラクター30体が登場します。そして、26（日）は GO！プリ
ンセスプリキュアショーが開催されます。大人から子どもまで楽しめるイ
ベントとなっておりますので、ぜひお越しください！

問：鏡石町観光協会 ☎ 0248-62-2118 場所：鏡石町図書館4階
http://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/tanbo/2015/

問：JRA福島競馬場 ☎ 024-534-2121
場所：JRA福島競馬場（福島市松浪町9-23）http://jra.jp/facilities/race/fukushima/

7/11・12

7/19

福島市

FOR座REST 2015

「音楽を自然に囲まれた民家園内の芝居小屋“廣瀬座”で楽しみたい」と
いう思いから2006年に始まったこのイベント。2011年の震災以降は開催
が見送られていましたが、今年5年ぶりに開催されます。当日は、県内外
からの出店やワークショップ、フリーライブが開催されます。日常を離
れ、ゆっくりとした時間をお過ごしください。
問：FOR座REST実行委員会 http://www.ankaju.com/forzarest/
場所：福島市民家園・旧廣瀬座
時間：民家園開演・9：30～ 旧廣瀬座開場・12：30～
料金：前売1日券 6,500円
（全席自由）、当日券 7,000円
（全席自由）

小野町

7月中旬～9月上旬

第3回 福島フォークジャンボリー絆 in 小野

福島市

福島県の風評被害払拭のお手伝いや、フォークソングを通しての地域の
絆づくりを目的として、県内外から約20組のアーティストが参加し、音楽イ
ベントを行います。来場者への歓迎レセプションとして、小町夢太鼓の演
奏をはじめ、町内の小中高校の吹奏楽部の演奏等を行います。
また、今回のライブの締めくくりには「なごり雪」など数々の名曲を世に送
り出している「イルカ」さんがスペシャルゲストとして出演します。ご当地
グルメやあぶくま高原そばなど地元ならではの飲食ブースも出展します。

田村市

モモの美味しい
季節になりました

太陽の光をいっぱい浴びた、あま～い
夏の味覚♪ 夏の思い出作りに「モモ狩
り」はいかがですか？ 福島の大地が
育んだ、極上の桃に全員大満足！福島
市観光コンベンション協会では、果物
狩りと福島市の観光スポットを巡るバ
スツアーも用意しています。

問：福島フォークジャンボリー絆 in 小野実行委員会（粋成浩児）☎ 090-6682-6575
場所：小野町町民体育館 時間：9：30～17：00

7/26

※モモの時期は各果樹園によって異なります。

問：福島駅西口観光案内所
場所：福島市内観光果樹園

田村市合併10周年記念事業

たむら元気フェスタ 2015

☎ 024-531-6428

7/31・8/1

田村市合併10周年記念事業とし
て「たむら元気フェスタ 2015」を
開催します。
ご当地アイドルやミュージシャン
のライブを含め、ご当地グルメな
ども味わうことが出来、大 人か
ら子供まで楽しめる内容となっ
ています。
10周年ならではの特別企画もご
用意しておりますので、是非お越
しください。

福島市

第46回
福島わらじまつり

福島わらじまつりは、2月に行われる「暁
まいり」に由来し、わらじおどり、ダンシ
ングそーだナイト、わらじ競争の三部か
ら構成され、例年8月上旬に実施してお
ります。東北六魂祭にも登場した大わら
じが福島の市街地に登場します！
問：福島わらじ祭り実行委員会
☎ 024-536-5511
http://www.fmcnet.co.jp/waraji/
場所：国道13号、信夫通り 時間：31日・1日：17：00～
日程：7月31日～ 修祓式、大わらじパレード、
わらじおどり、台湾民族舞踊団演舞、
ダンシングそーだナイト
（Ⅰ部）
8月1日～ 大わらじパレード、
わらじ競走、
ダンシングそーだナイト
（Ⅱ・Ⅲ部）、
わらじ作り体験教室

問：田村市役所産業部商工観光課
☎ 0247-81-2136
場所：あぶくま洞特設会場
時間：9：30～16：00
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7/25・26

～8月上旬

西会津町

ブルーベリー収穫体験
西会津の太陽をいっぱいあびて甘くなった
大粒のブルーベリーを収穫体験してみませ
んか。
1時間食べ放題です。
（実施団体：下小島さゆり農園）

