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夏井川渓谷の紅葉 (いわき市)

3ページ 福きびツウ。
［田村八彩カレー］

多くの滝や渕が変化に富んだ景観をつくる夏井川渓谷は、
昭和28年3月に夏井川渓谷県立自然公園に設定さ
れ、
四季折々の景色を見ることができます。
春のアカヤシオ、
秋の紅葉の時期は磐越東線徐行運転が行われ、
車窓から楽しむことができ、
「籠場の滝」
は平藩主が籠をとめて景色を堪能したことからこの名前が付けられた
と言われています。
アカヤシオからまず色付き始め、
ヤマモミジ、
イロハカエデなど多彩な紅葉が楽しめます。

問：いわき市総合観光案内所

☎ 0246-23-0122

見頃：10月下旬～11月中旬
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2016年4月1日～6月30日

今月の

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！

アフター
DC情報

9

世界最大級 旅の祭典

会場：東京ビッグサイト

25～27 「ツーリズムEXPOジャパン2015」に出展しました！
金

日

9月25日～27日に東京ビッグサイトで行われた「ツーリ
ズムEXPOジャパン2015」に福島県が出展しました。
このイベントは、国内外から多くの出展者が集まり、地
域の魅力を発信する世界最大級の旅の祭典です。当日
は、173,602名もの方が来場されました。
本県は、昨年度から引き続きの参加となり、今年の
ブースは、DCのテーマである「花・食・温泉」を魅せる
デザインとし、県内から9市町村が参加しました。積極
的な観光PR、福島県産の地酒およびご当地グルメの
試飲・試食、民芸品の絵付け体験等を実施し、多くの
方にブース内へお立ち寄り頂くことができました。

福島県観光地域づくり人材育成講座を実施しています。
福島県では、ふくしまDCにおいて磨き上げた観光資源や地域の
魅力を高め、
観光を手段とした地域づくりを担うリーダーを育成す
るため
「福島県観光地域づくり人材育成講座」
を開講しています。
第1回（8/28）は、公開講座への観光関係者の参加も含め、熱意
あふれる多くの方に御参加いただき、活発な講座となりました。
※既に申し込みは終了しておりますが、今後も公開講座の開講を予定し
ています。
（随時ふくしまDCのHP上で募集を行ってまいります。）

開催告知！

ふくしま
七転び八起き観光キャラバン

10/7水

会場：ホテルメトロポリタンエドモント

開催
告知！

（東京都千代田区）

●旅行会社説明会・15：00～16：45
●観光PRコーナー・17：00～18：15
●交流会・18：30～20：00

アフターDCに向けて、多くの旅行商品の
造成や団体旅行等の誘導を呼びかけるた
め、旅行会社及び旅行雑誌社の皆様を招
いて、本県の誇る「食」や「日本酒」をPRす
ることで、本県への誘客促進を図るための
キャラバンを開催します。

※昨年の様子

10/17土 11：00～17：30

会場：東京国際フォーラム 展示ホール（東京都千代田区）
東京国際フォーラムにおいて、福島の魅力満載のイ
ベント
「ふくしま大交流フェア」
を開催いたします。
福
島県の人気ご当地グルメや工芸品など、県内から約
100団体が出展予定。
また、
スパリゾートハワイアンズ
ダンシングチームによる特別公演や、
サッカー日本代
表帯同シェフの西芳照さん、元サッカー日本代表の
中西 永 輔 さんと福島県 知 事 のスペシャルトーク
ショーなど豪華ステージプログラムも実施予定です。
そのほか、
赤べこや起き上がり小法師の絵付けやコー
スター織などの体験コーナーもございます。
当日は、
ご家族などで遊びに来てください！

http://www.fukushima-daikoryu.jp/
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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。

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。

今月はおいしいご当地カレーを開発したこの方です！

この人に ！
た
ききまし

田村市ご当地グルメプロジェクト

箱崎 哲司

代表
さん
（レストランドルフィン）

スバリ！ひと言！
オンリーワンの
ご当地グルメを目指します！
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Q.

A.

Q.

たむら八彩カレー

A.

①レストランドルフィン☎0247-82-0679
②江戸光（えどみつ）☎0247-82-0579
③上濃屋製麺（かみのやせいめん）☎0247-82-0119・イベント時販売
④星の村ふれあい館☎0247-78-3100
⑤レストハウス釜山（かまやま）☎0247-78-2125
⑥ファームハウス都路☎0247-75-3329・予約制
⑦よりあい処 華☎080-8203-8787
⑧スカイパレスときわ☎0247-77-2070
⑨やきとりみよし☎0247-77-2091

たむら八彩カレー
たむらやさいかれー

Q.

DATA

住所●田村市9店舗（イベントにも出店あり）
電話●0247-82-0679（レストランドルフィン）、
0247-61-5153（田村市復興応援隊）
詳しくは、田村市ご当地グルメプロジェクトフェイスブックへ。
https：//www.facebook.con/tamuragourmet
たむら八彩カレーMAPは提供店舗や田村市内コンビニなどで配布中

インタビュー

リレー

宮泉銘醸 宮森義弘さん
からの質問です！

A.

たむら八彩カレーについて教えて下さい。
現在、
田村市内9つの参加店でオリジナルメニューが食べ
られる
「田村市産食材で作るご当地野菜カレー」
です。
田村市産の食材を8種類以上（うち野菜5種類以上）使
用し、彩りにこだわったカレーという共通ルールの下、
店ごとに吟味した時節の旬の新鮮野菜を手軽な価格で
味わうことができます。インゲン、トマト、ベビーリーフ、
お米など多種の農産物やベーコンなど、おいしい特産品
が豊富に揃う田村市ならではの地産地消レシピです。
カレーうどんやカレー焼うどんを出すお店もあります。

誕生のきっかけは？
昨年11月のグリーンツーリズムモニターイベント「あぶく
まロマンティック紀行」に関わったメンバーから「田村市
にもご当地グルメを」という声があがり、
「田村市ご当地
グルメプロジェクト」を立ち上げました。飲食店や生産
者、JAなどの方々とワークショップを重ねメニューを開
発、今年3月に提供を開始 しました。

最後に一言PRを！
現在は9店舗ですが、さらに参加店を増やしていきます。
これからは秋ナスやカボチャなどが旬を迎えます。ぜひ
おいしいカレーを食べに田村市にいらっしゃって下さい。

Q.

