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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！

アフターDCのオススメ観光素材

ふくしま観光素材提案集が完成しました
アフターDC期間中（平成28年4月～6月）
の、オススメ観光素材を掲載した「ふくしま
観光素材提案集」が完成しました。各地域で
磨き上げた約2,800の観光素材の中でも、
さらにオススメな観光素材を選抜して掲載
しています。
花・食・温 泉の特集から各地域のページま
で、県内のスポットをわかりやすく紹介して
おりますので、旅行会社の皆様は、商品造成
の際の資料として、またお客様へのご案内
資料としてぜひご活用ください。
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水
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福島県の観光素材を
全て収録したDVD付き
パンフレットのダウンロードはこちらから

http://dc-fukushima.jp/yakudati/download.html

ふくしま七転び八起き観光キャラバン 多くの方に御参加頂きました
会場：ホテルメトロポリタンエドモント（東京都千代田区）

首都圏の旅行会社及び旅行雑誌社の皆様を招き、
福島県の旬な観光素材などをご紹介するキャラバンを
開催しました。

交流会

当日は、説明会や観光PRコーナーにおいて、各地域の
観光情報や取組についてご説明しました。交流会で
は、全国新酒鑑評会金賞受賞数三年連続日本一となっ
た本県の日本酒をはじめ、県産食材を使用した特別な
メニューでお迎えし、参加者との意見交換を行いまし
た。県内の旅館・ホテルの方々や、市町村や各地域の関
係者がこのキャラバンに参加し、オールふくしまで福島
県への誘客を呼び掛けました。
説明会
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土

17

交流会

観光PRコーナー

ご来場ありがとうございました！

ふくしま大交流フェア

会場:東京国際フォーラム（東京都千代田区）

福島県による首都圏最大イベント「ふくしま大交流フェア」が開催され
ました。ステージでは、福島にゆかりのある著名人によるトークショー
や県内の子どもたちのパフォーマンス等で会場を盛り上げました。
当日は、ご家族連れで体験コーナーを楽しむ姿や、福島のグルメを食
べ歩く姿が見られ、多くの方に福島の魅力を知って頂きました。

スペシャルトークショー

福島県観光
PRコーナー
グルメコーナー

ステージ

体験コーナー

2

ステージ

「福が満開、福のしま。」福島県観光キャンペーン2016開催

旅行会社向け助成制度が始まります
旅行パンフレット作成支援助成制度

貸切バス借上支援助成制度

福島県への送客を目的とした募集
型企画旅行のパンフレットに本県
の観光PR情報を掲載する場合、
その費用を助成します。

福島県への送客を目的とした受注型企画旅行に対
して、貸切バスの借上費用の一部を助成します。

中型または大型バス

１台につき

40,000円

4ページ以上のパンフレット
福島県観光 大きさの 助 成 金 額 福島県単独
目安
パンフの場合
PR情報等
（円）
（円）
掲載面積 （A4按分）

※１社あたりの上限は200万円

1/4以上
1/2未満

100,000円 150,000円

310.8㎠以上
623.7㎠未満

1/2以上
1/1未満

200,000円 300,000円

623.7㎠以上

1/1以上

300,000円 500,000円

155.4㎠以上
310.8㎠未満

2ページ以下のパンフレット
福島県観光PR情報等
掲載面積
77.7㎠以上
155.4㎠未満

大きさの
目安
（A4按分）

155.4㎠以上

1/8以上
1/4未満
1/4以上

助成金額
（円）

50,000円
100,000円

※１社あたりの上限は300万円
受付期間

種

類

旅行実施日

平成27年11月2日㈪～平成28年3月11日㈮
※交付決定額が予算額に達した時点で終了。

受注型企画旅行

種

平成27年12月1日～平成28年3月31日

募集型企画旅行

類

旅行実施日

までに終了するもの

平成27年12月1日～平成28年6月30日
のうち1日以上が含まれていること

（平成28年3月31日までにパンフレットを納品すること）

（平成27年10月1日以降の契約日であること）

申請にあたっては、
ふくしまDC公式サイトに掲載している交付要綱を必ずご確認ください。

クリック

貸 切バス借上支援助成制度
旅行パンフレット作成支援助成制度

!