問：にしあいづ観光交流協会 ☎ 0241-45-2213
場所：西会津町登世島西林地内
料金：1人・800円
（1時間）

～9月
下郷町

西会津町

ミネラル野菜収穫体験

健康な身体は健康な食べ物から。健康な食べ
物は健康な土から。
ミネラル分をより多く含ん
だ土壌で栽培した野菜は、西会津町こだわり
の健康素材です。
そんなミネラルたっぷりの西
会津町特産品「ミネラル野菜」の収穫体験をし
てみませんか。旬の野菜だけでなく、農家さん
との楽しい会話や交流も魅力です。

第10回 下郷ふるさと祭り 楽しもごう2015
＆ 第2回會津YOSAKOI～夏の陣～
下郷の夏まつり。豊かな自然の中で思いっきり遊んだ
り、よさこいの迫力ある演舞を鑑賞したり、お腹がす
いたら屋台村で郷土料理を味わったり、2015年の夏
をたのしもごう！ 第2回會津YOSAKOI～夏の陣～は、
参加者を対象に鱒つかみ体験やゲームなどの交流が
図れる催しの他、アウトドアクッキングを行いチーム
間の交流を通して、踊り子の輪を広げます。
大人も子供も、みんなで楽しみましょう！

問：にしあいづ観光交流協会 ☎ 0241-45-2213
場所：西会津町内 料金：800円～（人数・内容により異なります）

8/13

磐梯町

第6回 ばんだい納涼盆踊り
毎年8月13日に行われる盆踊りイベン
ト。生歌・生演奏の「会津磐梯山」に、い
つしか人が集まり踊る輪もどんどん大
きくなっていきます。出店やミニステー
ジの他、フィナーレでは花火がお盆の夜
空を彩ります。

問：下郷ふるさと祭り実行委員会（下郷町商工会内）☎ 0241-67-3135
場所：大川ふるさと公園 時間：25日・14：00～21：00 26日・9：30～19：00

7/26

問：磐梯町商工観光課 ☎ 0242-74-1214
場所：磐梯町役場前特設会場

8/22

三春町

三春の里夏祭り

日本三大桜の一つ
「三春滝桜」
で有名な三春町の夏祭り。
屋台コーナーやイワナのつかみどりなどが行われます。祭りの最後には、
三春町の四季を、
春・夏・秋～冬の3部構成でプログラムが展開しスターマ
インが三春ダム
「さくら湖」
を1,000発の花火で彩ります。

磐梯町

問：三春の里田園生活館 ☎ 0247-62-8010
場所：三春の里田園生活館 打ち上げ数：1,000発

7/１～9/30

会津若松市

国史跡慧日寺跡

ともし火と仏教声楽の夕べ

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
場所：史跡慧日寺跡 ※荒天時：磐梯町民体育館
観覧料：大人・500円、高校生・400円、小中学生・300円 時間：開場18：00、開演19：00

あいづ食の陣・夏

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」。
7月から9月までの3ヶ月間のテーマ
食材は「会津トマト」。市内の参加
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。平成
25年度の福島県の夏秋トマトの出
荷量は全国第4位で、会津地域は
国の野 菜 指定 産 地になっていま
す。産地ならではの木熟した「トマ
ト」をぜひご賞味ください！

8/22・23

西郷村

NISHIGO バイシクルフェス2015

公道でいろんな種目に出場できる自転車
祭りが誕生！夏休みに避暑地で２日間、
自転車レースを楽しみませんか？
仲間や家族と一緒にいろんなレースに参
加してみよう！

問：NISHIGOバイシクルフェス実行委員会
（大会事務局・西郷村役場商工観光課）
☎ 0248-25-2910
場所：西郷村村民野球場、台上跡地
http://www.245ride.com

問：あいづ食の陣実行委員会事務局（会津若松市農政課内）☎ 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/

お早めに！ エントリー期限： 7月26日まで！
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7/20～8/20

7/18～8/18

いわき市

海水浴場 海開き

今年も海開きの季節となりました。震災前は市内10ヶ所の海水浴場を開設し
ていましたが、安全面や衛生面、公共工事等の安全などを考慮・検討し、今年
も勿来海水浴場と四倉海水浴場の2か所が開設されます。
海開きは、7月18日
（土）、四倉海水浴場をメイン会場とし、勿来・四倉海水浴
場において開催されます。

会津若松市

問：いわき市役所商工観光部観光振興課 ☎ 0246-22-7480
場所：勿来海水浴場、四倉海水浴場 遊泳時間：9：00～16：00

7月～

いわき市

猪苗代湖 湖水浴場浜開き

海がない会津盆地の湖水浴。
猪苗代湖の向こうには、
会津磐梯山がそび
えたち、
大自然を堪能できます。
湊地区の湖水浴場
（崎川浜、
中田浜、
小
石ヶ浜、
田面浜）
にてお楽しみください。
問：湊町観光協会 ☎ 0242-93-2113
場所：湊地区の湖水浴場（崎川浜・中田浜・小石ヶ浜・田面浜）

