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キビタン観光通信

今月の

アフター
DC情報

2016年4月1日～6月30日

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！
8

月

24

ふくしまDCの成果を検証し、報告しました！

ふくしまDC実施結果についての
共同記者会見 福島テルサ：11：00～11：45

ふくしまDC期間中の取り組みについて、福島県、JR東日本仙台支社、
JR東日本水戸支社の三者共同の記者会見を行いました。
DC期間中の観光客入込数（速報値）を推計し、前年比12.2％の増加、
全県で推計約1,357万人のお客様にお越し頂けたことを発表しました。

県内の取り組みとして、県民15万人以上が缶バッジを付けておもてなし
活動を行った『福が満開おもてなし隊』や、雨の中約2万人がSLふくしま
DC号に手を振り、訪れて頂いたお客様へ感謝の気持ちをお伝えした
『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！！」』、
各地域が中心となって実施した取り組みについてご紹介をしました。
またJR東日本からは、イベント列車の運行、広域ルート周遊に向けた
びゅうバスの設定、大人の休日倶楽部や駅JR掲出ポスター等を利用し
た宣伝展開、旅行会社とのタイアップ企画、地域と一体となったおもて
なしイベントや活動に係る説明が行われました。

8

月

24

ふくしまDC
成果発表会

福島テルサ：15：00～17：00
二本松市
ふくしまDC二本松市推進委
員会（二本松おもてなし隊）
の様々な取り組み
結成した二本松少年隊によ
る剣舞を披露しました

会津鉄道㈱
・17市町村うまいものリレー
・花咲くあいづ号に乗ってご当
地キャラと遊ぼう
・芸姑・膳・夜桜列車
・お花見列車、生花によるおもてなし

いわき市
国 宝 白 水 阿 弥 陀 堂 ライト
アップとそれに併せた地域
主導の魅力向上の取り組み

磐梯町
国指定史跡「慧日寺跡」を活
用したイベントやおもてなし
事業を通して得たものや今
後の展望について

開催告知！

世界最大級 旅の祭典
ツーリズムEXPOジャパン展示会に
福島県ブースを出展します！

DC期間中の取り組みやその成果に
ついて、各地域の代表者が登壇し発
表を行いました。
行政単独ではなく、地域が一丸となっ
て作り上げたイベントや企画の立案、
組織体制の確立などについて、メリッ
ト・デメリットなどの振り返りや反省
を織り交ぜながら発表を行い、関係
者間での情報共有を図りました。
伊達市
梁川八幡神社御開扉と歴史
を主軸とした様々な特別企
画について

小野町
行政と民間が一体となった
「おもてなし」体制づくり
・臨時列車の歓迎など各種
イベント（町、観光協会、地
元住民等）
・ご当地グルメ「アイスバー
ガー」の重点PR

南相馬観光協会
相馬野馬追を生かした新た
なイベント企画
甲冑着付体験
「甲冑を着て街に
出よう」
について

ふくしまDC県南推進協議会
県南9市町村での連携した
取り組み
連携によって生まれた県南
地方キャラクターによるパ
フォーマンスの披露

喜多方市
推進協議会立ち上げなど官
民一体となった取り組みに
ついて

9/25（金）～9/27（日）10：00～18：00（最終日は17：00閉場）会場：東京ビッグサイト
観光情報の提供や、伝統工芸品の体験、ご当地グルメ、福島が誇る種類豊富
な日本酒などもご用意！ぜひお立ち寄り下さい。
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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。

福

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、
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。

今月はおいしい日本酒を追求するこの方です！

この人に ！
た
ききまし

宮泉銘醸 株式会社
代表取締役社長

宮森 義弘さん
スバリ！ひと言！
酒造りに必要なのは
伝統の技

Q.

福島の日本酒の美味しさの理由を教えて下さい。

A.