助成金を利用するには、
事前の申請が必要となります
のでご注意ください。

http://dc-fukushima.jp/news/disp20151001.html

福島県観光復興キャンペーン委員会

〒960-8670 福島市杉妻町2-16 福島県庁西庁舎10階（観光交流課内）
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TEL .024-521-7398
お問い合わせ

8：30～17：15
（祝日を除く月～金曜日）
Fax:024-521-7888

各地のアフターDCおもてなし情報
県北エリア なすびと山登りツアー in 福島けんぽく 11月7日㈯・8日㈰
ふくしまDC県北応援団長である、なすびさ
んのエベレスト登頂企画に併せ、県北地域
の「山」
と
「温泉」を中心としたツアーを開催
します。なお、福島県県北地方の観光の発展
につながるツアーのため観光参加者の皆
様には簡単なアンケートや取材、SNSによる
情報発信などにご協力をいただきます。

温泉

1日目 11月7日（土）
福島駅西口【出発】10:00→11：00～16：00【体験・昼食】霊山ト
レッキングおよびボルダリング見学・なすびさん挑戦（伊達
市）→16：50【見学】じょーもぴあ宮畑（福島市）→18：00【宿泊・
交流会】土湯温泉山水荘（福島市）

2日目 11月8日（日）

土湯温泉自由散策・土湯温泉【出発】9：30→10：00【 体験・昼
食】安達太良山（二本松市）あだたらロープウェイ̶薬師岳̶
ロープウェイ12：00【昼食】レストハウスにてバーベキュー13：10
～14：40→【見学】岳温泉町歩き→16：00【解散】福島駅西口
※天候などにより行程が変更になる可能性がございます。

登山

ロープウェイ

Facebook

登山

問：ふくしまDC県北方部推進委員会
（県北地方振興局企画商工部内）☎024-523-2365
場所：県北地域（福島市・二本松市・伊達市）
※募集は10/26で終了しております。

ボルダリング

https://www.facebook.com/events/445787172280650/

県南エリア にっぽりマルシェ2015「秋のしらかわうまいものフェスタ」 11月21日㈯・22日㈰
県南9市町村の ！
ろい
うまいもの勢ぞ

※昨年の日暮里イベントの様子
みなもん

東京都・日暮里にあるJR日暮里駅前イベント広場にて、
「 にっぽりマルシェ
2015『秋のしらかわうまいものフェスタ』」が開催されます。
県南地方9市町村の新鮮な野菜やお米、地酒、
ラーメン、お菓子、6次化商品
等の物産品などの飲食・販売が行なわれます。
そのほか「源流の里づくり」
シ
ンボルキャラクター・みなもんなどのご当地キャラや福が満開ふくしま隊が
来場者をおもてなし！ アフターDCに向け県南エリアのPRを行います。

※写真はイメージです。

問：公益財団法人白河観光物産協会 ☎0248-22-1147
場所：東京都・日暮里駅前イベント広場
（東京都荒川区西日暮里二丁目24番地）
時間：10：00～17：00

会津エリア 猪苗代町のご当地グルメ「猪苗代そば餃子」がおいしく登場！
今まで「磐梯まつり」などのイベントでしか食べられなかっ
た町のご当地グルメ
「猪苗代そば餃子」が下記の店舗で食
べられるようになりました。
「 猪苗代そば餃子」は、町商工
会青年部が開発したもので、具に町の特産品である「そ
ば」が麺状のまま入っているのが大きな特徴。他にも会津
地鶏を具材として使うなど、
食材にこだわっています。
「猪苗代そば餃子」は下記の4店舗で提供しています。
問：各店舗へお問合せください。
◆ドライブイン磐尚 ☎0242-65-2851
◆手打ちそば処こがね ☎0242-62-2207

◆酒家Den ☎0242-62-3665
◆小西食堂 ☎0242-64-3128
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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。

今月は国宝建造物のライトアップを実現したこの方です！

この人に ！
た
ききまし

白水阿弥陀堂
紅葉ライトアップ実行委員会
実行委員長

湯澤良一さん

（リプロ内郷企業組合）

私のオススメ！
仏像と対峙して振り向いた
お堂からの風景が
一番好きです！

1

Q.

A.
2

Q.
3

4

A.

