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県内最大級の花火大会。９０分間にわたり、
約１万発の華麗な花火が夜空を彩ります。
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福島県観光キャンペーン 2016
アフター DCに向けて準備中です！

福が満開、
福のしま。プレゼント&クーポンキャンペーン2015
花の王国ふくしま キビタンフラワースタンプラリー2015 抽選会 実施！
7月22日㈬にふくしまDC特別周遊企
プレゼント & クーポンキャンペーンは
12/31まで！ まだまだ応募のチャンス！
画の抽選会を行いました！
多くのみなさんにご応募頂きまして、 「福が満開、福のしまパスポート」を手に入れよう！
本当にありがとうございました。当選
「 福が満 開 、福のしまパ ス
ポート」は、JR 主要駅、福島
の発表は、賞品の発送をもって代えさ
県内の道の駅、SA・PA、観光
せて頂きます。プレゼント&クーポン
案内所、主要観光施設、参
加施設で入手できます。
キャンペーンは引き続き開催しており
福が満開 プレゼント 検 索
ますので是非ご参加ください。

福が満開、福のしまプレゼント&
クーポンキャンペーン2015
第2回応募者総数

10,492 名

ふくしま旅アプリ

花の王国ふくしま キビタン
フラワースタンプラリー2015
応募者総数

福島県公式アプリ
「ふくしま旅アプリ」は、福島県の観光名所満
載のスマホアプリです。
「福が満開、福のしまプレゼント＆クーポ
ンキャンペーン」のクーポンもアプリで集めることができます。

15,201 名

アフターDCに向けて

観光素材集約中！
！
地域には
どんな
観光素材が
あるかな？

現在、福島県内の観光素材を集約中です。DCを終えてさらに磨き
のかかった観光素材は、
今後皆様へご紹介していきます。
旅行会社説明会での情報提供
観光素材
提案集

提出

市町村観光担当課

旅行会社の皆様へ

バス旅行・パンフレット作成支援

①

福島県観光交流課
観光協会
観光施設など

集約

完成後に
キビタン観光通信
にて随時紹介予定！

観光素材の集約・分類

②

①アフターDC
総合ガイドブック
②観光交通
ガイドブック
での紹介

各種広報

福島県観光復興
キャンペーン委員会
総会を実施しました
福島市のサンルートプラザ 福島
において、平成27年度第１回福
島県観光復興キャンペーン委員
会総会を開催しました。
平成26年度の事業実績及び平
成27年度の事業計画が決定し、
アフターDCの準備に向けた事
業内容が決定しました。

7月15日㈬
福島県観光復興
キャンペーン委員会
企画会議を
実施しました

2

個人のお客様へ

福島県の
観光素材の
魅力をPR

DC
ホームページ
での紹介

7月28日㈫

7月15日㈬
福島県観光復興
キャンペーン委員会
DC分科会を
実施しました

旅行商品の
造成を依頼

新聞

ラジオ

ふ くし ま の 観 光 通 に な ろ う！

新コーナー「福きびツウ。」は福島県の観光施設や観光に携わる方へ

きびツウ。

ズームイン！ 「ツウな人
（よりよく知る人）
」が、
施設の見どころや、

福

周辺スポット、
旬のオススメ情報などをご紹介します。
地元のツウならではのとっておきの話が飛び出すかも!?

【つう（通）】… その道に精通していること。
内容に詳しいこと。
「福きびツウ」
では、
ふくしまの観光やおすすめ
スポットをよりよく知る人を言う。

記念すべき1回目は、おいしい桃づくり名人のこの方です！

この人に ！
た
ききまし

福島市観光農園協会
会長
みちのく観光果樹園

片平新一さん
スバリ！ひと言！

Q.

もぎたてのおいしさに
感激するよ！

1

A.

2

Q.

A.
3
1太陽の恵みをたっぷり浴びて。収穫時期に雨が少なく天気が
良いとおいしくなる。2福島盆地、特に福島市フルーツライン近
在には果樹園直売所が多い（画像はみちのく観光果樹園）3福島
の主力種「あかつき」。肉質はやや固めで、果肉内の繊維は少なく
肉は滑らかでいて、とても多汁。甘みは多く酸味は少ない。

Q.

ふくしまの桃狩り
ふくしまのももがり
DATA

A.