広い県内には約60の蔵元があり、数多くの銘柄がつく
られて有志の勉強会や、福島県清酒アカデミー職業能
力開発校の講習会など勉強の機会が多く、それぞれの
蔵元が研鑽して技術を高めあっています。
全国新酒鑑評会では平成24酒造年度から３年連続で
金賞受 賞 蔵数が日本一 に、また、ランキング形式の
SAKE CONPETITIONでも１位の酒が出るなど数々の
コンクールで入賞が相次ぎ、今、

1

日本酒界では日本一注目されている県 なんです！

Q.

A.
2

3

福島で酒蔵見学をしたいのですが？
内部をお見せすることはなかなか難しい業界ですが、県
内でも最近は見学できる蔵が増えてきました。興味のあ
る方は各蔵元へ問い合わせてみてください。

宮泉銘醸株式会社
住所●会津若松市東栄町8-7 電話●0242-27-0031
1会津鶴ヶ城至近にあり城下町らしい趣のある外観。2蔵見学
や試飲も行っている（蔵見学の問い合わせは0242-26-0031まで
9：00～16：30年中無休）。3仕込み水は美味しい日本酒造りには
欠かせない要素。

ふくしまの日本酒

Q.

A.

ふくしまのにほんしゅ

DATA

住所●県内全域
電話●024-573-2131（福島県酒造協同組合）
詳しくは、福島県観光情報サイト「ふくしまの旅」へ。
http://www.tif.ne.jp/jp/spot/osake.php

インタビュー

リレー

もも農家 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！

答え
最近は全体のレベルが高く お す！
しま
なって沢山の種類があるの
で、価格にこだわらず、自分
の飲み方に合ったお酒を見
つけることができますよ。

若い世代など日本酒初心者の方へPR
最近は味わいや飲み口の種類が増えています。スパーク
リング、低アルコール、リキュールなど楽しみ方も広がり
ました。従来の日本酒の固定観念を捨て、例えばデート
など、まずは様々なシチュエーションに日本酒を挟んで
みて下さい。そして好きな味を探して日本酒を好きに
なって欲しい。私達福島県の日本酒もぜひ試して下さ
い。必ず好きな酒が見つかるはずです！

Q.

？

宮森義弘さんの
質問です！

家庭でも簡単にできる
おいしいカレー作りの
秘策をひとつだけ
教えて下さい。
しつもんで

3

す！

次回

は…

地域の食材を使用した
おいしいカレーメニュー
を開発した福島のご当
地グルメ「ツウ」の方へ
インタビューします！

平成

酒造年度全国新酒鑑評会
※

夢心
弥右衛門

（夢心酒造・喜多方市）

会津吉の川

（大和川酒造店・喜多方市）

福島県観光情報サイト「ふくしまの旅」 http://www.tif.ne.jp/jp/spot/osake.php

会津ほまれ

酒蔵見学には事前予約が必要となりますので
詳しくは各蔵元にお問合せください。

（吉の川酒造店・喜多方市）

全国有数の酒どころであるふくしまは、伝統
ある酒蔵がたくさんあり、本格的な酒造りの
様子を見学することができます。試飲や飲み
比べも実施しているので、本格的な味と雰囲
気をぜひご堪能ください。