お答え
します！

？

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。

トッピングを工夫して、季節の旬の食材を
取り入れてみるだけでも手軽においしい
カレーになりますよ！

箱崎哲司さんの
質問です！

ライトアップではどれく
らいの数の照明を使用
しているのですか？
しつもんで
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次回は…

す！

い わき市 の 国
宝白水阿弥陀
堂のライトアッ
プ「ツウ」の 方
へインタビュー
します！

けん

の
県中エリア能！
グルメを堪

グルメ
情

美味しい情報は
！
ホームページ を
クリック
県

県中ちゅう
報

中 郡山市

こおりやまグリーンカレー

郡山のご当地グルメとして登場した
「こおりやまグリーンカレー」。お店
ごとにオリジナリティ溢れるカレー
を提供しております。
◆問／郡山グリーンカレー愛好会

県

中 郡山市

クリームボックス

ミルク風味の
クリームたっぷり！

ホームページ

厚切りのパンにミルク風味のクリームを塗った
郡山発祥のご当地グルメ「クリームボックス」。
お店ごとに特徴があり、バラエティー豊かです。

あつあつで、
冷た～～い！？

◆問／郡山市観光協会 ホームページ
※写真は郡山駅おみやげ館一日200個限定の
クリームボッくんがデザインされた箱に入る
クリームボックス

りを
特産きゅう ラダ風の
サ
練り込んだ
!
さっぱり麺

県

野菜たっぷりの
こだわりカレー！

中 小野町

Hot＆Coolな新食感

「おのまち小町
アイスバーガー」
アツアツに焼いたバンズの中に、冷たいアイスをはさんで
ソースをトッピングしたご当地グルメ。バンズには小野町産
の米粉を使用しています。
◆問／小野町商工会青年部
ホームページ
県

大人気！
三春町特産ピーマン入り
メンチバーガー！

中 三春町

ジューシーな手作り食感
「三春グルメンチバーガー」

県

つゆを飲み干したら

すかがわの新グルメ！ 器の底に！！！！！
「須賀川かっぱ麺」

三春町特産のピーマンを使ったジュー
シーな手作りグルメンチをバンズでは
さんだバーガー。ピーマンが苦手な人で
も食べやすいと評判の一品です。

須賀川市の特産品「きゅうり」の搾り汁のみで練り込んだ
鮮やかな薄緑色の麺が特徴。各店独自のだし汁に特製みそ
を溶かしながら食べるさっぱり美味しい麺料理です。
◆問／須賀川商工会議所

◆問／三春まちづくり公社
ホームページ

ホームページ

石臼挽き
「おのまち小町ガレット」 黒にんにく
いしうすひき

NEW!
小野町産
そば粉100％
使用

中 須賀川市

おのまちこまちがれっと

くろにんにく

黒にんにくキャラクター 甘くてフルーティ

黒にんにん！

小野町で 栽 培されたそば 粉10 0％で
作った 生 地をパリッと薄く焼 いたガ
レット。野菜やチーズ、ハム、卵などを
包んだ料理です。アイスクリームにジャ
ムなどを包んだデザートガレットもあ
ります。新たなご当地グルメをぜひ御
賞味ください。

小野町では、ミネラル栽培によるにんにくの試験栽培
を行い、平成26年度に小野町産6次化商品として「黒に
んにく」の販売を開始しました。一般的なにんにくより
も糖度が高く、プルーンのような甘さが特徴です。
販売開始直後から大変好評で完売してしまいました
が、今年度生産加工された「黒にんにく」は8月下旬か
ら好評販売中です。

問：小野町商工会

問：小野町産業振興課

ホームページ
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ホームページ

ミネラル栽培です！
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10月上旬～下旬

ふくしまし

福島市

9/26～10/12

磐梯町

紅葉の
見頃

磐梯とくいつ藝術祭
ばんだい

とくいつ

げいじゅつさい

け ん な ん ち ほ う 5し ち ょ う そ ん

10/1～11/30

つ ー る・ど・し ら か わ

～せいりゅうのかぜにのって～

10/2～4

ふくしまし

福島市

福島市

問・場所：福島市民家園

～清流の風にのって～

にしあいづまち

西会津町

鳥追観音 紅葉祭
とりおいかんのん

こうようさい

飯坂八幡神社例大祭「けんか祭り」
いいざかやはたじんじゃれいたいさい「けんかまつり」

り」では大勢の若者達に担がれた6台の太鼓屋台が激しくぶつかり合い
ながら神輿の宮入りを阻みます。宵祭・本祭・後祭の三日間、飯坂は祭り
一色になります。｢下がり半｣｢三切り｣｢流し｣｢宮入り｣の4種類の打法があ
り、儀式太鼓の風格と勇壮さを現代に伝え、祭り太鼓保存会や小学校の
太鼓クラブによって郷土の伝統文化が受け継がれています。

問：飯坂温泉観光協会 ☎ 024-542-4241 場所：飯坂八幡神社 他 http://www.iizaka.com
時間：
（2日）例大祭式典11：00～、移御式17：20～
（3日）神輿渡御・神幸祭8：30～、宮入り19：00～ （4日）後鎮祭11：00～

10/3・4

いわきし

いわき市

太平洋諸国舞踊祭
たいへいようしょこくぶようさい

太平洋の島国などから、
さまざまな舞踊団
が参加し、華麗な舞や力強い踊りを披露
します。

福島市民家園「子ども秋まつり」
ふ く し ま し み ん か え ん「 こ ど も の あ き ま つ り 」

商家、宿、農家などの古民家が点在する民家園で
開催される年に一度の秋まつり。御神輿の渡御の
ほか、わたあめ、カルメ焼き、輪投げ、手づくりおも
ちゃなどの昔懐かしの露店が出店します。当日は、
赤飯おにぎりのサービスもありますのでぜひお越
しください！
☎ 024-593-5249