住所●福島市・伊達市・会津若松市など
営業時間・料金●各果樹園にお問い合わせ下さい。
または、福島県観光情報サイト「ふくしまの旅」へ。
http://www.tif.ne.jp/jp/spot/kudamono.php

が
「ツウ」
ふくしまの
！
へ質問です
「ツウ」
次の
か
が飛び出す
どんな質問

インタビュー

リレー

？
！

Q.

福島の桃の自慢できる点は？
昼夜の気温差が大きく雨が少ない福島盆地はおいしい
果物作りにぴったりなんだ。福島の主力品種「あかつ
き」は、収穫時期の違いなどでさらに細かく6種類もあ
るんだよ。もうひとつの自慢は無袋栽培。実に袋をかけ
ないと、表面の赤さで中身の熟度がわかるから、適熟に
なった実だけをそのつど収穫しているんだ。
有袋栽培より収穫が大変だけど手間暇かけてでも
おいしい桃を食べてもらいたいしね。

桃狩りのアドバイスはありますか？
福島の桃狩りは自分の手で枝からもぎ取れるのが特長。
木になっていて栄養が行き糖度が上がっている状態の新
鮮な桃を食べられるんだ。
美味しい桃の見分け方の基本は、同じ木の中でも大きい
もの、色付きの良いものを選ぶ。
また、枝の先の方が根本より栄養が行きやすいので熟
すのが早い。ちょっと触って探してみるといいよ。

最後に一言PRを！
福島は果物の宝庫。一回は来てみる価値はあるよ。
それくらいおいしいんだ。桃の他にも、ぶどう、梨、りんご
などたくさんの果物がある。さくらんぼもお勧めだよ。

もも農家の
片平新一さんからの質問です！
自分は、とある日本酒の講座を
受けるほどの日本酒好き。いい
お酒を手軽に楽しめるコツが
あれば教えてください！

しつもんで

3

さくらんぼは
来年のアフター DC
の
期間も楽しめるね
！

次

す！

…
回は

全国新酒鑑評会金賞受
賞蔵数日本一に輝いた、
ふくしまの酒「ツウ」の方
へインタビューします！
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あいづみさとまち

会津美里町

8/8

ばんだいまち

国史跡慧日寺跡

本郷せと市
ほんごう せといち

8/8・9

ふくしまし

ともし火と仏教声楽の夕べ

くに し せ き え に ち じ あ と・と も し び と ぶ っ き ょ う せ い が く の ゆ う べ

じょーもぴあ みやはた おーぷん

問：福島市文化課埋蔵文化財係 ☎ 024-525-3785 場所：じょーもぴあ宮畑
時間：8日
（土）9：45～16：00 9日
（日）10：00～15：00

8/22・23

NISHIGO バイシクルフェス2015

にしごうむら

西郷村

にしごう ばいしくるふぇす 2015

8月22日、23日にNISHIGOバイシクルフェスが開催されます。
本大会は日本で初となる2日間公道での複数種目開催とな
り、
ヒルクライム・タイムトライアルなど最大で6種目が競いあ
います。また、ヒルクライムの女王こと金子広美選手や、なす
びさんなどゲストも多数参加！ ぜひ会場でご観覧ください。
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

エントリーは7/26で終了しました。

第10回 きて！みて！呑んでラリー2015
きて！みて！のんでらりー

じょーもぴあ宮畑オープン

史跡宮畑遺跡は、縄文時代中期・後期・晩期の約2000年
にわたる縄文時代の人々の暮らしを伝える、南東北を代
表する遺跡で、この度史跡公園「じょーもぴあ宮畑」とし
て開園します。
開園日の8月8日（土）は、オープニングセレモニーとして
テープカットや、俳優の佐藤B作さんらが審査員を務めた
宮畑ミステリー大賞の表彰式があります。9日（日）は、
じょーもぴあ宮畑夏祭りとして、弓矢体験や縄文服試着
体験ができるほか、ふくしま物産市があります。この2日間
は、観覧料が無料となりますのでぜひお越しください！

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

福島市

ふくしまし

福島市

開園イベントのお知らせ！

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。

8/26

おおもも ゆめぶたい

問：伊南観光センター ☎ 0241-64-5711
場所：大桃の舞台（南会津町大桃字居平164）
時間：11：00～17：00
（販売・11：00～ 郷土芸能上演・13：30～）

問：会津本郷せと市実行委員会 ☎ 0242-56-3007
場所：会津美里町本郷地域瀬戸町通り
時間：午前4：00～昼12：00まで

磐梯町

大桃夢舞台

国指定重要有形民俗文化財の「大桃の
舞台」は、全国でも珍しいかぶと造りの
かやぶき屋根の歌舞伎舞台です。
江戸時代、農民歌舞伎が盛んに行われ
ていた場所で、歴史ある「田島祇園祭屋
台歌舞伎」の郷土芸能が上演されます。
また伊南名物の手打ちそばや、鮎の塩焼
き等の販売があります。