1～3白水阿弥陀堂は平安時代に創建された福島県唯一の国宝
建造物。池と山に囲まれ美しい浄土庭園の様を成している。
（画像は昨年）
4ふくしまDCに合わせ実施された珍しい新緑ライトアップは初の
試みで好評だった。

国宝 白水阿弥陀堂の
DATA

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

日時●11/7（土）～11/15
（日）17：30～20：00（20：30閉門）
住所●いわき市内郷白水町広畑219 国宝白水阿弥陀堂
料金●白水阿弥陀堂夜間特別拝観料：500円
電話●0246-27-1173（白水阿弥陀堂紅葉ライトアップ実行委員会事務局）
期間中はふるさと産品直売会や新蕎麦祭りなどのイベントも同時開催。
詳しくは、白水阿弥陀堂紅葉ライトアップフェイスブックへ。
https://www.facebook.com/lightup.amidado

!

A.

何といっても、
素材を生かす繊細なプロの照明デザインで
歴史あるお堂と紅葉した木々の美しさをより幻想的に楽し
む事ができる点です。照明デザインは復興するいわきの
姿を投影するように毎回進化しているので、
そこにも注目
してもらえると嬉しいです。
ちなみに、
電力はソーラーパネ
ルで発電、
器具は全てLEDを使用し広い庭園全体の総消
費電力はわずか1500W以下、
ドライヤー１本分なんです！

ライトアップのきっかけと今までの経緯を教えてください。
震災による損傷で阿弥陀堂が一時拝観中止になり、
さら
に続く風評被害を打開するため、
何か新しいことはできな
いかと、
地域おこしメンバーが賛同して始めたのがきっか
けで今年で４年目を迎えました。今年のふくしまDCで
は、全国でも珍しい新緑ライトアップに取り組み、
「若葉
から元気をもらった」
と好評を得ました。

今回のPRポイントは？
今年は、正面から見るお堂と取囲む外輪山が一体とな
り、訪れた方をよりあたたかく迎え入れる演出となって
います。また、飲食・手打ちそば・産品販売ブースでは手
作りのおもてなしで皆様をお迎えします。平安時代から
続く厳かな日本情緒をこの機会にぜひお楽しみ下さい。

Q.

湯澤良一さんの
質問です！

小峰城はいつ頃、
誰が築城したのですか？

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？

敷地全体で約260個もの
LED照明を使用しています。

す！
しつもんで
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次回は…

白河市の小峰城
「ツウ」
の方へ
す！
インタビューしま

インタビュー

リレー

たむら八彩カレー
箱崎哲司さん
お答え
からの質問です！ します！

Q.

ライトアップの見どころは？

白水阿弥陀堂のライトアップを見たら、
JRいわき駅前にある

昭和レトロな横丁、
「白銀小路・夜明け市場」
へ繰り出そう！
①

2F
新規店舗
準備中

かたなし

10月
OPEN 予定

スナック
ニュー愛物語

映画館
ポレポレいわき

⑥

⑦

gohoubi

⑧

じゃじゃ馬

Mama Bar
Panda

②

酒処
さかもと

2F

③

DOMANI

④

和歌

⑤

KINKA

五楽

夜明けストリート
スナック
ドリーム

スナック
らべんだぁ

⑨ Coral

2F

STAND BAR
もも

⑩ 旬¨平

石島公民館

⑪

…既存スナック

⑫

スナック
ひさこ

エコール・ド・ニース

魚菜亭

2F スナック舞

…夜明け市場エリア

…出入り口

http：//www.touhoku-yoake.jp/
ほっこり温かな人情に触れ、いわきを満喫！白銀小路（しろがねこうじ）
・夜明け
市場では、被災飲食店と復興を願う飲食店オーナーが集い、復興市場を繰り広
げています。活性化＋復興支援として注目度の高い「市場型飲食テナント」です。