問：福島市観光コンベンション協会
☎ 024-531-6432
場所：磐梯吾妻スカイライン
通行時間：7：00～17：00
http://www.f-kankou.jp/

飯坂八幡神社の例大祭で、10月の第
1土曜日を中心に三日間かけて行わ
れる祭り。日本三大けんか祭りひと
つと言われています。太鼓の調べは
京都・祇園囃の流れを汲み、300年余
の伝統を誇ります。上町三町（宮元
上町・瀧の川・若錦）、下町三町（立
綱・横町・梍花）の曳き屋台が温泉街
を廻り、祭りのクライマックス「宮入

問：公益社団法人 白河青年会議所 ☎ 0248-22-8289
場所：県南地方5市町村（白河市・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町） 時間：7：30～16：30
※エントリー申込みは9/13で終了しました http://tour-de-shirakawa.jc166.jp/

10/4

10月上旬
10月中旬
10月中旬
10月下旬

問：鳥追観音如法寺寺務所 ☎ 0241-45-2061
場所：鳥追観音（西会津町野沢西平）
料金：
（団体）説明300円、法話・ご祈祷500円
時間：8：30～ http://www.torioi.com/

県南地方の5市町村（白河市、西郷村、泉
崎村、中島村、矢吹町）をまわるサイクリ
ングイベント「ツール・ド・しらかわ」が開
催されます。当日は、7：30に白河市東地
区にある「きつねうち温 泉」をスタート
し、各市町村に設置されている「エイド」
と呼ばれるチェックポイントを目指して
自転車で走行します。
白河市表郷庁舎、白河市南湖公園、西郷
村キョロロン村、白河市大信庁舎、矢吹
町あゆり温泉、泉崎村泉崎国際サイクル
スタジアム、中島村童里夢（どりーむ）公
園、白河市きつねうち温泉の計8ヶ所の
「エイド」では、各地域の特産品を味わっ
ていただくことができるほか、各地域の
ご当地キャラがお出迎えします。

ふくしまし

こうよう

会津ころり三観音の一つ「鳥追観音」の秋の例大祭
で 特別御開帳されます。鳥追観音は仏都会津の
祖・徳一大師が約1,200年前に会津西方浄土として
ご開創。縁結び・子授け・安産祈願で訪れる参拝者
が増えています。左甚五郎作と伝えられる「隠れ三
猿」を探し当てれば福マサルといわれています。

（白河市・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町）

ツール・ド・しらかわ

すかいらいんの

磐梯吾妻スカイラインは大雨による路肩崩落のため不動沢橋～浄土平間は浄土平方面への一方通行
となっています。通行に関する問合わせ：福島県県北建設事務所吾妻土湯管理所 ☎ 0242-64-3478

問：磐梯山慧日寺資料館 ☎ 0242-73-3000
場所：磐梯山慧日寺資料館企画展示室 他 料金：入場料・500円
（大人）
時間：ギャラリートーク
（展示解説）
10月 4日
（日）10：00～11：30
10月11日
（日）15：00～16：30
平成伎楽団によるパフォーマンス
10月11日
（日）13：30～16：30
藝大メンバーによる蓮弁制作実演 10月12日
（月）13：00～16：30

県南地方5市町村

浄土平周辺
天狗の庭周辺
天風境周辺
不動沢橋周辺

※例年の状況からの予測になります。天候等で、
見頃の時期がずれる可能性があります。

東京藝術大学大学院保存修復彫刻研究室の制
作による仏像模刻展。
奈良県の興福寺乾達婆像
（かんだつばぞう）
をはじめ、
多数の模刻像を展
示します。
また、期間中には研究室スタッフによ
るギャラリートーク
（展示解説）
や平成伎楽団に
よる野外公演会、
ワークショップ
（藝大メンバーに
よる蓮弁制作の実演）
なども開催いたします。
11日には平成伎楽団（へいせいぎがくだん）によ
る伎楽（ぎがく）の演奏があります。
「 伎楽」は7
世紀に百済を通して日本に入り、主に仏教寺院
の余興として催されたもの。
「平成伎楽団」は形
式にとらわれない様々な演者による即興性の
高い新しいタイプのエンターテイメントです。

10/3

ばんだいあづま

高湯温泉から土湯峠までの全長29㎞
の磐梯吾妻スカイラインは、紅葉の見
所として毎年多くの観光客が訪れます。
中でも、作家・井上靖が選んだ「吾妻八
景」からの展望が見どころです。
※磐梯吾妻スカイラインは恒久的に無
料開放となり、一般県道となりました。

磐梯吾妻スカイライン

ばんだいまち

磐梯吾妻スカイラインの紅葉

いわき大物産展

問：太平洋諸国舞踊祭実行委員会
☎ 0246-22-7032
場所：小名浜港アクアマリンパーク
時間：11：00～15：00
（3日）、
10：00～15：00
（4日）、

いわきだいぶっさんてん

いわき市内の地場産品を一堂に集めたイベント。
郷土料理や民芸品などを多数展示・販売します。
問：いわき観光まちづくりビューロー ☎ 0246-44-6545
場所：小名浜港アクアマリンパーク
時間：10：00～16：00

時間：10：30～13：00
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10/4～6

にほんまつし

二本松市

二本松の提灯祭り
にほんまつの

10/4～11/23

ちょうちんまつり

じょうかまち

今から約370年前（1643
年）丹羽光重公が二本松
城主として入府、のちに、
「よい政治を行なうために
は、領民にまず敬神の意
を高揚させること」
と考え
現在の栗ヶ柵に二本松神
社をまつり領民なら誰で
も自由に参拝できるよう
にしたのが、｢提灯祭り｣の
始まりと言われています。
日本三大提灯祭の一つに数えられ、その祭礼は福島県重要無形民俗文化
財に指定されています。一番の見どころは、全ての町内がそろう4日の宵
祭り。一台に300余りの提灯をつけた7台の太鼓台が、情緒豊かな祭り囃
子の調べに合わせ市内を練り歩くさまは壮観です。

