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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！

今年
今 年 も やります!!

2015年

12/1火～ 2016 3/31木の平日限定
年

※12/26～1/3を除く

福島のゲレンデは リフト1日券が
20歳～22歳の若者すべて、

無料!!

雪マジ！ふくしまって 何 だ？
20歳～22歳の若者なら、福島県内の「雪マジ！ふくしま」対象のスキー場で、
リフトが ”無料で”乗り放題！スキー/スノーボードが初めての人も、

すっかりハマっている人も、期間中何度でも、
ゲレンデ遊びを楽しんで♪

磐梯

会津

あだたら
高原

白河

A星野リゾート アルツ磐梯
B猪苗代スキー場【中央×ミネロ】
C裏磐梯スキー場
D星野リゾート 裏磐梯猫魔スキー場
Eグランデコスノーリゾート
Fグランドサンピア猪苗代リゾートスキー場
G三ノ倉スキー場
H沼尻スキー場
Iファミリースノーパークばんだい×2
J箕輪スキー場
Kリステルスキーファンタジア
L会津高原 たかつえスキー場
M会津高原 高畑スキー場
N会津高原 だいくらスキー場
O会津高原 南郷スキー場
P尾瀬檜枝岐温泉スキー場
Q只見スキー場
Rフェアリーランドかねやまスキー場
Sあだたら高原スキー場
T二本松塩沢スキー場
Uグランディ羽鳥湖スキーリゾート
Vスキーリゾート天栄

期間はいつ？
2015年12月1日（火）
～2016年3月31日（木）平日限定

※12/26～1/3を除く

20歳～22歳って？
1993年4月2日生まれの方～1996年4月1日生まれの方

ふくしま
ゲレンデMAP
雪魔神きびすけ
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※雪マジ！ふくしまの期間や対象ゲレンデの最新情報はホームページでご確認ください。

雪マジ ! ふくしま

福のしま。
2016年版年賀状ができました！
Download 福が満開、
e
re
F
福が満開、福のしま。年賀状が今年も完成しました。テンプレートをダウンロードして
ご利用下さい。この年賀状を使いアフターDCの盛り上げにご協力下さい。

ダウンロードはこちらより

http://kibitan-tsushin.jp/nenga/
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全16種類

（近日公開）

各地のアフターDCおもてなし情報
民話の紙芝居も
YouTubeでご覧いただけます！
！

いで湯と渓谷の里・下郷町のプロモーションビデオと民話の紙
芝居が、
動画共有サービスのYouTubeでご覧いただけます。
プロモーションビデオでは、下郷町の四季の風景をドローン
画像を織り交ぜ、紹介しています。紙芝居の動画は、下郷町に
古くから伝わる6つの民話をご覧いただくことができます。ぜ
ひ語り部の味わいある語り口をご堪能ください。

ラインナップ

紙芝居

・楢原玄蕃のヘイホウ石 ・山犬と圓蔵
・湯野上温泉猿湯の話 ・鏡沼の怪
・加藤谷川と日暮滝
・小野のかんのんさま

問：下郷町観光協会

全エリア

☎ 0241-69-1144

YouTubeにはこちらから ▶ https://www.youtube.com/user/ShimogoKanko

福島県おもてなし研修会 今年も開催します！
！

6メニューの中から、テーマ別で学ぶことができます。
28年4月～6月の「福が満開、福のしま。」福島県観光キャンペーン2016（アフター

DC）の開催を前に、県内関係者の皆様におもてなしについて今一度考えて頂くこ

参加
無料

是非
ご参加下さい。

プレDC、DC本番前と2年連続で開催した福島県おもてなし研修会。今年も平成

とを目的に、県内7地区で実施いたします。

今年は、基礎編と発展編の合計6メニューの中から自分に合ったテーマをいくつ

でも学ぶことができます。期間は平成28年1月中旬～2月上旬まで。詳細は、ふく

しまDCホームページに掲載しますので、ぜひ皆様ご参加下さい。
日程：平成28年1月中旬～2月上旬 会場：県内7地区
主催：福島県観光交流課 問：ふくしま DCホームページへ近日公開