安土桃山時代、
領主・蒲生氏郷
（がもううじ
さと）
が薩摩国から瓦工を呼んで鶴ヶ城の
屋根瓦を製造させたのが会津本郷焼の始
まり。
窯元を中心に、
焼物の露店が本郷地
域瀬戸町
（せとまち）
通りに軒を並べます。
まだ暗いうちから人々が繰り出し、掘り出
し物を探す会津の夏の風物詩です。

8/22

みなみあいづまち

南会津町

2015

8/29/30

今年で10回目を迎えた「福島きて！みて！呑んでラリー」！当日は、福島市
街地の飲食店を、格安で回ることができます。参加店では自慢のお料理、
飲み物を用意してお待ちしています。
この機会に、まだ知らない福島のお店を探索してみませんか？

ひのえまたむら

檜枝岐村

尾瀬檜枝岐ぶなの森ウォーク
おぜひのえまた ぶなのもりうぉーく

御池（みいけ）、沼山峠（ぬまやまとうげ）
などを通り、2日間にわたり大自然の中を
ウォーキングします。ふくしま遊歩道50選
の「沼田街道」を歩くコース等、複数のコー
スがあります。1日だけの参加、両日の参
加、共に可能です。
ゴール後は南会津地方の郷土料理のふ
るまいがあります。

問：尾瀬檜枝岐温泉観光協会 ☎ 0241-75-2432 場所：アルザ尾瀬の郷（集合）
料金：大人2,000円 小学生1,000円
（当日は200円増）
※両日の参加でも料金は変わりません。
問：呑んでラリー実行委員会 ☎ 024-522-5577 場所：街なか広場（本部）
時間：17：00～ 料金：前売り3,600円 当日券：4,000円 http://fukushima-rally.com/

8/30

こおりやまし

郡山市

8/30

みなみあいづまち

南会津町

ご飯のおともリレー
ごはんのおともりれー

会津鉄道では、
「AIZUマウントエクスプレス号」
の
車内にて会津17市町村の観光PRを行っています。
会津のおいしいお米と相性ぴったりな各市町村
のご飯のお供
（お漬物、
おかず味噌など）
を販売。
8月30日は南会津町の「ごはんのおとも」が紹介
されます。お土産品などに是非ご利用ください。

郡山布引風の高原まつり
こお り や ま ぬ の び き か ぜ の こ う げ ん ま つ り

33基の風車が立ち並ぶ標高約1,000m
の高原に、ひまわりが咲き誇ります。磐
梯山や 猪 苗代 湖が 一望できる風 景の
中、爽やかな風を浴びながら、ウォーキ
ングや高原野菜収穫などが楽しめます。

問：会津鉄道株式会社 ☎ 0242-28-5886
場所：会津鉄道 AIZUマウントエクスプレス号車内 AIZUマウントエクスプレス号
時間：
【東武日光行き】会津若松駅 8：00発→会津田島駅 9：02着
【会津若松行き】会津田島駅13：11発→会津若松駅14：17着

問：郡山湖南まつり実行委員会 ☎ 024-983-2117
場所：郡山布引風の高原 時間：10：00～

4

夏

ふくしまの
2015
8/1

8/1

いこいのもりふぇすた

「憩いの森フェスタ」は、毎年8月上旬の土曜
日に古殿町商工会主催で開催される古殿
町の夏の最大のイベント。
役場前の駐車場に特設ステージを設け、早
食い大会や３on３大会、ライブステージな
どが開催され、フェスタの最後には花火が
上がり、夏を満喫できるイベントです。

8/5

8/6～8

郡山の太鼓

郡山市

郡山うねめまつりの前夜祭として開催されるイベ
ント。郡山の和太鼓愛好団体が一堂に競演しま
す。
勇壮で華麗な太鼓が郡山駅前に響きます。

問：郡山の太鼓連絡協議会 ☎ 024-951-5730
場所：JR郡山駅西口駅前広場 時間：17：00～20：00

8/6～8

郡山市

第51回 郡山うねめまつり
こおりやま うねめまつり

8/8

郡山市

いわきし

いわき市

第34回 いわきおどり
いわきおどり

問：いわき観光まちづくりビューロー ☎ 0246-44-6545
場所：いわき駅前大通り 時間：16：25～20：40

8/8

第49回 萩姫まつり

東山温泉お湯かけまつり

あいづわかまつし

会津若松市

ひがしやまおんせん おゆかけまつり

地元温泉街の若衆・芸妓衆や地元の子
供たちが、神輿を担ぎ温泉街を練り歩き
ながら、各宿に宿泊しているお客様から
温泉の湯を浴びせかけてもらう会津の
奇祭です。縁起物の湯銭もまかれます。