そ うま し

相馬市

第33回
だい33かい

問：二本松商工会議所 城下町すたんぷラリー事業実行委員会 ☎ 0243-23-3211
場所：二本松地域参加店

10/10

やないづまち

柳津町

相馬民謡全国大会

そうまみんようぜんこくたいかい

み は るま ち

10/10・11

10/10・11

問：三春町明るい祭礼推進委員会
（三春町役場産業課内） ☎ 0247-62-3960
場所：三春大神宮（三春町字馬場） 時間：還御18：30～

か わま た ま ち

川俣町

あかべこまつり

ふるどのまち

古殿町

古殿八幡神社例大祭（笠懸・流鏑馬）
ふるどのはちまんじんじゃ

れいたいさい （かさがけ・やぶさめ）

問：古里・夢・ふるどの実行委員会
☎ 0247-53-2465、☎ 0247-53-4620
場所：古殿八幡神社 時間：11：40～（10日）
、
9：30～（11日）

しゅうきれいたいさい

三春大神宮は、三春藩主秋田輝季が元禄2
年（1689）に遷宮し、代々信仰されてきた神
社です。境内の神楽殿では神楽舞が奉納さ
れ、長獅子や神輿が町内を賑やかに練り歩
きます。

10/10～12

あいづやないづ

毎年10月第2日曜日とその前日に行われる
「古殿
八幡神社例大祭（ふるどのはちまんじんじゃれ
いたいさい）
」
では、
天下泰平と五穀豊穣を願っ
て流鏑馬
（やぶさめ）
が奉納されます。
800年前の鎌倉時代から伝わる「笠懸（かさが
け）
・流鏑馬」
は県の重要無形民俗文化財に指定
されています。
例大祭では流鏑馬太鼓の演奏の
ほか、
流鏑馬大会秋の陣、
祭典行列や獅子舞、
出
店など多彩な催し物が行われます。

三春大神宮秋季例大祭
みはるだいじんぐう

会津やないづ赤べこまつり

だいよんかい

問：柳津町地域振興課観光商工班 ☎ 0241-42-2114
場所：中の橋周辺（柳津町大字柳津字諏訪町地内） 時間：10：00～20：00

問：相馬市千客万来館 ☎ 0244-26-4848 場所：相馬市民会館
料金：入場料・前売券1,500円、当日券1,800円 時間：9：45～（10日）、12：30～（11日）

三春町

第4回

赤べこ発祥の地・柳津町の秋の恒例イベント。
圓藏
寺を建立する時、
難工事で困っていたところ、
どこか
らともなく赤い牛があらわれ、
工事を助け、
無事完成
したと言われています。
この赤べこ伝説を再現した
「全国赤べこ丸太引き選手権大会」
が大盛り上がり！
柳津町内や近隣町村のグルメ等の出店もお楽しみ
ください。
その他、
ステージイベントや赤べこ絵付け
体験、
赤べこをモチーフにしたベコタクシーの運行な
ど子どもから大人まで楽しめるイベントです。

相馬民謡全国大会は2日間にわ
たり開催されます。
1日目は一般
の部予選、
2日目は一般の部決勝
とジュニアの部が行われ、
出場
者は相馬民謡の26曲の中から
選び、
実力を競い合います。
また、2日目にはゲストに前大
会の優勝者とプロの民謡歌手
を招待しますので、民謡の良さ
を心行くまで堪能できます。

10/10・11

すたんぷらりー

参加店で500円以上のお買い物をして頂いたお客様にスタン
プを1つ押印。
チェックポイントと参加店4店分のスタンプ合計
5つのスタンプを期間内に集めて応募。
その中から抽選で豪
華賞品が当たります。
提灯祭りに菊人形、
色づく公園の紅葉
と、
秋の見どころいっぱいの二本松にぜひおいでください。

問：二本松観光協会 ☎ 0243-55-5122 場所：二本松市街地 時間：御神火祭17：00～（4日）

10/10・11

にほんまつし
新市合併10周年記念
二本松市 2015・秋 城下町すたんぷラリー

ただみまち

只見町

只見水の郷うまいもんまつり
ただみみずのさと

うまいもんまつり

昨年より、
「水の郷まつり」
と
「うまいもんまつ
り」が「只見水の郷うまいもんまつり」として
同時開催されており、
今年も開催されます。
奥会津や県内外のうまいもんを味わうこ
とができるのはもちろん、
魚のつかみ取り
や、田子倉発電所見学、夜の花火大会な
どの企画も盛りだくさんです。

コスキン・エン・ハポン2015
こ す き ん・え ん・は ぽ ん 2 0 1 5

問：只見町商工会 ☎ 0241-82-2380 ※田子倉発電所
見学の様子。
場所：JR只見駅前広場
時間：10日
（土）10：00～20：00、11日
（日）9：00～16：00

10/10～12

こおりやまし

郡山市

鉄道の日「鉄道フェスティバル」
てつどうのひ 「てつどうふぇすてぃばる」

「鉄道の日」
（10月14日）を記念した鉄道イベ
ントを開催します。
【展望ロビー】鉄道ジオラマショー。通常1日3
回のジオラマショーを、
7回に増便して開催！
【展示ゾーン】
研修室※要観覧券。
鉄道資料展
示、プラレールコーナー、工作コーナー、N
ゲージ鉄道模型操作体験、手回しトロッコ
「てトロ」
体験などが催されます。

阿武隈山地がやさしく包むフォルクローレの里川俣に、
年に一度、
プロ・アマ
を問わず全国から愛好家が集い、
歌い踊り音楽に酔いしれます。
海外アー
ティストや中南米留学生などの特別出演もある全国唯一のフォルクローレ
の大フェスティバルです。
ぜひ、
家族やお友達と一緒にお越しください。
問：ケーナの響くまちづくり実行委員会事務局
（川俣町役場生涯学習課生涯学習係内 ☎ 024-565-2434）
場所：川俣町中央公民館（川俣町字樋ノ口11番地）
時間：10日
（土）13：30～24：00、11日
（日）9：00～24：00、12日
（日）9：00～15：00
http://www.town.kawamata.lg.jp/site/kanko-event/cosquin.html