国宝白水阿弥陀堂の古代ハス

7/18

いわき市

スパリゾートハワイアンズ

流れるアクアリウムプール
「フィッシュゴーランド」オープン
スパリゾートハワイアンズに日本初の流れる
アクアリウムプールが誕生。
この夏、人気を博
する流れるプールを全面リニューアル！
南洋の美しい海で、魚たちといっしょに泳ぐよ
うな感覚を味わえるプールが生まれる。楽し
いアトラクションも満載！その名も
「フィッシュ
ゴーランド」
！トロピカルな熱帯魚と一緒に。
天空を泳ぎ回る魚たちを水中から見上げる
ように…。
この夏は、巨大水槽群を回遊する
プールの流れにカラダをあずけてみては。

問：スパリゾートハワイアンズ ☎ 0570-550-550（ナビダイヤル）
場所：スパリゾートハワイアンズ

7/20

平安時代に建立された白水阿弥陀堂。
先代の住職が、付近の人から
「蓮の御堂」
と呼ばれていたという話から、江戸時代
のハスの池を復活させようと、10数年前
から株を譲り受けて増やしてきました。
また一部の古代ハスは、阿弥陀堂を建立
した徳姫のふるさと、岩手県平泉の中尊
寺金色堂から出土した種から発芽したも
ので、阿弥陀堂へは2001年に株分けさ
れました。

アクアマリンふくしま

「わくわく里山・縄文の里」
オープン

環境水族館アクアマリンふくしまに、開館15周年を記念した新屋外展
示施設がオープンします。
「わくわく里山・縄文の里」は自然との共生を
テーマとしています。洞窟をイメージした道路からは、滝や川、湿地な
ど縄文人が活用していた豊かな自然の風景が見られます。
古くから日本に生息し、現在では絶滅してしまったニホンカワウソの近
縁種であるユーラシアカワウソの展示もあります。7月20日から8月16
日まではオープンを記念したイベントを開催します。
問：アクアマリンふくしま ☎ 0246-73-2525 場所：アクアマリンふくしま
料金：大人・1,600円、小人・800円
（7月20日より料金改定 大人・1,800円、小人・900円）

問：白水阿弥陀堂 ☎ 0246-26-7008
場所：白水阿弥陀堂
見頃：7月上旬～8月上旬頃

7/25

いわき市

7/25

8/1

いわき市

2015 なこそ夏まつり

平成8年に約40年ぶりに復活した、いわ
きおどり勿来大会・なこそ鮫川花火大
会。市民参加型の花火大会といわきの
夏の風物詩の「いわきおどり」。
「 ドン
ワッセ」の掛け声と共に踊り流します。
平成26年に初めて加わった「サンバパ
レード」は大好評につき今年もオープニ
ングイベントに登場します。
問：なこそ夏まつり実行委員会
☎ 0246-63-6521
場所：植田パティオ通り・鮫川河川敷

いわき市

四倉ねぶたといわきおどりの夕べ

子どもから大人まで、企業や団体がチームを作り四倉商店
街を踊り歩きます。その後ろには勇壮な武者絵やキャラク
ターのねぶたの山車が、道の駅よつくら港から新町通り・
仲町本町通り・駅前通りの約2㎞を踊り流します。
問：四倉夏まつり実行委員会 ☎ 0246-32-2900
場所：四倉築港～四ツ倉駅前広場
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いわき市

第62回 いわき花火大会

いわきの夏を盛り上げる第62回いわき花火大会
が今年も開催されます。
メイン会場の有料席のほ
か、
花火は広範囲で観覧できます。
音楽に合わせ
て海上から打ちあがるような花火は圧巻です。
問：いわき花火大会実行委員会 ☎ 0246-53-5677
場所：小名浜港アクアマリンパーク 打ち上げ数：1万発

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
7月18日
（土）

東北応援コース

い つ で も

7月1日
（水）～
9月30日
（水）

会津の伝統産業を巡る

小さな旅

今に残る城下町白河の寺院散策

小さな旅

会津本郷せと市を堪能する

小さな旅

桑折町 清流「産ヶ沢川」ゲンジホタル観賞

小さな旅行プラン

郡山布引風の高原散策とビール祭りで乾杯

小さな旅行プラン

今が旬「ふくしまのもも」

小さな旅行プラン

会津の伝統産業は、蒲生氏郷が提唱した楽市楽座がもとになっています。
会津絵ろうそくは、一本一本に菊や藤、牡丹等の草花の絵が色鮮やかに描かれた伝統
工芸品です。
【集合】会津若松駅【所要時間】
約6時間30分【歩行距離】
約6㎞