①炭火居酒屋 かたなし

TEL：未定 営業時間：18：00～24：00
定休日：不定休
席数：1Fカウンター8席・テーブル2席

出店者募集中

お問い合わせ先：株式会社夜明け市場
TEL : 0246-38-6586
MAIL : info@touhoku-yoake.jp

⑦重ね煮バル Mama Bar Panda

2015年

TEL：0246-85-5756 営業時間：18：00～22：00（たこ焼き16：00～）
定休日：日曜・その他1日
席数：カウンター8席＋テーブル4席

10月
オープン

②イタリアンバール DOMANI

⑧盛岡じゃじゃ麺&水餃子 じゃじゃ馬

③いわき郷土料理 和歌

⑨マジックバー Coral（コーラル）

④和風居酒屋ダイニング KINKA

⑩焼鳥居酒屋 旬¨平

⑤鉄板居酒屋 五楽

⑪ニース料理のビストロ エコール・ド・ニース

⑥フルーツビールの店 gohoubi

⑫和楽 魚菜亭

TEL：未定 営業時間：18：00～24：00
定休日：不定休
席数：1Fカウンター8席・テーブル2席

TEL：080-5560-6111 営業時間：17：00～24：00
定休日：不定休
席数：1Fカウンター席のみ全8席＋テラス席

TEL：0246-21-1560 営業時間：17：00～L.O.23：00
定休日：日曜・第3月曜
席数：1Fカウンターのみ全8席

TEL：090-9636-3116
営業時間：20：00～27：00
（日曜18：00～23：30）
定休日：月曜 席数：2F全16席

TEL：0246-51-3174 営業時間：17：00～23：30
定休日：水曜
席数：1F 5席／2F 16席

TEL：0246-21-1525 営業時間：17：00～L.O.23：00
定休日：日曜
座席：2F全20席

TEL：0246-68-7569 営業時間：17：00～23：00
定休日：日曜
席数：1F 18席／2F 24席

TEL：0246-38-7341 営業時間：17：30～23：30
定休日：木曜
座席：1F全18席＋テラス席

TEL：0246-38-7438 営業時間：18：00～24：00
定休日：木曜
席数：1F 8席／2F 16席

TEL：0246-24-0045
定休日：日曜
座席：1F全14席

営業時間：17：00～23：00

し～

高さ5cm!
4

前!

3.5人

ジャンボ
天丼

ジャンボ
カジキメンチ !!

ジャンボ
海鮮チラシ寿司
ドリームジャンボ
パフェ

いわき市｜いわき

Sea 級グルメ

上の
m以 エビ!
c
4
2
特大

全国大会で優勝

ジャンボ&カジキグルメで おいSea いわき召し上がれ！

カジキ
ステーキ

!
cm

5

幅2

Jumbo!

よしまジャンボメニュー

ジャンボな「シュークリーム」
「メンチカツ」など
12品目を提供。新登場「ジャンボ海鮮ちらし寿司」
も加わり、
9店舗が自慢のジャンボメニューでおもてなしします。
問・いわき市好間町商工会 ☎0246-36-3133

カジキと彩り野菜の
タルトレット

上!

分以

3人

ジャンボ焼きスパ

復興グルメで
ふくしまの元気を発信！
6

いわき市｜いわき

カジキグルメ

常磐沖は世界的にもカジキの漁場として知られ、
「カジキグルメ」
による町おこしが行われています。なかでも肉厚なカジキの大き
さを活かした「カジキメンチ」はボリューム満点です。
問・カジキグルメ実行委員会事務局 ☎0246-29-1811

11
11/1

いわきし

いわき市

第14回

10/27～
11/5

あいづみさとまち

会津美里町

法用寺奉納菊花展
ほうようじ

ほうのうきくかてん

会津で唯一の三重の塔が建つ法用寺。
入
口の仁王像、
観音堂の宮殿型厨子と仏壇
は国の重要文化財に指定されています。
法用寺境内で行われる秋のイベント。秋
の風物詩といえる菊祭りですが、約100
本の見ごたえある菊が奉納され、丹精込
めて育てられた菊が絢爛豪華な美しさ
を競い、会場を訪れる人々の目を楽しま
せます。

湯の街復興学園祭

問・会津美里町観光協会

ゆのまちふっこうがくえんさい

地元の幼稚園、小中高の子供たちによる吹奏楽や
合唱、1日店長体験など子供たちががんばるイベン
トが盛りだくさん。毎年人気の湯の街プロレスには
湯の街仮面が初登場します。

11/1～10

☎0242-56-4882

あいづみさとまち

会津美里町

場所：法用寺

中田観音菊祭り大祭
なかたかんのん

きくまつりたいさい

問：湯の街復興学園祭実行委員会事務局
（いわき湯本温泉旅館協同組合内）☎ 0246-43-3017
場所：JR湯本駅前・一番町商店街 時間：9：40～18：00

11/3

いわきし

いわき市

第25回
いわき

いわきシーサイド・ウオーク

し ー さ い ど・う お ー く

奥州三古関のひとつ「勿来の関」や勿
来海岸など、約7㎞のコースを歩く
ウォーキング大会です。
メイン会場で
は和太鼓演奏やフラダンスのステー
ジ、いわき湯本温泉の足湯コーナー
や物産品販売、抽選会を実施します。
参加無料ですが、事前申し込みが必
要です。心地よい秋風の中、勿来地区
の歴史と自然に触れながらご家族、
お友達で歩いてみませんか。