はぎひめまつり

南北朝の衣装をまとったミス萩姫が各旅館主に
お湯を分け与える献湯祭
（けんとうさい）
、
情緒
ある万灯
（まんどう）
パレード、
フリーマーケットの
「めっけ市」
などが開催されます。
問：萩姫まつり実行委員会
場所：磐梯熱海温泉街

8/13

ばんだいまち

磐梯町

問：東山温泉観光協会
場所：東山温泉街

☎ 024-984-2625

8/13

第6回 ばんだい納涼盆踊り
ばんだいのうりょうぼんおどり

そうまし

相馬市

8/14

かわまたまち

川俣町

☎ 0242-74-1214

そうまぼんおどりたいかい

相馬盆 踊り大会は、企業や市民グルー
プ、子どもの団体など約1,000人がそろ
いの浴衣や法被姿で参加し、相馬民謡
同好会による相馬民謡「相馬盆唄」の生
演奏にあわせて踊ります。踊りには毎
年、夏合宿中の玉ノ井部屋の力士らも参
加し、祭りを盛り上げます。

場所：磐梯町役場前特設会場

からりこフェスタ 2015

問：相馬市観光協会 ☎ 0244-35-3300
場所：市民のひろば
（相馬市民会館駐車場）
時間：プレイベント・16：30～ 開会式・18：00～

からりこふぇすた2015

川俣町の夏を彩るお祭りです。子どもから大人ま
で参加する盆踊り、
夜市、
太鼓やフォルクローレの
演奏、
バンドのライブ、
そしてお祭りを締めくくる花
火大会など、
楽しい催しが盛りだくさんです。
ぜひ、
家族やお友達と一緒にお越しください。

8/29・30

みはるまち

三春町

かわまたまち

川俣町

第13回 川俣シャモまつりin川俣
かわまたしゃもまつり いん かわまた

特産品の川俣シャモの丸焼き、
焼き鳥、
親子丼、
ラーメンなど、
川俣シャモの美味しさを存分に味わえます。
また、
世界一長い 今年も世界一長い
川俣シャモの丸焼き、
太鼓やフォルクローレの演奏、
シャモの シャモの丸焼きに
挑戦します！
鳴き真似コンテスト、
ゆるきゃら小手姫様やシャモフレンズの
ショーなど、
イベントも盛りだくさんです。
ぜひ、
家族やお友達と一緒にお越しください。

問：かわまた夏祭り実行委員会（川俣町商工会内） ☎ 024-565-2377
場所：川俣町内 鉄炮町交差点～中丁交差点 時間：17：00～21：00

8/15・16

☎ 0242-27-7051

第42回 相馬盆踊り大会

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：磐梯町商工観光課

ふくしまたなばたまつり・ぶんかどおりたなばたかざり

いわきの夏の一大イベント！チームそれぞれの
お揃いの衣装で「ドンワッセ」の掛け声ととも
に、いわき駅前大通りを踊り流します。

問：郡山うねめまつり実行委員会 ☎ 024-921-2610
場所：JR郡山駅前周辺、
片平町 ほか

8/9・10

福島七夕祭り・文化通り七夕飾り

問：
（福島七夕まつり）置賜町スズラン通り商店街協同組合 ☎ 024-521-1515
（文化通り七夕飾り）商店街振興組合 ☎ 024-522-2635 場所：パセオ通り、文化通り
日時：福島七夕まつり・8/6
（木）12：00～8/8
（土）17：00
文化通り七夕飾り・8/6（木）12：00～8/8
（土）14：00

奈良時代のうねめ
（宮中の女官）
伝説にちなんだ
郡山最大の祭り。
うねめ提灯で飾られた街並み
は郡山の夏の風物詩。メインとなる「うねめ踊り
流し・ひよっとこ踊り・うねめ太鼓」
は郡山駅前大
通りを中心に開催。趣向を凝らした衣装に身を
包んだ約6千人の市民が参加する踊り流しは圧
巻。
「ちびっこうねめまつり」
や
「ゆかた DE うねめ
コンテスト」
など楽しいイベントが盛りだくさん。