全エリア

下郷町の民話

楽しんで
ください！

！
南会津エリア 下郷町のプロモーションビデオができました！

ふくしま DC

検索

アフターDCまで継続中！福が満開おもてなし隊募集中！
あなたも缶バッジをつけて
おもてなし活動はじめませんか。
ふくしまを訪れる方へ県内みんなでおもてなしを

行い、
「福島ってすごい！」
「福島にまた来たい！」
と
感じる方を増やしていこうとする取り組みです。御

登録頂いた方は、共通のおもてなし缶バッジをつ

けておもてなし活動を実践して頂きます。現在、登
録者15万人を超えて活動中です。

県内の皆様の御参加をお待ちしております！

おもてなし例

●積極的にあいさつをします
●笑顔でお出迎え／お見送りをします
●清掃活動で観光地をきれいに保ちます
●福が満開おもてなし隊の普及活動を行います

問：福島県観光復興キャンペーン委員会（県観光交流課内） ☎ 024-521-7398

3

福が満開おもてなし隊

U-18

アンダーエイティーン

新規募集中

学生の方もご参加頂けます！

6つのどうぞ

1つからでも

参加可能！

旅のお客様に向けて、６つのおもてなしを実施する方や団体様を募集します。

福が満開おもてなし隊

検索

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、
奥州関門の名城・白河小峰城ツウのこの方です！

この人に ！
た
ききまし

ツーリズムガイド白河 会長

佐藤善昭さん

私のモットー
リラックスして
楽しめるガイドを
心がけています！

1

Q.

ツーリズムガイド白河について教えてください。

A.

白河市の観光名所を案内する市民ボランティアガイド
です。結成10年、37名が在籍しています。小峰城を拠点
に、南湖公園や白河の関など、白河藩、戊辰戦争にまつ
わるスポットや古墳時代の遺跡まで、幅広く歴史の街白
河の魅力をご伝えします。

2

Q.
3

4

A.

1白河のシンボル小峰城三重櫓と前御門。2東日本大震災後修
復された本丸南面石垣。3三重櫓内観。復元には戊辰戦争時の鉄
砲の鉛玉や弾傷が入った激戦地松並稲荷山の杉の大木が使用さ
れ、その痕跡を見る事ができる。4城山公園内にある白河集古
苑。貴重な古文書や美術工芸品を展示。

ツーリズムガイド白河
期間●通年
（3日前まで要予約。
ただし、
春～秋の観光シーズンの土
日祝、
10～15時は小峰城清水門前にて予約不要で受付可）
料金●ガイド無料
問い合わせ・予約●0248-22-1147（白河観光物産協会）

白河小峰城
しらかわこみねじょう

DATA

住所●白河市郭内１ 料金●無料
問い合わせ●0248-22-1147（白河観光物産協会）
詳しくは、白河観光物産協会webサイトへ
http://shirakawa315.com/
※白河集古苑は月曜定休入館料320円。

Q.

A.

拠点として活動されている小峰城について教えてください。
現在の石垣を多用した城になったのは、寛永9年（1632）
初代白河藩主の丹羽長重による大改修の時です。その
後は寛政の改革を行った松平定信などの大名が居城し
ました。城は、戊辰戦争白河口の戦いで焼失しましたが、
平成3年に三重櫓、平成6年に前御門が復元され、平成
22年には国指定史跡となりました。
東日本大震災では石垣が崩壊、三十櫓も損傷して公開中
止を余儀なくされましたが、平成27年4月、待望の再公
開となりお客様に喜ばれています。

最後にPRを！
お城について、歴史についてや震災の語り部としてと、震
災からよみがえった白河のシンボル小峰城の魅力を楽し
くご案内します！他の観光名所もガイドしていますので、
白河にお越しの際はぜひお気軽にご利用ください！

1300年代中頃に結城親朝（ゆうき

ちかとも）が小峰ヶ岡に城を構えた

す！
しつもんで

のが始まりと言われています。
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やもーど

ショウウオは正式には何
という種類ですか？

次回は…

檜枝岐村の山人料理
「ツウ」
の方へ
インタビューします！

インタビュー

リレー

佐藤善昭さんの質問です！
Q. 天麩羅が美味しいサン

白水阿弥陀堂紅葉ライトアップ
実行委員長 湯澤良一さん
からの質問です！
お答え
小峰城はいつ頃、誰が築城したのですか？ します！

県南

ートな
もキュ
ー♥
見た目
バーガ
ご当地

けん

なん

メ
ル報
グ情

県

南 白河市

食べて開運！
「白河だるまバーガー」
合格祈願、願望成就の縁起物、白河だるまが
描かれた白河産の米粉を100％使用したバ
ンズは、ふっくら・もちもちとした食感で感動!!
問・二ノ丸茶屋（城山公園内）☎0248-24-0275

県

県

南 白河市

ボリューム満点！味満点！
「小峰 シロ 丼」

南 白河市

絶妙なコクの醤油味「白河ラーメン」

ⓒ

moe1グランプリにてグランプリを受賞した白河市の萌えキャラ・小
峰シロとのコラボメニュー『小峰シロ丼』。小峰城をモチーフにして
作ったこちらの丼は、
デミグラスソースのカツが重ねられてボリュー
ム満点。小峰シロコースターも付いたランチ限定メニューです。