会津ころり三観音のひとつ「中田観音」の例大祭。境内に色とりどりの菊の
花が咲きそろいます。
この祭りの期間中、菊の花を供え、
それを持ち帰り護符として食べれば「頭
病み（頭痛）せず、家内和合、
身体堅固」のご利益があるといわれています。

問：福島民報社いわき支社 ☎ 0246-23-3232
場所：勿来海水浴場市営駐車場～
勿来の関～勿来海岸
時間：9：00～13：00頃
※申込は11月1日
（日）必着。詳細はお問い合わせください。

11/3・8・22

にしあいづまち

西会津町

問・場所：中田観音（弘安寺） ☎ 0242-78-2131

11/3

西会津の新そばまつり
にしあいづの

いわきし

いわき市

第9回

こどもまつり

こども祭り

観覧車などの遊具施設が無料になるほか、
ケン玉
競技のアトラクションも行われます。
また、先着順
でお菓子の詰め合わせプレゼントもあります。対
象はすべて小学生以下となります。文化の日はい
わき市海竜の里センターに遊びに来ませんか？

しんそばまつり

問・場所：いわき市海竜の里センター ☎ 0246-82-2772

11/7・8

いなわしろまち

猪苗代町

時間：10：00～15：00

猪苗代新そば祭り
いなわしろ

しんそばまつり

※写真はイメージです。

会津の中でも隠れた蕎麦どころ・西会津の新そばまつり。
つなぎを一切使わないそば粉100％の蕎麦をご堪能ください。
町の蕎麦打ち名人達が腕をふるいます。
◆11月3日
（祝・火） 奥川新そばまつり
問：奥川地域づくり会議（三瓶） ☎ 090-7564-3808
場所：奥川みらい交流館 時間：11：00～

猪苗代産そば粉100％を
「ひきたて、
うちたて、
ゆでたて」
で楽しめます。
「蕎
麦の里・猪苗代」
の新そばをぜひご賞味ください。
また、
そば打ち名人によるそば打ちの実演のほか、
そば口上や
（祝言そばの
こと。
結婚式など祝い事の際、
「そば口上」
にのせ客人にそばの振る舞いま
した。
）
日本舞踊のアトラクション、
農産物等特産品の販売も行います。

◆11月8日
（日） 橋屋そばまつり
問：橋屋そばまつり実行委員会（上野） ☎0241-45-3697
場所：橋屋集会所 時間：10：00～14：00
（限定500食）

◆11月22日
（日）「安座おとめゆりの里」新そばまつり
問：安座そばまつり実行委員会（安部） ☎090-3756-0163
場所：安座集会所 時間：10：00～15：00
（限定400食）

問：猪苗代新そば祭り実行委員会事務局（猪苗代町農林課） ☎ 0242-62-2116
場所：猪苗代町総合体育館（カメリーナ） 時間：10：00～14：30
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11/7～15

い わき し

いわき市

国宝白水阿弥陀堂
紅葉ライトアップ

こくほうしらみずあみだどう

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ます。またお堂の中も夜間拝観が可
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、11/7・8・14・15は
ふるさと産品直売会が開催されます。
美しい紅葉に囲まれた白水阿弥陀堂をぜひご覧ください。

問：白水阿弥陀堂ライトアップ実行委員会 ☎ 0246-27-1173
場所：白水阿弥陀堂（いわき市内郷白水町広畑221）
時間：ライトアップ17：30～20：00
（20：30閉門）
料金：夜間特別拝観料 大人500円

9/1～11/30

いわきし

いわき市
いわき

Iwaki ロコモコ
食べ歩きキャンペーン

ろこもこたべあるき

10/1
～1/31

きゃんぺーん

参加店舗にて、いわき産コシヒカリ「Iwaki Laiki」
や「カジキ」、
「いわき産野菜」などを使った「Iwaki
ロコモコ」を食べて、スタンプを3つ集めると、抽
選で100名様にすてきな賞品が当たります！
応募用紙は市内各観光施設他、キャンペーン紹介
ホームページよりダウンロード可能です。
（「Iwakiロコモコ」で検索）
問：いわき地域の恵み安全対策協議会
（いわき市農林水産部農業振興課内）☎ 0246-22-1147
場所：いわき市内参加店舗10店
http://www.kajikigurume.com/wp/?p=4393