學十郎

福

福島 の 酒蔵ほろ酔いめぐり

（ほまれ酒造・喜多方市）

飛露喜

（豊國酒造・会津坂下町）

会津中将

（廣木酒造本店・会津坂下町）

名倉山

（鶴乃江酒造・会津若松市）

嘉永蔵大吟醸

（名倉山酒造・会津若松市）

玄宰

（末廣酒造嘉永蔵・会津若松市）

萬代芳

（末廣酒造博士蔵・会津美里町）

國権

（白井酒造店・会津美里町）

榮四郎

（国権酒造・南会津町）

稲川

（榮川酒造磐梯工場・磐梯町）

廣戸川

（稲川酒造店・猪苗代町）

金水晶

（松崎酒造店・天栄村）

人気一

（金水晶酒造店・福島市）
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金賞受賞数三年連続日本一

日本一の酒処

銘柄が

ふくしま
全国最多

24

金 賞 を受賞しました

（人気酒造・二本松市）
（東日本酒造協業組合・二本松市）

奥の松
笹の川
穏

（笹の川酒造・郡山市）

あぶくま

（仁井田本家・郡山市）

自然郷

（玄葉本店・田村市）

東豊国

（大木代吉本店・矢吹町）

又兵衛

（豊国酒造・古殿町）
（四家酒造店・いわき市）
【 順不同 】

ふくしまは 、
「 蔵 元 数 東 北 最 多 」。個 性 豊 かなお 酒 が 待っています 。

酒 蔵見学&試飲

※独立行政法人酒類総合研究所及び日本酒造組合中央会との共催 問福島県酒造協同組合
で開催する唯一の全国規模の清酒鑑評会。平成27年5月20日発表。
☎024 - 573 - 2131

このマークのある酒蔵は、酒蔵の見学が可能です。
（酒蔵見学は金賞受賞酒蔵以外でも実施しています）
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金賞受賞24銘柄
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9/5・6

9/6

南会津そばウォーク

みなみあいづまち

南会津町

みなみあいづ

にしあいづまち

9/12・13

西会津町

問・場所：飯野八幡宮

野沢祭礼
のざわ

さいれい

9/16

町の中心部・野沢地区で行われる五穀豊穣と商売繁盛を願う秋の祭礼。
山車や神輿などが町内を練り歩き、町内をまつり一色になります。
問：西会津町商工観光課
場所：西会津町野沢地内

9/13

しもごうまち

下郷町

飯野八幡宮 流鏑馬神事
いいのはちまんぐう

やぶさめしんじ

☎ 0246-21-2444

あいづみさとまち

会津美里町

陶祖祭
とうそさい

会津本郷焼創業の祖
（そ）
である水野源左衛門
（み
、
および白磁の祖、
佐藤伊兵衛
（さとう
ずのげんざえもん）
・手代木幸右衛門
（てしろぎこうえもん）
の陶祖三
いへえ）
体の陶像、位牌および陶磁器功労者22名の木牌
が奉置されている
『陶祖廟』
が年に一度この日だけ
が開けられ、
献茶・読経・焼香などが行われます。

☎ 0241-45-2213

100万年ウォーク
ひゃ く ま ん ね ん

いわきし

いわき市

9月1日の祭始祭（まつりはじめさい）から始ま
り、円座的祭（えんざまとまつり）、潮垢離神事
（しおごりしんじ）と続く飯野八幡宮の神事。
流鏑馬（やぶさめ）では、騎士が狩（かり）の衣
装に身を包み、馬場で空駆け、生姜撒き、扇子
撒き、的矢の順で行われます。
別名生姜祭と呼ばれており、縁起物の生姜や
扇を騎士が馬上から放ちます。県指定の重要
無形民俗文化財の祭りです。

問：出戸自治区（三瓶） ☎ 0241-49-2453
場所：西会津町奥川大字高陽根 出戸（いでと）集落

に し あ い づま ち

かいさい

さいれい

約500年以上守り受け継がれてい
る、出戸（いでと）地区にある岩屋
虚空蔵尊の祭礼。105段の石段を
登ると社があり、中には虚空蔵菩
薩坐像が安置されています。おみ
くじを引いたり、地元の豆腐汁や
郷土料理の振舞いをいただきな
がら、無病息災を願います。

9/12・13

森と湖に親しむ旬間

おのまち

小野町「こまちダムまつり2015」
開催

問：こまちダムまつりに関すること：こまちダムまつり実行委員会
（事務局：小野町地域整備課） ☎ 0247-72-6936
ランニング教室・ウォーク大会に関すること・小野町町民体育館 ☎ 0247-72-2518
場所：こまちダム
（こまち湖）時間：9：30～14：00 ※ウォーク大会は当日申込可

出戸岩屋虚空蔵尊祭礼
いでといわやこくぞうそん

☎ 0246-83-0178

こまちだむまつり2015

問：南会津観光物産協会舘岩支部 ☎ 0241-64-5611
場所：たかつえスキー場スペーシア
（集合）
時間：
（受付開始）7：30～（スタート）8：30
料金：参加料・500円 ※申し込みは8月31日まで