問：郡山市ふれあい科学館 ☎ 024-936-0201
場所：郡山市ふれあい科学館スペースパーク
時間：10：00～17：00
（12日は16：00まで）
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10/10～12

塩松神社例大祭（小浜紋付祭り）

にほんまつし

二本松市

10/10～12

し お ま つ じ ん じ ゃ れ い た い さ い （ お ば ま も ん つきまつり）

問：岩代観光協会 ☎ 0243-65-2803 場所：二本松市小浜地内
時間：昼の部引き廻し14：00～（10日）

にほんまつし

二本松市

あばれだし

天正13年（1585年）からの祭りと言われ、現存
する記録では宝暦8年（1758年）にこの付近
一帯が凶作続きや疫病の流行にあった際、人
形を飾った山車（だし）や神楽囃子（かぐらば
やし）を奉納した記録が残っています。
現在では、
毎年体育の日の前日に開催され、
若
連作製の大型人形を飾りつけた山車が豪快な
太鼓の音が鳴り響く中、
激しい山車のもみ合い
（ぶつかりあい）
をします。
観客の間近で繰り広
げられる大迫力の祭りをお楽しみください。

10/10～11/23

こおりやまし

郡山市

郡山市指定重要無形民俗文化財

富岡の唐傘行灯花火

10/11・12

こ お り やま し

郡山石筵ふれあい牧場
「第21回牧場まつり」
こおりやまいしむしろふれあいぼくじょう

だい21かいぼくじょうまつり

郡山市郊外にある石筵ふれあい牧場で
は
「第21回牧場まつり」
を開催します！
バター作り体験、乳搾り体験、牛乳早飲
み大会、ジャンボカボチャ重量当て大
会、ふわふわ遊具（有料）、大抽選会（12
日のみ）等の牧場ならではのイベントが
盛りだくさんです！ぜひご家族でお越し
ください。

いわきし

いわき市

で

二本松の菊人形

にほんまつのきくにんぎょう

みなみあいづまち

南会津町

南会津新そばまつり
みなみあいづしんそばまつり

舘岩10/17、南郷10/24、檜枝岐10/30・31、
只見11/14

10/17・18

いわきし

いわき市

泉ふるさと祭り
いずみふるさとまつり

江戸時代泉藩の藩主である本多忠籌
（ただかず）
候の大名行列
を再現する
「泉赤玉やっこ行列」
が行われ、
他各種イベントあり。
問：泉公民館 ☎ 0246-56-6045
場所：JR泉駅前・ふるさと赤玉通り
時間：18：30～20：00頃まで
（17日）、8：30～15：00（18日）

ほるる de いわきマルシェ
ほるる

だい61かい

問：南会津町観光物産協会 ☎ 0241-62-3000
場所：御蔵入交流館 時間：10：00～（両日とも）
料金：前売り1,350円
（3食券）、当日500円
（1食）

問・場所：郡山石筵ふれあい牧場 ☎ 024-984-1000
時間：9：30～16：30
料金：イベントによって料金がかかるものがあります

10/18

第61回

全国屈指のそば処
「南会津」
の新そば
をふるまう
「新そばまつり」
が、
先陣を
きって南会津町からスタート。
県内のそば打ち名人が打つ、
打ちたて
の新そばを楽しむことができます。
南
会津新そばまつりから、南郷、只見、
檜枝岐と次々に新そばまつりが開催
されていきます。
南会津エリアの新そ
ばまつりへの参加もぜひどうぞ。

問：同保存会会長 ☎ 090-7795-8608
場所：亀賀森神社付近
（三和小学校北側、三穂田町富岡字南森・鯨地内）
時間：20：00～

郡山市

にほんまつし

二本松市

問：一般財団法人二本松菊栄会 ☎ 0243-55-5122
場所：県立霞ヶ城公園 時間：9：00～16：00

と み お か の か ら か さ あ ん ど ん は な び（ 読 み 方 確 認 ）

富岡の唐傘行灯花火は、雨ごいや豊作祈願、
家内安全のため、
亀賀森神社の祭礼時に行わ
れたもので、秋の夜空に直径約3mの唐傘が
花火を噴出しながら回る様は見ものです。
ぜひご覧ください。

10/11・12

あきのれいたいさい

霞ヶ城公園で行なわれる菊の祭典。丹精込めて
育てあげられた色とりどりの菊花が咲き競いま
す。昭和30年から始まり、期間中、菊と紅葉の色
づきが重なる頃には、その共演を存分に楽しんで
いただけます。
今年は『幕末維新伝 』と題し幕
末から明治維新までの激動の
時代を表現するとともに、ガー
デンゾーン・ファミリーゾーンも
設けます。

問：東和観光協会 ☎ 0243-66-2490
場所：二本松市針道目抜き通り 時間：13：30～

10/11

ふくしまいなりじんじゃ

問：福島稲荷神社 ☎ 024-522-2702
場所：福島稲荷神社、福島駅前通り 他
時間：
（10日）例大祭10：00～、
（11日）神輿渡御12：30～、
（12日）後鎮祭10：00～

針道のあばれ山車
はりみちの

福島稲荷神社 秋の例大祭

福島の中心街にある稲荷神社、市民からは「お稲荷さん」と親しみを込め
て呼ばれています。古くから行われている、お稲荷さんの秋の例大祭は3
日間にわたり開催され、福島市街地はお祭りムード一色になり、開催期間
中の神社周辺はお化け屋敷や射的などの多くの露店が立ち並びます。
また、近隣の町会ごとに御輿が繰り出
し、昼は子供達が軽快なお囃子を響か
せます。この祭りの最大の見どころは
「連山車」。夕闇迫るなか提灯に灯を灯
した氏子町会による24基の山車が福島
駅前通りに集結し、まちなかを山車を連
ねて運行する姿は、圧巻の一言です。