コシがある手打ちのちぢれ麺がコクのある醤油味の澄んだスープに
絡み合い、絶妙な風味。市内には100軒を超える店があります。
問・白河市観光課 ☎0248-22-1111

問・のみくい処やまだや ☎0248-22-8774
http://www3.hp-ez.com/hp/nikou-yamadaya/page1

県

県

南 白河市

そば処白河が誇る
食文化
「白河そば」

南 白河市

「南湖だんご」
南湖公園にある4店舗の茶店で提供
されており、白河藩主松平定信によ
る南湖公園造園のおりに、
この公園
を作るために働く職人にふるまわれ
たのが始まり。餡・ゴマ・みそ・みたら
しなどの味が楽しめます。

白河藩主松平定信が、冷害
に強いそばの栽培を奨励し
たことが白河のそば文化の
ルーツです。

問・白河市観光課 ☎0248-22-1111

問・白河市観光課 ☎0248-22-1111

ダリアの香
りのする
ソフトクリ
ーム♪

県

大木代吉本店

南 県南エリア

県南地方の酒蔵見学

伝統・歴史や風情を感じる店内のお酒は多くの賞を受賞
しており、料理酒や塩麹もあります。
また、東日本大震災
の被害を受け、当時の状況、復興に向けた取り組みと人
との絆について口演を聞くことができます。お酒の試飲
もできます。ゆっくりとお好きなタイプをお選びくださ
い。数量限定の特別なお酒に出会えるかも。
問・大木代吉本店
千駒酒造
大谷忠吉本店

☎0248-42-2161
☎0248-23-3057
☎0248-23-2030

藤井酒造店
有賀醸造

☎0247-46-3101
☎0248-34-2323

県

やぶきじくん焼

南 矢吹町

全国屈指の御猟場跡で雉三昧！

「きじの里やぶき」を満喫！御猟
場の記念碑や雉塚の見学及びキ
ジを使った料理のほか、矢吹町
のマスコットキャラクターをかた
どった「やぶきじくん焼き」を味
わうこともできます。

問・ 矢吹町産業振興課 ☎ 0248-42-2115
やぶき観光案内所 ☎ 0248-21-7800
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キジ料理

県

南 塙

町

ダリア
ソフトクリーム

道の駅はなわのオリジナル。塙
町の花「ダリア」をソフトクリー
ムにしてみました。香りと爽や
かな甘みをご賞味ください。

問・道の駅はなわ ☎0247-44-0123

12
11/28
～12/25

いわきし

いわき市

10/3
～12/23

いわき市立草野心平記念文学館

企画展
「星新一（しんいち）・星一（はじめ）展」

きかくてん 「ほししんいち・ほしはじめてん」

草野心平記念文学館では、企画展「星新一（し
んいち）
・星一（はじめ）展」を開催しています。
「ショートショート」の第一人者として知られる
星新一（しんいち）と新一の父でいわき市錦
町出身の日本の製薬王・星一（はじめ）。初公
開資料や書斎の再現で、新一の作品の魅力
や、一の活動といわきとの関わりを、二人の足
跡をたどりながら紹介しています。
問・場所：いわき市立草野心平記念文学館 ☎ 0246-83-0005
時間：9：00～17：00
（入館は16：30まで） ※毎週月曜休館

アクアマリンクリスマス
あくあまりん

いわきし

いわき市

くりすます

高さ５・５ の
「海のクリスマス
ツリー」

今年もイルミネーション点灯式で
幕を明け、海の生き物のぬいぐる
みや貝がらなどが飾られた巨大ツ
リーが登場します。期間中はさま
ざまなイベントが開催されます。

11/28
～1/11

いわきし

いわき市

第4回
だい4かい

いわき光のさくらまつり

いわきひかりのさくらまつり

いわき駅前に避難指示区域である富岡町の桜の名所「夜の森の桜」を
イメージしたイルミネーションを設置し、浜通りの絆の桜を満開に咲か
せます。11月28日には、11：00から点灯カウントダウンFESが開催され、
いわきパークフェスの同時開催のほか、アーティストライブなど各種イ
ベントが行われます。同日17：30から点灯式が行われ、美しい桜並木が
夜の街を彩ります。

m

ー
クラゲのスノーツリ
問・場所：環境水族館アクアマリンふくしま
☎ 0246-73-2525
時間：11/30まで 9：00～17：30
12/1から 9：00～17：00
12/23・24 9：00～19：00