西会津町

れいたいさい

普段は入ることができないダムや浄水場の施設内の見学や、こまち号に
よる巡視体験、カヌーやヨット体験、こまちダム踊りやスタンプラリーに参
加できる体験型のイベントです。地元の方々により、焼き鳥や焼きそば等
の屋台があるほか、新鮮な農作物も販売されます。
当日は、オリンピックメダリストの有森裕子氏をお招きし、ランニング教室
を行うほか、ウォーク大会（3㎞・10㎞）も行われます

そばうぉーく

南会 津町の高杖（たかつえ）地区は標高
1,000ｍの高地で、稲作よりもそばの栽培
に適していることから、そばの栽培が盛ん
です。白樺の木と、空とそば畑のコントラス
トが見事で、花の時期を迎えると多くの観
光客で賑わいます。この一面のそば畑を見
ながらウォーキングを楽しんでみません
か。6㎞コースと10㎞コースの2コース。休憩
所やゴール会場では、野菜の直売や出店、
抽選会など盛りだくさんのイベントです。

9/12

おがわすわじんじゃ

小川諏訪神社例大祭の宵宮祭
（よいみやさい）
では各
種イベント、
本宮祭では小川支所から諏訪神社まで神
輿渡御が行われ、
浦安の舞・獅子舞が奉納されます。
小川諏訪神社は鎌倉時代の元享2年
（1322）
に領主・小
川入道義綱の勧請により遷座。
「神倉山諏訪由来書」
が伝わっており、
鎮座地は神倉山と呼ばれています。
問・場所：小川諏訪神社

9/6

小川諏訪神社例大祭

いわきし

いわき市

うぉーく

100万年の歳月をかけて造られてきた下
郷町の歴史、文化を歩いて、見て、学ぶこ
とのできるイベントです。10㎞のコース、
6㎞のコースがあります。希望者は郷土
料理の「ひし巻」作りが体験できます。
（追加で250円）
他にも、会津鉄道乗車お楽しみ体験、下
郷町民話聞かせ、ゴール後の抽選会等、
企画が盛りだくさんのイベントです。

問：会津本郷焼事業協同組合 ☎ 0242-56-3007
場所：会津美里町本郷地域 常勝寺

9/19

いなわしろまち

猪苗代町

ゲレンデ逆走マラソン

（回った数だけ賞品もらえる！3時間ゲレンデ耐久レース）
げれんでぎゃくそうまらそん

3㎞を時間内に何周できるかを競う耐久レース。周
回分の賞品が当たりますが、
くじ引きなので高額賞
品が当たるかは運次第です！過酷なレースと思いき
や、
競技中コース外へ出入り自由の“まったり型”レー
ス。
終了10分前オープンの
「バトル10」
がくせ者！！

問：下郷町商工会 ☎0241-67-3135
場所：
（集合）湯野上温泉駅
時間：
（受付）8：00～ （スタート）9：00～
料金：大人・500円、小人・300円
（当日申し込みはプラス200円）
※申し込みは9月11日まで
http://shimogo-sk.or.jp/

問：GAMBARUZO!ふくしま実行委員会 ☎ 0242-67-4110
場所：ばんだい×2スキー場
時間：
（受付）8：30～ ※申し込みは9月4日まで
http://www.gambaruzo.jp/marathon2015/
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9/19～11/8