11/14

いなわしろまち

猪苗代町

すいーつふぇすた

猪苗代の人気菓子店9店舗が自慢のスイーツ
を１個ずつ、計9個のスイーツがフリードリン
ク付きで楽しめるイベントです。晩秋の猪苗代
で美味しいスイーツを味わってみてははいか
がでしょうか。
前売り券は1枚1,500円で販売中です。人気イ
ベントとなっていますので、お早めにお買い求
めください。

あいづみさとまち

会津美里町

すたんぷらりー

「ちょいなか ちょいまち いい
かも いわき」をテーマに、い
わきのふるさとエリア、まちな
かエリアを巡り、いわきの“ 都
市 ”と自然あふ れる“ふるさと”
の魅力を満喫してもらうスタン
プラリー。
ふるさとエリアのスタンプ3つと
まちなかエリアのスタンプ1つ
を集めて、抽選でいわきを楽し
む豪華賞品が当たります！

11/14

すかがわし

須賀川市

須賀川 松明あかし
すかがわ

たいまつあかし

須賀川の晩秋の風物詩「松明あかし」は、今から400年以上前の天正17
年、伊達政宗率いる軍が須賀川を攻め落とした合戦で命を落とした多く
の人々の霊を弔うために始められたとされています。
長さ10メートル、重さ3トンもの巨大な大松明を、市内目抜き通りから会場
の五老山まで若者が担いで練り歩き、山頂に立てられた後、約30本の本
松明や仕掛松明とともに火がつけられます。勇壮な松明太鼓が鳴り響く
中、揺らめく松明の炎が須賀川の夜空を焦がします。

問：猪苗代町商工会
☎ 0242-62-2331
場所：猪苗代スキー場・
ミネロセンターハウス
時間：10：00～15：30
（予定）

11/15

ふるさとめぐり

いわきの魅力新発見！
ふるさとめぐりスタンプラリー

問：IWAKIふるさと誘致センター事務局
（いわき商工会議所内）
☎ 0246-25-9151
場所：いわき市内全域
http://kankou-iwaki.or.jp/news/60388

猪苗代スイーツフェスタ
いなわしろ

いわきし

いわき市

赤そばまつり
あかそばまつり

問：松明あかし実行委員会事務局（須賀川市観光交流課）☎ 0248-88-9144
場所：五老山（須賀川市翠ヶ丘公園内）
※上記のほか、
おもてなしイベントや大松明行列などの行事あり。
時間：大松明点火（18：30）武者仕掛松明点火（19：15）城仕掛松明点火（19：30）
※当日16：00～21：00までの間、須賀川駅、須賀川市文化センター、牡丹園駐車場
から会場までの有料シャトルバスが運行されます。
※駐車スペースに限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/taimatsu/

珍しい赤色の花を咲かせる赤そば。
その赤そばの実から作られるそばは、
普通のそばよりもちもちしてコシがあるのが特徴です。収穫されたばかり
の赤そばの実から作られた、打ちたてのそばをぜひご賞味ください。

問：会津美里町観光協会 ☎ 0242-56-4882
場所：旧尾岐小学校（大沼郡会津美里町吉田字村中甲150）
時間：10：00～14：00 料金：1杯500円

8

11/20
～2/14

こおりやまし

郡山市

ビッグツリーページェント・フェスタ
IN KORIYAMA

び っ ぐ つ り ー ぺー じ ぇ ん と・ふ ぇ す た

いん

11/21

ばんだいまち

磐梯町

こおりやま

歴史講座「真言と禅

～山の信仰を
事例として中世の慧日寺を探る～」
れきしこうざ「しんごんとぜん～やまのしんこうをじれいとして ちゅうせいのえにちじをさぐる～」

東京大学史料編纂所教授、林譲先生をお迎えし
て、
「真言と禅 ～山の信仰を事例として中世の慧
日寺を探る～」
と題し開催する歴史講座です。
問：磐梯山慧日寺資料館 ☎ 0242-73-3000
場所：磐梯山慧日寺資料館研修室 時間：13：30～
参加料：無料 定員：40名 ※要事前申し込み

11/21・22

いわきし

中釡戸のシダレモミジ
なかかまどの

たびと

ほっこりまつり、たびと

ぐるめらりー

問：田人（たびと）復興祭実行委員会（田人支所内）☎ 0246-69-2111
場所：田人ふれあい館、田人町内飲食店
ほっこり祭 11月21日
（土）10：00～15：00、22日
（日）9：00～14：00
グルメラリー 11月21日
（土）～29日
（日）
（9日間）