こおりやまし

ふくしまし

福島市

福島市の中心市街地の
「パセオ通り」
と
「文化通り」
で行われる七夕まつり。期間中は、各店をはじめ、
福島市内の企業や子供たちが作った色とりどりの
笹飾りが皆さんをお迎えします。
期間中は、
露店も
立ち並び、
福島の夏の風物詩となっています。

こおりやまのたいこ

こおりやまし

みやこじ ひまつり

問：都路灯まつり実行委員会事務局 ☎ 0247-75-3550
場所：田村市グリーンパーク都路 時間：15：00～21：00

問：古里・夢・ふるどの実行委員会 ☎ 0247-53-2465・☎ 0247-53-4620
場所：古殿町役場駐車場 時間：13：00～20：30
こおりやまし

都路灯まつり

竹筒にともした１万本の明かりが
夏の阿武隈高原にゆらめく
「都路
灯
（ひ）
まつり」
。
昼間は郷土芸能や
音楽のステージが催され、午後７
時前に竹筒のろうそくが点火され
ると、なだらかな高原の大地に美
しい光の川が浮かび上がり夏の夜
を彩ります。
フィナーレには花火が
打ち上がります。

憩いの森フェスタ

ふるどのまち

古殿町

たむらし

田村市

三春盆踊り
みはるぼんおどり

江戸時代より300年以上続いている伝統ある夏の風物詩。
櫓から響く太鼓の音にあわせ、
踊りの輪が広がります。

問：川俣シャモまつり実行委員会事務局
（川俣町役場産業課商工交流係内）☎ 024-566-2111
場所：川俣町中央公民館前庭（川俣町字樋ノ口11番地）
時間：29日・10：00～20：00 30日・9：00～15：00

問：みはる観光協会・㈱三春まちづくり公社
☎ 0247-62-3690 場所：大町おまつり道路

5

2015

ふくしまの 花火大会

8/1

8/8
ふくしまし

第37回
ふくしま花火大会
福島市

第62回 いわき花火大会

いわきし

いわき市

いわき はなびたいかお

ふくしまはなびたいかい

今年は、
「 from ふくしま」を
テーマに、
「感謝・感激・感動」
のメッセージを花火に込めて
打ち上げます！夏の夜空を彩
る約１万発の花火、間近でみ
る尺玉の迫力や華麗なスター
マインなど、花火の醍醐味を
ぜひお楽しみください！
問：ふくしま花火大会実行委員会事務局（福島市商業労政課内）☎ 024-525-3720
場所：信夫ヶ丘緑地公園 時間：19：30開始 ※荒天の場合、翌日に延期
料金：
【有料席】信夫ヶ丘競技場 運営協力金500円
（1人）
打ち上げ数：約1万発

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。今年の大会
テーマは
「超高速！はじける感動 きらめく夜空～このハナビ、
インプレッシ
ブです！～」
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。

8/8

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
（小名浜港1・2号埠頭間）
時間：19：00～21：00 打ち上げ数：1万発 http://www.iwakihanabi.com/

8/10

やないづまち

柳津町

さめがわむら

みたままつり りゅうとうはなびたいかい

問：ふくやま夏まつり実行委員会
☎ 024-923-0896
場所：富久山町阿武隈川河川敷多目的広場
時間：14：00～ ※花火大会は19：30～
打ち上げ数：約6,000発

8/14

第37回 鮫川花火大会
さめがわ はなびたいかい

須賀川市

あさか野夏まつり花火大会
あさかの なつまつり はなびたいかい

問：あさか野夏まつり実行委員会
☎ 024-946-2068
場所：郡山カルチャーパーク
時間：15：00～露店
※花火大会は19：30～ 打ち上げ数：約1万発

問：鮫川村商工会 ☎ 0247-49-2171
場所：鮫川中学校下 国道349号トンネル付近
時間：18：00～20：40 打ち上げ数：約1,000発
すかがわし

こおりやまし

郡山市

360度どこからでも観覧でき
る約10,000発の豪華な花火
と昔懐かしい数々の露店が
ふるさと安積の素敵な夏を
演出します。

鮫川村夏の風物詩、
村の伝統行事として定
着している「鮫川花火大会」は、今年で第
37回を迎えます。今年は、ふるさとの鼓動
をテーマに18：00から夏の夜のコンサー
ト、
19：20から花火が打ち上げられます。