いわきし

いわき市

小名浜国際環境芸術祭
おなはま

こくさいかんきょう

9/19～21

げ い じ ゅ つさい

いなわしろまち

福島県迎賓館特別公開
ふくしまけんげいひんかん

9/20

とくべつこうかい

DC期間中も特別公開を行った、国指
定重要文化財である福島県迎賓館
が特別公開されます。
内容は、ガイド付見学、天鏡閣ガイド
付見学+ロイヤルティータイムです。

あいづみさとまち

会津美里町

秋季祭礼

9/20・21

しゅうきさいれい

あいづわかまつし

大宴会 in 南会津 2015
だいえんかい

いん

みなみあいづ

2015

いわきし

いわき市

カジキグルメサミット2015
かじきぐるめ

さみっと

これまでにない「カジキ料理」を発信し、
新しい食文化のブランド化を目指すいわ
き市のカジキグルメ 。今 年も9月2 0日
（日）・21日（祝・月）に、小名浜アクアマリ
ンパークにてカジキグルメサミットが開
催されます。カジキグルメをはじめとし
た食のブースはもちろんのこと、さまざま
なステージイベントが盛りだくさんです。

問：会津美里町観光協会
☎ 0242-56-4882
場所：会津美里町本郷地域 瀬戸町通り

会津若松市

みなみあいづまち

南会津町

問：大宴会in南会津 2015事務局 ☎ 080-9010-8585
場所：会津山村道場うさぎの森オートキャンプ場
時間：開場10：00 開演11：00時 閉演18：30
料金：イープラス及び販売協力店にて
一般前売り4,800円
（当日5,800円）、高校生2,000円、
中学生以下、70歳以上の方は無料 http://daienkai.org/

本郷地域の各地区が、その年に流行
したアニメキャラクター等の創作山
車を作成し、まちなかを練り歩くイ
ベントです。様々な山車が町内を練
り歩き、たくさんの人で賑わいます。

9/21～23

しゅうきれいたいさい

地域の若者が中心になり今年で６年目
を迎える野外音楽フェス。奥会津の自
然・暮らし・伝統・食など地域のことをよ
り深く知ることを目的に、毎年9月に開
催されています。キャンプ場やコテー
ジ、体験施設のある会場で行われます。
出演にアンサリー、bonobos、DJみそし
るとMCごはん、おおはた雄一、吾妻光
良トリオ、clue。

問：天鏡閣 ☎ 0242-65-2811
場所：福島県迎賓館・天鏡閣
料金：一般980円、高校生830円、小・中学生720円（天鏡閣入館料、ティーセットを含む）
定員：各日30名 ※天鏡閣とセットでのご見学となります。
※事前に予約が必要です。観覧希望日の1ヶ月前から受付いたします。
当日空きがあれば可。※小学生以下は大人の同伴が必要です。
http://www.tif.ne.jp/soumu/tenkyokaku.htm

9/20・21

えんどうがたきふどうそん

問：大玉村役場産業課商工観光係 ☎ 0243-24-8096
場所：遠藤ヶ滝不動尊境内 ※20日
（日）本祭り

問・場所：アクアマリンふくしま
☎ 0246-73-2525

猪苗代町

遠藤ヶ滝不動尊秋季例大祭

昔、文覚上人（遠藤盛遠）
が滝に打たれ荒行を修め
た場所といわれている遠藤ヶ滝。
遠藤ヶ滝不動尊は
山岳修行道場となり多くの修験者が訪れました。
秋季例大祭本祭りでは護摩を焚いた残り火の上を
読経しながら裸足で渡る「火渡り」を体験すること
ができます。

全国から一般公募により選ばれたオ
リジナルデザインの大漁旗と、様々
なアーティストがデザインした大漁
旗がアクアマリンふくしま周辺に展
示されるほか、キッズアート展などが
行われます。

9/19～27

おおたまむら

大玉村

問：カジキグルメサミット実行委員会
☎ 0246-29-5161
場所：小名浜アクアマリンパーク http://www.kajikigurume.com/wp/

会津まつり
あいづまつり

9月下旬～
10月上旬頃

いわきし

いわき市

第11回遠野歳時記満月祭
とおの

さいじき

まんげつさい

遠野地区の風習を身近に感じて頂き、
ふるさ
との良さを伝えようと毎年開催されている
満月祭。
手作りの和紙行灯から光が柔らかく
ゆらぎ、幻想的な雰囲気を楽しめる他、月明
かりのもとでのじゃんがら念仏踊り、地元の
物産品の販売や茶会などが行われます。
問：いわき遠野満月祭実行委員会事務局
☎ 0246-74-1112
場所：福島県立遠野高等学校