領 主丹羽氏に御紋章三
箇所の使 用と神輿渡御
が許可され寛 政 元 年
（1789年）から始まりまし
た。笛太鼓の囃子にのっ
て繰り出す太 鼓 台 や 紋
付 袴 の氏 子たちが 町 中
を練り歩きます。

10/11

ふくしまし

福島市

10/17・18

いわきまるしぇ

7月～11月にいわき市石炭・化石館ほるるにて定期的
に開催される
「ほるるdeいわきマルシェ」。
さまざま
ないわきの産品を販売するほか、ハンドクラフト体
験も同時開催。

いわきし

いわき市

いわき街なかコンサートinTAIRA
いわき

まちなかこんさーと

いん

たいら

いわき駅前周辺が音楽のステージに
なり、
プロアマ問わずさまざまなジャ
ンルのバンド演奏が開催されます。

問：いわき観光まちづくりビューロー ☎ 0246-44-6545
場所：いわき市石炭・化石館ほるる
時間：8：00～14：00
（ハンドクラフト体験は9：00～16：00）

問：いわき街なかコンサート実行委員会
☎ 0246-47-0130
場所：いわき駅周辺 時間：10：00～
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10/18

ばんだいまち

磐梯町

野外公演会
「管弦アンサンブルと門前市」

10/18

や が い こ う え ん か い「 か ん げ ん あ ん さ ん ぶ る と も ん ぜ ん い ち 」

みなみそうまし

南相馬市

第65回
だい65かい

相馬野馬追振興秋季競馬大会
そうまのまおいしんこうしゅうきけいばたいかい

史跡慧日寺跡を活用した
野外公演会。会津大学管
弦楽団「Dolce」のみなさ
んによる管弦アンサンブ
ル。
当日は、
史跡前で地元
野菜や磐梯町の特産物を
販売する門前市を同時開
催いたします。
問：磐梯山慧日寺資料館 ☎ 0242-73-3000
場所：史跡慧日寺跡金堂石敷広場 料金：観覧料・無料

10/18

おおたまむら

大玉村

時間：開演14：00～

おおたまうまいもの祭り
おおたま

うまいものまつり

相馬野馬追に引き続き、今年も秋季競馬が開催されます。相馬野馬追の
騎馬武者たちが、勇壮な甲冑姿から一転、カラフルなジョッキースタイル
に身を包み、迫力のあるレースを繰り広げます。
当日は、
競馬をより一層楽しむために露店で商品を購入いただいた方に1着を
予想する
「お楽しみ券」
を配布し、
見事的中した方に、
もれなく景品をプレゼン
トするほか、
ちびっこ神旗争奪戦やポニー乗馬など各種イベントも開催され
ます。
入場は無料で、
一日中楽しめますので家族そろってお出掛けください。

大玉村産和牛肉や豚肉、県産
牛乳や乳製品などが大特価
で販売されます。大玉村産高
級和牛が入ったバーベキュー
セットの販売もあり、その場
でバーベキューも楽しめま
す。
（ 前 売り2 , 0 0 0 円 、当日
2,500円、売り切れの際はご
了承ください。）
その他にもジャンボかぼちゃコンテスト
や振る舞い餅つき、ポン菓子のプレゼン
トなどお楽しみも満載です。ぜひこの機
会に大玉村をご賞味ください。

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：雲雀ヶ原祭場地 時間：9：00・開式 10：00・発走 ※雨天順延（10月25日㈰）

10/24

にしあいづまち

西会津町

あきのれいさい

こうよううぃーく

さわやかな秋空のもと、大山の自然を
じっくりと味わいながら大山祇神社ご本
社までの約4㎞の参道をウォーキング。
山の息使いが聞こえそうな静寂に包まれ
た参道には、
樹齢400年以上の杉並木や
2つの滝、道祖神もあり心も身体も癒さ
れます。
頂上の茶屋では餅や豚汁などあ
たたかい振舞いもあります。

問：西郷村商工観光課 ☎ 0248-25-2910
場所：家族旅行村ねころんぼ広場 時間：8：30～

問：中野区村おこし実行委員会
☎ 080-6042-5462（清野）
場所：大山祇神社（西会津町野沢大久保）
時間：受付 8：30～

10/24・25

かねやままち

金山町

10/24・25

奥会津ごっつおまつり

三春町

こおりやま農林水産業フェスタ
こおりやま

のうりんすいさんぎょう

ふぇすた

問：こおりやま農林水産業フェスタ実行委員会（農業政策課内）☎ 024-924-2201
場所：郡山総合体育館
時間：9：30～16：00

問：金山町役場産業課商工観光係 ☎ 0241-54-5327
場所：金山町民体育館周辺 時間：10：00～（両日）

10/25

こおりやまし
かねやままち

金山町
郡山市

郡山市内の農林水産物・加工品の販売や農林水産業のPRを行います。
また、
JA郡山市と広域合併を行う関連JA・関連市町村のブースも設置し、
ふ
くしまの元気を広く発信します。

おくあいづごっつおまつり

奥会津の秋の味覚が一同に集まったイベントです。
各町村の特産品を使った食べ物や、新そばの早食
い競争・各店舗のそばの食べ比べなど心も体も大
満足のイベントです。

みはるまち

げんりゅうのさとにしごうたいかい

西郷村の阿武隈川上流を巡る「う
つくしま・みずウォーク2015源流の
郷西郷大会」が、キョロロン村ねこ
ろんぼ広場 発着点で開催されま
す。
県内外から多くの参加者が集う
この大会。西郷村の雄大な自然を
満喫しませんか。
日光国立公園内にある会場の甲子
地区は、豊かな自然が豊富にあり
ます。開催時期の10月下旬は紅葉
のピークで、那須甲子連山の素晴
らしい紅葉を眺めながら阿武隈川
源流沿いを歩くことができます。