問：ビッグツリーページェント・フェスタ IN KORIYAMA 実行委員会事務局 ☎ 024-921-2610
場所：郡山駅西口駅前広場など
時間：点灯時間17：00～23：30
（1/15～2/14は17：30～23：30）

いわき市

たびとほっこり祭、たびとグルメラリー

いわき市田人地区で毎年開催される
「たびとほっこり祭」は、地場産品を
販売する
「軽トラバザール」
をはじめ、ボンネットバスによる田人周遊バス
ツアー、
乗馬やバギーカー乗車などの体験イベント、
フラダンスや太鼓など
のステージショーなど、
盛りだくさんの2日間。
人気の「たびとグルメラリー」は、田人地区の飲食店の特別メニューをワ
ンコイン
（500円）
で食べ歩くツアーで、
スタンプを集めて応募すると豪華
景品が当たります。

郡山の冬の風物詩である光のページェント。
イルミネーションと音楽のコ
ラボレーションで、
クリスマスやバレンタインデーまで、“楽都郡山”を温か
な光りで輝かせます。
また、期間中は音楽イベントなども開催の予定です。

11月下旬～
12月上旬

いわきし

いわき市

11/21～1/3

しだれもみじ

おのまち

小野町

リカちゃん通りイルミネーション
りかちゃんどおり

いるみねーしょん

渡辺町中釜戸の観音堂敷地内にあるイロハ
カエデが突然変異したもので、大小2本の木
は幹が白くねじ曲がり、
ところどころにコブが
できており、枝が枝垂れて傘を広げたよう
な、特徴ある姿をしています。
問：いわき市総合観光案内所 ☎ 0246-23-0122
場所：いわき市渡辺町中釡戸字表前

11/29

にしあいづまち

西会津町

リカちゃんキャッスルとお城の前のリカちゃん通りを約５万球の電球が彩りま
す。
点灯式ではイベントを行うほか、
イルミネーションの点灯後にはリカちゃん
キャッスルを無料で見学することができます。
家族や恋人、
友人とシンボルツ
リーの前にある
「ハートのベンチ」
で写真を撮り、
愛情や友情を深めませんか。

越後（会津）街道サミット
え ち ご（ あ い づ ）か い ど う

さみっと

問：小野町観光協会 ☎ 0247-72-6938
場所：リカちゃん通り及びリカちゃんキャッスル（福島県田村郡小野町小野新町中通51-3）
点灯時間：17：00～20：00 点灯式：11月21日
（土）

旧越後（会津）街道の三大宿場『津川宿（新潟
県阿賀町）』
『 野沢宿（西会津町）』
『 坂下宿（会
津坂下町）』をテーマとして初めて開催される
サミット。各宿場の歴史や特色、裏話など講演
のほか、パネルディスカッションも行われます。

11/29

問：にしあいづ観光交流協会 ☎ 0241-45-2213
場所：西会津中学校多目的ホール
時間：10：00～15：00

11/29

いわきし

いわき市

第11回
とおの

ばんだいまち

磐梯町

平成27年

磐梯そば御膳を食べる会

ばんだいそばごぜんを

たべるかい

遠野もみじまつり in 龍神峡

もみじまつり

いん

りゅうじんきょう

もみじのトンネルと鮫川を眺め
ながら歩くイベント。清々しい
空気と落ち葉を踏みしめる足
音が耳に心地よく、
リフレッシュ
にはぴったりです。当日は地元
中学生の演奏会や新鮮な野菜
を直売するほか、龍神峡や遠野
地区を詠んだ短歌・俳句・川柳
の作品も募集します！

磐梯町では「そば」の安全性とおいしさを
少しでも多くの方に知って頂き、原発事故に
負けない元気を発信していこうと、磐梯町産の
そばに磐梯町のさまざまな産品を組み合わせたセットメニュー「磐梯そ
ば御膳」
を作り、皆さまに召し上がっていただく取り組みを行っています。
小さなそば会ではございますが、今年も開催いたしますので、ぜひお越し
いただきたいと思います。

問：遠野もみじまつり in 龍神峡実行委員会（遠野支所内）☎ 0246-89-2111
場所：滝川原児童遊園（いわき市遠野町滝字川原140）
料金：大人・高校生500円
（田舎汁・保険料含む）中学生以下無料
※小学生は保護者同伴でお願いいたします。 時間：9：00～16：00