8/22

ふくやまなつまつり ゆめはなび

霊まつり流灯花火大会

問：柳津観光協会 ☎ 0241-42-2346
場所：只見川河畔（道の駅会津柳津周辺）打ち上げ時間：19：30～
※荒天の場合は翌11日に延期 打ち上げ数：4,500発

鮫川村

第24回 ふくやま夏まつり
「夢花火」
昼間はビンゴ大会など子供まつり大会
を開催します。夜のセレモニー・大抽選
会のあとに開催される花火大会では約
6,000発の迫力ある花火が夜空を彩る。

8月10日、亡き霊の法要のために圓藏寺（えんぞうじ）の
菊光堂（きっこうどう）で祈願祭を催したあと、稚児（ち
ご）
たちが流灯を持って魚渕
（うおぶち）
まで行列します。
夕闇迫る頃に流灯を流し、
その夜は盛大な花火が打ち上
げられ、
幻想的なムードとなります。
花火の迫力は川岸の
崖の影響か、
大変素晴らしく、
多くの人で賑わいます。

8/15

こおりやまし

郡山市

8/16

あさかわまち

浅川町

浅川の花火
あさかわのはなび

福島県内最古の伝統を誇る浅川の花火は
毎年お盆の8月16日に開催されます。仕掛
け花火「大からくり」や、浅川町内を見下ろ
す城山の頂上で、
花火の筒を使わず花火が
扇状に開く
「地雷火」
、
東日本大震災の追悼
花火「浅川の慰霊花火」など個性あふれる
花火が打ち上げられます。

第37回 須賀川市釈迦堂川花火大会
すかがわし しゃかどうがわ はなびたいかい

新生須賀川市合併10周年 夜空に描く飛躍の願い
毎年約30万人が訪れる県内最
大級の花火大会。有名花火師に
よる尺玉の競演や尺五寸玉、音
楽創作花火など見どころ満載！
最寄りの
「JR須賀川駅」
から会場
までは徒歩約10分なので公共
交通機関の利用がおすすめ。ふ
くしまFM
（81.8MHZ）
の実況生中
継で、離れた場所でも花火大会
の様子をリアルタイムで楽しめ
ます。
当日はラジオを持ってお出
かけください。

問：浅川町役場農政商工課 ☎ 0247-36-1183
場所：浅川町民グラウンド
時間：19：00～ 打ち上げ数：約3,200発

8/23

たむらし

田村市

第66回 灯籠流しと花火大会
とうろうながしと

はなびたいかい

大小さまざまな灯籠が水面に明るく
灯り、打ち上げ花火が夜空に大きな
花を咲かせます。

問：須賀川市釈迦堂川花火大会実行委員会事務局（市観光交流課内）☎ 0248-88-9144
場所：須賀川市民スポーツ広場
時間：19：00（メモリアル花火は18：45打ち上げ）～20：30
料金：
【有料席】
イス席：A・B 前売り：2,000円
（当日：2,200円）打ち上げ数：1万発
http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/hanabi/

問：船引町観光協会 ☎ 0247-82-4264
場所：大滝根川船引駅前公園
時間：18：30開演
打ち上げ数：1,000発
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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

東北応援コース

い つ で も

7月1日
（水）～
9月30日
（水）

8月2日
（日）

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

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㎞

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
末の歴史を感じとって
ください。

8月2日
（日）

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㎞

【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）

小さな旅 ＆小さな旅行プラン

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㎞

8月2日
（日）

今が旬「ふくしまのもも」

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㎞

8月23日
（日） 一ノ堰の六地蔵と幕末の奮戦地を巡る

絶滅危惧種の希少な会津の天然黒めだかが生息しているところが見られます。六地
蔵は、1112年の大川の大氾濫で流れ着いた霊木から彫られたとのいわれがありま
す。長岡藩家老山本帯刀は、武田信玄の軍師山本勘助の血脈と言われております。
【受付】会津鉄道会津線門田駅【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㎞

8月30日
（日） 会津念仏摂取講「小沼念仏踊り」と熊倉宿歴史散歩

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。

浄土宗布教の一つとして広まった念仏摂取講は、現在会津の3つの講中が伝えてい
ます。大世話人の掛け声と鉦（かね）、太鼓の音に合わせて合掌のしぐさが入った踊
りが舞われます。会津から米沢への旧街道にあり宿場町の名残をとどめる熊倉の歴
史を訪ねて歩きます。
【受付】喜多方駅【所要時間】約5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

小さな旅行プラン

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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