大山祇神社 秋の例祭 紅葉ウォーク
おおやまづみじんじゃ

うつくしまみずウォーク2015
源流の郷西郷大会
うつくしまみずうぉーく2015

問：大玉村観光・物産PR実行委員会（役場産業課内） ☎ 0243-24-8096
場所：大玉村ふれあい広場 時間：10：00～15：00

10/24

にしごうむら

西郷村

10/25

みなみあいづまち

南会津町

南郷トマトまつり
なんごうとまとまつり

毎年恒例、南郷トマトの収穫に合わせて
開催されます。利きトマトジュースやトマ
トジュースの早飲み大会、じゃんけん大
会等の楽しい企画が盛りだくさんです。
南郷トマト関連の料理や、南会津の特
産品などの出店もあります。福島ブラン
ドである南郷トマトの今年の味を、是非
味わってみてください。

三春の里収穫祭
みはるのさとしゅうかくさい

三春滝桜で有名な三春町。三春の里収
穫祭と題したこのイベントは、旬の食材
を使った屋台などが並ぶ実りの秋の食
の祭典です。
三春の秋の味覚をどうぞ。

問：三春の里田園生活館 ☎ 0247-62-8010
場所：三春の里田園生活館
（三春町大字西方字石畑）
時間：00：00～

問：JAあいづみなみ南郷支店 ☎ 0241-72-2230
場所：JAあいづみなみトマト選果場
時間：9：00～
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～10/25

いわきし

いわき市

誕生50周年記念
たんじょう50しゅうねんきねん

ぐりとぐら展

10/31・11/1

ぐりとぐらてん

10/31・11/1

三春秋まつり

問：三春秋まつり実行委員会事務局
（三春町役場産業課内） ☎ 0247-62-3960
場所：三春町運動公園（三春町大字貝山字泉沢）
時間：00：00～
い わき し

いわき市

にしあいづまち

西会津町

第30回
だい30かい

西会津ふるさとまつり
にしあいづふるさとまつり

恒例の「桐ゲタ投げ全国大会」や「紅葉
ウォーク」
「
、マラソン世界記録に挑戦」
な
どの参加型イベントをはじめ、今年は第
30回を記念して著名なアーティストによ
る音楽ライブ、
アニソン界の帝王・水木一
郎氏、
普天間かおり氏によるステージイベ
ント、福島ホープスの選手による野球教
室やトークイベント、キャラクターショー
など多彩なイベントが盛りだくさん。
農林産物の直売コーナーや、西会津味噌
ラーメン、手打ちそば、スイーツなど地元
グルメコーナーも充実しています。

みはるのさとしゅうかくさい

旬の食材を使った屋台な
どが並ぶほか、葛尾村と
富岡町との共催事業とし
て歌 謡ショー・キャラク
ターショー等が行われ、
展 示・販 売など、誰もが
「来て・見て・参加して」楽
しいまつりです。

11/7～15

こまちふれあ いふぇすた

問：小町ふれあいフェスタ実行委員会
（小野町産業振興課内）☎ 0247-72-6938
場所：小野運動公園
時間：31日
（土）9：00～16：00、1日
（日）9：00～15：00

問・場所：いわき市立美術館 ☎ 0246-25-1111

三春町

小町ふれあいフェスタ
小野町の産業と文化の祭
典。ステージイベントのほ
か各種団体や個人の展示・
販売が行われます。
「商工会うまいもんNo.1決
定戦」
と
「あぶくま高原新そ
ば まつり 」が 同 時 開 催 さ
れ、福島県内のグルメが大
集結します！

ⓒ『ぐりとぐらかるた』中川李枝子・作／山脇百合子・絵／福音館書店刊／原画：宮城県美術館蔵

みはるまち

小野町60周年記念
おのまち60しゅうねんきねん

1963年に生まれたふたごの野ねずみ
「ぐり」と「ぐら」。中川李枝子さんと
山脇（大村）百合子さんの姉妹による
この作品が50周年を迎えました。
シリーズ累計は2,400万部にものぼる
『ぐりとぐら』。その愛らしい 絵とス
トーリーは、読み継がれる絵本の中
の絵本として子供たちを魅了し続け
てきました。本展では『ぐりとぐら』の
お話全7作品の貴重な原画をはじめ、
姉妹のデビュー作である童話『いや
いやえん』の挿絵原画まで、50年の
軌跡を181点の原画で展観します。

10/31・11/1

おのまち

小野町

問：西会津町ふるさと振興推進委員会（西会津町商工観光課内）☎ 0241-45-2213
場所：さゆり公園（西会津町登世島） 時間：9：00～15：30
http://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/

国宝白水阿弥陀堂の
紅葉ライトアップ
こくほうしらみずあみだどうの

こ う よ う ら い と あ っぷ

お堂の周りの真っ赤に燃えるようなモミジと悠然とたたずむ
大イチョウが美しく照らし出され、周囲の池が鏡となり、幻想
的な姿を写し出します。
またお堂の中も拝観可能となっており、阿弥陀如来像と観世
音菩薩、勢至菩薩が厳かに浮かび上がる姿は見に来た人だ
けの特権です。
ライトアップ期間中は飲食ブース、産品販売ブースが設置さ
れ温かい飲み物などが身体を温めてくれます。また、土曜・日
曜日はふるさと産品直売会が開催されます。
問：白水阿弥陀堂紅葉ライトアップ実行委員会 ☎ 0246-27-1173
場所：白水阿弥陀堂
時間：ライトアップ時間・17：30～20：00
（20：30閉門）

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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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

10月1日
（木）～
11月30日
（月）

10月12日（月・祝）

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

【福島交通共同開催】熱気あふれる「飯坂けんかまつり」鑑賞

秋の例大祭、飯坂温泉八幡神社で行われる
「飯坂けんかまつり」。温泉街に響き渡る
太鼓の音と熱気をお楽しみください。
【受付】福島駅東口玄関【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㎞

10月12日（月・祝）

大町ストリートミュージアムとはいからさんに会える街

第23回鏡石町国際化オランダ祭り開催！駅西口広場をメイン会場に駅前通りが通行
止めとなり、駅前商店街を中心に縁日やオランダ人大道芸で賑わいます。
【受付】鏡石駅西口【所要時間】約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約4㎞