主催：磐梯そばブランド化推進実行委員会 問：磐梯町農林課 ☎0242-74-1217
場所：磐梯町中央公民館 時間：11：00～13：00 100食限定 ※予約制
予約受付期間：11月9日
（月）～13日
（金） 料金：1人1,000円※当日受付で支払
内容：磐梯町産天日干し新そば、
そばみそ田楽、霜野布豆腐他付け合せ
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11月21日
（土） 秋の喜多方「2015長床ウォーク」

駅からハイキング＆ウォーキングイベント

新宮熊野神社の拝殿「長床」は平安時
代末期の建物で国の重要文化財に指
定されています。11月下旬には境内の
大イチョウも見頃を迎え、拝殿とのコン
トラストが見事です。
【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7㎞

東北応援コース

い つ で も

10月1日
（木）～
11月30日
（月）

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
を感じ取ってください。

【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㎞

11月21日
（土） 須賀川の紅葉と「かおり100選」幽玄な牡丹焚火鑑賞

牡丹焚火は、須賀川牡丹園で天寿を全うした牡丹古木の供養。雅やかな行事で、歳
時記の季語にもなっています。環境省の「かおり100選」に選ばれており、焚火の芳
香が辺り一面にほのかに漂います。
【受付】須賀川駅改札口前【所要時間】約5時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約7㎞

東北応援 コース

イ ベ ン ト

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」

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㎞

11月28日
（土） 童話作家の農園「森姫農園」のクリスマスマーケットと喜多方の大パノラマ

森姫農園は児童文学作家の「千世繭子」さんが主宰する農園です。初冬の農園はリ
ンゴ収穫とクリスマスマーケットで賑わいます。
【受付】喜多方駅【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5㎞

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㎞

12月5日
（土） 【福島交通共同開催】
初冬の飯坂温泉を楽しむ

飯坂の景色を楽しみながらの健康ウォーク。代
表的な果物「りんご狩り体験」が味わえます。
【受付】福島駅東口玄関
【所要時間】約6時間40分（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約7㎞

11月14日
（土） 紅葉のじゅうたん三春大神宮と城下町三春の歴史めぐり

12月5日
（土） おいしいお酒が飲める郷会津若松の酒蔵を巡る

紅葉で彩られた街並みを眺めながら寺院を探訪します。訪れる各神社・寺院の美し
い空間で、心癒されるひと時を体験してください。三春町の街中には数多くの神社
仏閣が残っています。特に三春大神宮の紅葉は見事です。
【受付】三春駅【所要時間】約5時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約5㎞

全国新酒鑑評会において、
福島県産酒は３年連続金賞受賞数日本一の栄誉に輝きま
した。
会津は水の国。
水辺を意味する“津”の一字が、
良き水のふるさとである証です。
良
い水・土・米と、
人の技。
会津のお酒の清らかな味わいは、
風土が生んだ賜物です。
【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8㎞

11月14日
（土） 義経と皆鶴姫伝説の地と大塚山古墳を訪ねる

駅 長 オススメの

延命寺地蔵堂は、屋根が唐様の重層建築で、周囲に円柱で支えた裳階があり二階建
てのように見えるため藤倉二階堂と呼ばれています。皆鶴姫は義経と恋仲になり、
義経を追ってこの地まで来たものの、追いつけないと知り難波池に身を投げたとい
われています。
【受付】広田駅【所要時間】約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約10㎞

11月7日
（土）

安積発展の「礎」と「スイッチバック」の故郷を訪ねて

徒歩

徒歩

中山宿駅

沼上発電所
沼上瀑布
（昼食）

竹之内
水力発電所

旧中山宿駅

徒歩

（スイッチバック）

中山宿駅

須賀川の街中散策と大勢の担ぎ手に
よる大松明の搬入や松明あかしの全
てをご堪能いただけます。400年以上
の歴史ある日本三大火祭りの一つ、勇
壮な松明太鼓が鳴響く中、高さ10ｍ重
さ３tもある大松明や20本以上の本松
明が晩秋の夜空を焦がします。
【受付】須賀川駅改札口前
【所要時間】約6時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約5㎞

徒歩

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。
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

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㎞

11月14日
（土） 日本の三大火祭り「須賀川の松明あかし」鑑賞と市内散策

駅からハイキング

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。

食・
温泉
まで 開催中！!
◆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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