9/26～10/15

にしあいづまち

西会津町

西会津国際芸術村公募展2015
にしあいづ

こくさいげいじゅつむら

こうぼてん2015

「西会津国際芸術村」で開催される一般公募に
よる絵画の作品展。学生から一般まで全国から
約200点が集まります。
西会津国際芸術村は、廃校となった旧中学校の
木造校舎を創作活動やギャラリー、地域文化の
育成、グリーンツーリズムの拠点等に活用して
いる文化交流施設で、レトロな木造校舎の空間
と融合した非日常の世界が楽しめる施設です。

提灯行列から始まり、会津磐梯山踊り、鼓笛パレード、日新館童子行列、
會津潘公行列と三日間にわたり様々なイベントが目白押し！
会津まつり最大のイベント「会津藩公行列」は厳かに行われる先人感謝
祭の後、総勢約500名の武者たちが市内を練り歩きます。各所では奴隊に
よる毛槍による所作も披露され、観客の声援に応えます。
今年は鶴ヶ城天守閣再建50周年ということでいつも以上に盛り上がりを
見せる会津まつりにぜひお越しください！
問：会津まつり協会 ☎ 0242-23-4141
場所：鶴ヶ城本丸・神明通り・中央通り他市内一円

問：西会津国際芸術村

6

☎ 0241-47-3200

場所：西会津国際芸術村

9/27

西会津ふるさとなつかしCarショー

にしあいづまち

西会津町

にしあいづ

ふるさとなつかし

8月下旬～
10月下旬

かーしょー

1960～70年代のなつかしの名車やスー
パーかーなど約300台が勢揃いする、東
日本最大級のクラシックカーイベント。
自衛隊車両や消防車両など働く車の展
示やラジコン体験コーナー、ミニSLやボ
ンネットバスの運行、フリーマーケット、
グルメコーナーなどもあり、車好きでな
い方も楽しめるイベントが盛り沢山。

9/27

いわき市

スチューベンやベリーA、
藤稔などさまざまな品種が楽しめ
る。
また、
園内にある直売所ではオリジナルワインも販売。
問：夏井川渓谷 葡萄の里 ☎ 0246-84-2023

8月下旬～
10月下旬

たこあげたいかい

問：いわき凧揚げ大会実行委員会
☎ 0246-32-2111 場所：四倉海岸

そうまし

相馬市

くだもの狩りで、旬のくだものを丸かじり！
くだものがりで、しゅんのくだものをまるかじり！

問：福島市観光コンベンション協会
☎ 024-531-6432
場所：フルーツラインやピーチライン等の観光農園

道の駅そうま体験実習館

ふれあい体験広場

6月下旬～
11月上旬

ふれあいたいけんひろば

宇多郷騎馬会による「子ども乗馬体験」、けん玉や
お手玉など、むかしのおもちゃ遊びを行います。
また、ゲストに芸人のなすびさんを招き、子ども
たちと楽しいゲーム大会を行います。
お昼には、相馬産のお米と魚介類を使用した美
味しいシーフードカレーを無料で振る舞います。
（300食限定）

ふくしまし

福島市

SUP体験 in 茂庭っ湖
SUPたいけん

もにわっこ

問：福島パドルクラブ
（INDY SURF内） ☎ 024-554-4877
場所：茂庭っ湖（摺上川ダム・福島市飯坂町茂庭地区）
https://www.facebook.com/fuku.pc

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

9月12日
（土）

会津若松
「駅からまちなか歴史散策ガイド」

【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

9月20日
（日） 国見町「義経まつり」を堪能

義経ゆかりの地のお祭りを楽しもう！自然豊かな田舎町をみんなで応援してみませ
んか？甲冑姿の義経公行列をお楽しみください。毎年、趣向を凝らしたイベントを地
域の方々と共に開催しています。
【受付】藤田駅【所要時間】約5時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約4.5㎞