10月12日（月・祝） “豊作万歳”稲刈り祭り～2015田んぼアート～

鏡石駅東口から徒歩１分、
「田んぼアート」が待っています。今年で4年目の「田んぼ
アート」の稲刈り体験をしてみませんか？ 田んぼアートの絵柄は、浦島太郎と鏡石町
の公式キャラクター「牧場のあーさー♪」
です。
【受付】鏡石駅西口【所要時間】約5時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約4㎞

10月24日
（土）

秋を感じる磐梯熱海温泉散策

小さな旅

紅葉のケヤキの森を散策した後は足湯と温泉で疲れを癒します。
郡山ユラックス熱海で入浴し、心と身体を癒していただきます。
【集合】
磐梯熱海駅 【所要時間】
約4時間 【歩行距離】約6㎞

10月17日
（土） 磐城平城の歴史と出会う いわき街なかめぐり

江戸時代に磐城平藩が治めた平藩庁・磐城平城の歴史に携わる道を訪ね歩くコー
スです。いわき市平の各所では「いわき街なかコンサート」が開催され、様々なス
テージイベントが行われます。
【受付】いわき駅【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5.5㎞

10月24日
（土）

紅葉の会津路をゆく～会津坂下西部ハイキング～

小さな旅

紅葉が美しい会津坂下の西部をハイキングします。ハイキングの後は「そば打ち体
験」に挑戦。
そば打ちで一汗かき、秘湯州走の湯で一風呂浴びましょう！
【集合】
会津坂本駅 【所要時間】
約6時間5分 【歩行距離】約4.8㎞

10月17日
（土） 特例通訳案内士のおねえさんと英語で遊ぼう！“Kitakata tour in English”

のんびり歩きながら英語でトーク。喜多方の町なか散策を一緒に楽しみませんか？
おねえさんおすすめの桐下駄、
伝統工芸や酒造り、
蔵などをわかりやすくご案内します。
【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4㎞

10月24日
（土）

土湯の男沼・女沼紅葉ハイキング

小さな旅

自然豊かな土湯の風を感じながら深まる秋の大自然を満喫しませんか ？
【集合】
福島駅東口 【所要時間】
約7時間5分 【歩行距離】約12㎞

10月17日
（土） 福島街中散策と福島競馬場を楽しもう！

10月31日
（土）

競走馬を見る前にちょっと寄り道して神頼み！
【受付】福島駅東口玄関【所要時間】約7時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約9㎞

紅葉の甲子高原 阿武隈川の渓流を巡るハイキング

小さな旅

甲子高原の景勝地「雪割橋」の紅葉と
美しい滝をご堪能ください。
【集合】
新白河駅
【所要時間】
約5時間
【歩行距離】
約3.6㎞

10月31日
（土） 日本最大級の山城向羽黒山城跡ハイキング

向羽黒山城は、会津支配400年を誇る葦名氏中興の祖、盛氏が8年もの歳月をかけ築
城した日本最大級の山城です。会津本郷焼の起こりは古く、文禄二年（1593年）蒲生氏
郷が播磨の国（兵庫県）から瓦工招き、黒瓦を製造したのが始まりといわれています。
【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7㎞

11月1日
（日） ダリア咲く「はなわ」、「出羽神社祭礼」を観覧しながら神社と寺の歴史巡り

10月31日
（土）

コース沿いに咲く塙町の名花「ダリア」を見ながら、佐竹氏の築城法によって築かれ
た羽黒館にある出羽神社へ。愛宕神社・安楽寺と塙町の歴史を探りながら歩くと、町
中で繰り広げられる出羽神社祭礼の神幸行列が見られます。
【受付】磐城塙駅【所要時間】約4時間（施設での見学時間含む）【歩行距離】約6㎞

張り子の里「高柴デコ屋敷」を訪ねて

小さな旅

郡山市西田町にある
「高柴デコ屋敷」
は
三春駒と三春張子人形の発祥地です。
デコ屋敷の「デコ」
とは人形のことであ
り、人形屋敷ともいわれています。
【集合】
三春駅
【所要時間】
約4時間
【歩行距離】
約8㎞

11月3日（祝・火）【阿武隈急行共同開催】
「霊山の紅葉ハイキング」

新日本百名山「霊山」の紅葉と奥羽山脈の山々を眺めながらのトレッキング、奇岩怪
石が連なる景色と太平洋のパノラマに感動！
【受付】阿武隈急行線・保原駅
【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㎞

11月7日
（土）

11月7日
（土） アートな喜多方と美味しい秋を楽しもう！「ふれあい喜多方農業まつり」

安積発展の「礎」と「スイッチバック」の故郷を訪ねて

小さな旅

紅葉で美しく色づいた中山宿のスイッチバック跡地を歩きます。
【集合】
中山宿駅 【所要時間】
約3時間55分 【歩行距離】約9㎞

喜多方の文化交流エリア、押切川公園に美味しいものが大集合。農家の直販テント
が会場いっぱいに並び、新そば・餅、物産コーナーも人気です。倉敷大原美術館の支
援によるロダンと大原滞在作家の作品展（有料）へも足を延ばせます。
【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4.5㎞

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。

11月8日
（日） 城下町白河の紅葉と史跡巡り

紅葉で彩る日本最古の南湖公園を訪れます。震災以降4年ぶりに入城できるように
なった小峰城を見学します。
【受付】白河駅【所要時間】約5時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約7㎞

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

豊臣秀吉から会津の地を与えられた
蒲生氏郷は、城下町の整備と産業振興
に尽力し、現在の基礎を築きました。
末廣嘉永蔵では、野口英世・徳川慶喜・
松平容保らの直筆の書等、貴重なお宝
を間近に見ることができます。
【集合】
会津若松駅
【所要時間】
約6時間
【歩行距離】
約8㎞

10月3日
（土） 唱歌「牧場の朝」のまち 鏡石オランダ祭り

駅からハイキング

小さな旅

震災以降、4年ぶりに入城できるように
なった小峰城を見学します。小峰城の
南西を守ったという
「道場門」の石垣は
必見です。
【集合】
白河駅
【所要時間】
約2時間
【歩行距離】
約2.5㎞

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
を感じ取ってください。

10月3日
（土）

小峰城と街中散策

小さな旅

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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