会津若松「駅からまちなか歴史散策ガイド」

8月2日
（日）

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の歴史
を感じとってください。

震災以降入城できなかった小峰城の三重櫓まで登り、
見学します。
白河市街が一望できる友月山公園も訪れます。
【集合】
白河駅【所要時間】約5時間【歩行距離】約2.4㎞

【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㎞

東北応援 コース

イ ベ ン ト

8月2日
（日）

7月11日
（土） 龍興寺の蓮と法用寺・中田観音を巡る

会津本郷焼きの起こりは古く、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。
レストランいわたては、地元美里町の新鮮な野菜を使ったメ
ニューが中心のビュッフェスタイルのレストランです。
【集合】
会津若松駅【所要時間】
約6時間30分【歩行距離】約7㎞

龍興寺の蓮は、約2000年前の遺構から見つかった種子を現代に開花させた古代蓮で
す。龍興寺は徳川幕府の知恵袋・天海大僧正が出家したことで知られる天台宗の名刹で
す。中田観音は、野口英世の母シカが息子の立身出世を願って月参りをしたお寺です。
【受付】会津若松駅【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10㎞

7月4日
（土）

7月14日
（火） 伝統の「きゅうり天王祭」と街中散策

月明かりの中、産ヶ沢川のほとりには、黄緑色の光を放ちつつ浮かぶホタルたちが姿
を現します。
「うぶかの郷」の温泉は疲労回復・健康増進・動脈硬化等々に効く、値千金
の湯です。
【集合】
桑折駅
【所要時間】
約4時間
【歩行距離】
約4㎞

地元で古くから伝わる伝統行事「きゅうり天王祭」にお参りし、１年間の無病息災を
願います。毎年7月14日の開催で、街中に出店が立ち並ぶ活気あふれるお祭りです。
【受付】須賀川駅【所要時間】約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約6㎞

7月25日
（土）

7月19日
（日） 喜多方レトロ横丁を浴衣で歩き、
「街頭プロレス」を楽しもう！

アサヒビール本宮工場と郡山布引風の高原から見る猪苗代湖をご堪能ください。
開成山公園「サマーフェスタ IN KORIYAMA2015 ビール祭り」
では、
ビールとおつまみ
をお召し上がりいただけます。
【集合】
郡山駅
【所要時間】
約8時間30分
【歩行距離】
歩行なし

お祭りには「浴衣」が定番！プロ美容師が着付してくれる涼しげな浴衣姿でそぞろ歩き♪
懐かしい昭和の「街頭テレビ」ならぬ「街頭プロレス」観戦で盛り上がりましょう！
【受付】喜多方駅【所要時間】約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約4㎞

7月20日（月・祝）【会津鉄道共同開催】塔のへつりと涼風の中山風穴ハイキング

8月2日
（日）

中山風穴は標高550mにもかかわらず、県内ではこの中山地区以外では見ることのでき
ない高山植物が咲き乱れ、植物愛好家の憧れの場所となっている特殊地帯です。真夏
でも地表温度は10℃前後、地下1mでは1℃以下と、まるで天然の冷蔵庫のようです。
【受付】会津鉄道会津線弥五島駅【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8㎞

8月2日
（日）

小さな旅 ＆小さな旅行プラン

盆地特有の気候と風土を生かして生産された「福島自慢のもも」
をお楽しみください。
義経の身代わりとなった佐藤兄弟ゆかりの医王寺と、国家と地域に貢献した堀切家の
旧邸を見学します。【集合】
福島駅
【所要時間】
約5時間50分
【歩行距離】
約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。

北宮諏方神社大祭と喜多方イブニングウォーク

北宮諏方神社は永和元年に蘆名直盛が信濃の国諏訪郡から勧請したと言われます。
８月の大祭は小荒井地区の伝統の祭りで、多くの太鼓台（山車）
で賑わいます。
夕暮れになると、家々に飾られる屏風や提灯の灯りが、幻想的な雰囲気を醸し出します。
【受付】喜多方駅【所要時間】約3時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約4㎞

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）

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）

食・
温泉

◆問合せ先◆福が満開、福のしま。
プレゼント＆クーポンキャンペーン運営事務局[㈱エイエイピー東北支店内]☎050-3786-2940（土日祝を除く 9:00～16:00まで）
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