9月20日
（日）

向羽黒山城～知られざる街中ガイドと窯元巡り

小さな旅

伊達市「秋の高子二十境めぐり」

小さな旅

伊達市の歴史と高台から見下ろす眺望が楽しめます。
ぶどう生産の盛んな地域を散策します。
【集合】
福島駅 【所要時間】
約5時間7分
【歩行距離】
約8㎞

9月26日
（土） 会津新選組と幕末の歴史に触れる

かつての清水屋旅館には、土方歳三や吉田松陰も逗留しました。新選組三番隊長の
斉藤一は、後に藤田五郎と名を改め、会津と共に明治の世を生きました。
【受付】会津若松駅【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㎞

9月26日
（土） マラソンランナー円谷幸吉のふるさとを辿る

9月21日
（月・祝） 飯坂「秋の味覚」を楽しむ

須賀川市は、東京オリンピックマラソン競技で銅メダルの円谷幸吉の故郷であり、特
撮の神様故・円谷英二監督の故郷でもあります。市内散策では、両円谷さんの足跡を
訪ねるとともにウルトラマンにも出会えます。
【受付】須賀川駅【所要時間】約5時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約8㎞

小さな旅

初秋の果実「ぶどう狩り」
をお楽しみいただきます。福島の秋をお腹で感じてみてはい
かがでしょうか。
【集合】
福島駅
【所要時間】
約5時間56分
【歩行距離】
約5.5㎞

9月26日
（土） 稲穂たなびく秋の里山歩き。
「慶徳寺と慶徳稲荷神社」を訪ねる！

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。

殺生石を砕いた「源翁和尚」開山の慶徳寺と慶徳稲荷神社を故事と共に訪ねます。お
伽噺のような山門や花の天井画を拝観し、源翁開山の縁起をお聴きしましょう。国重要
無形民俗文化財の御田植神事を執り行う
「慶徳稲荷神社」の絵馬を特別拝観できます。
【受付】喜多方駅【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9㎞

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。
検索

小さな旅

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。400年以上前の登り窯の跡や
「じゃらんかけ」
と言われる焼物の町でしか見ら
れない光景をご覧いただけます。
【集合】
会津若松駅
【所要時間】
約6時間30分
【歩行距離】
約5㎞

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。

駅からハイキング

いん

スタンドアップパドルボード（SUP）は、水上に浮かべたボードの上に立っ
て、パドルを漕ぐハワイ生まれのウォーターアクティビティです。
雄大な摺上川ダム湖で心豊かな時間を水上散歩で楽しみませんか？初
めての方でも安心して楽しめるプログラムになっておりますのでお気軽
にご参加ください！

問：千客万来館・相馬観光復興御案内処 ☎ 0244-26-4848
場所：道の駅そうま 体験実習館 時間：10：00～15：00

7月1日
（水）～
9月30日
（水）

ふくしまし

福島市

福島市の西部には、
「フルーツライン」
「ピーチライ
ン」
などの愛称で親しまれているフルーツロードが
広がっており、
観光果樹園やくだものの直売店が
軒を連ねています。
フルーツ王国福島市では、
8月
下旬からナシ、
9月上旬からブドウが旬を迎えます。

今年も日本全国から凧愛好家が集結。
手づくり凧
のデザインの美しさや飛行能力など、
デザインや
凧揚げの技術を競うほか、
凧作り教室も開催。

9/27

なしがり・ぶどうがり

問：マルウチ誓子梨園 ☎ 0246-21-5883

第20回いわき凧揚げ大会
いわき

なし狩り・ぶどう狩り

夏の終わりになると、
たっぷりと果汁を含んだ
「いわ
きサンシャイン梨」
が実る。
みずみずしい梨を自分で
もぎ取り、
その場で食べる楽しさ・美味しさは格別！

問：西会津クラシックカーで元気な町へ実行委員会（㈱西会津町振興公社内）☎ 0241-45-2025
場所：さゆり公園 時間：10：00～15：00
いわきし

いわきし

いわき市

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）

※写真は全てイメージです。
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