12/4～1/31

問：
（公社）
いわき青年会議所事務局 ☎ 0246-24-0780
（平日10：00～15：30）
場所：いわき駅前大通り 点灯時間：17：00～23：00
点灯カウントダウンFes:11/28 11：00～17：00
点灯式：11/28 17：30～

12/5
～1/31

ふくし ま し

福島市

光のしずくイルミネーションを開催！
ひかりのしずくいるみねーしょんをかいさい！

たむらし

田村市

あぶくま洞滝根御殿コンサート
あぶくまどう

たきねごてんこんさーと

あぶくま洞は、およそ8,000万年という歳月をかけて創られた大自然の造
形美です。
このイベントは洞内で最大のホール「滝根御殿」をステージに
行われるコンサートです。鍾乳洞空間に音楽家の演奏が響き渡ります。洞
内温度15℃のあったか空間と、天然の音響効果で奏でる演奏家たちの音
色をお楽しみください。

「市民みんなで創造する福島市の風物詩」として、2007年からスタートし
た光のしずくイルミネーション。駅前広場・まちなか広場を総電球数20万
個のイルミネーションが、福島市の冬を彩ります。
12/4（金）は、パセオ通りの点灯式が行われ、地元ミュージシャンによるコ
ンサートも開催されます。ぜひ、お越しください！

問：田村市商工観光課 ☎ 0247-81-2136
場所：あぶくま洞内（田村市滝根町菅谷字東釡山1）
時間：1回目・11：00～11：30 2回目・13：30～14：00
（1日2回演奏）
http://abukumado.com/archives/1000

問・
（株）福島まちづくりセンター ☎ 024-522-4841 場所：まちなか広場
点灯時間：17：00～23：00
（毎日） 点灯式：12/4 17：00～
http://www.hikarinosizuku.com/
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12/6

いわきし

いわき市

ら・ら・ミュウ 歳末大市
ら・ら・み ゅ う

12/6

さいまつおおいち

月に一度の「ら・ら・ミュウ市」
を、12月は特別版をプラスし、全館挙げての
歳末大市を開催します！
！魚屋や飲食店など館内の各店舗にて、当日のみ
の限定サービスやお買い得品が目白押しです。お見逃しなく！
！
問・場所：いわき・ら・ら・ミュウ ☎ 0246-92-3701

12/6

にほんまつし

二本松市

くにしていじゅうようむけいみんぞくぶんかざい

第19回

磐梯熱海温泉つるりんこ祭

ばんだいあたみおんせん

つるりんこまつり

磐梯熱海温泉の冬をホットにするイベントが今年も元気に開催！
氷上綱引大会、
スケート体験教室や磐梯熱海温泉ならではの出張足湯な
ど、多彩なイベントが盛りだくさん！ また、当日は、名物「つるりんこ鍋」が
無料で振舞われます。ぜひ奮ってご参加ください。

時間：9：00～

国指定重要無形民俗文化財

こおりやまし

郡山市

木幡の幡祭り

問：磐梯熱海温泉つるりんこ祭実行委員会 ☎ 024-984-2625
場所：郡山スケート場・磐梯熱海アイスアリーナ
時間：10：00～16：00

こ は た の は た まつり

12/19

みなみあいづまち

南会津町

会津高原4スキー場同時オープン！
あいづこうげん4すきーじょう

どうじおーぷん

Photo

たかつえスキー場

Photo

南郷スキー場

県内でも屈指の豪雪地帯であり、
上質な雪が積もることで有名な南会津地
方。
そんな南会津に、
スキー＆スノーボードの季節が今年もやってきます。
まずは12月19日(土)南会津町の4スキー場（だいくらスキー場、たかつえ
スキー場、南郷スキー場、高畑スキー場）が同時オープン！
Photo
だいくら
スキー場ごとのイベントや、4スキー場共通のス
スキー場
タンプラリーもありますので、4スキー場を制覇
してみてください。
さらに同じく12月19日に只見
町の只見スキー場もオープン！さらさら
パウダスノーでシュプールを描こう！
今年の冬はぜひ南会津地方へ！

今から約960年前の「前九年の役」に由来を持
つといわれる
『木幡の幡祭り』は、
日本三大旗祭
りの一つとして数えられ、カメラ愛好家の方を
中心に各地から大勢の方が訪れます。
のどかな山里に木製ほら貝の音色が鳴り響くな
か、白幡を先達に色とりどりの幡が冬枯れの山
を縫うように練り歩くさまは優雅そのものです。
出立の前のイベントでは幡を持ってグラウンド
を駆ける幡競走が行われ、
どなたでも参加でき
ます。見た目の華やかさとは違った、その重量
感をぜひ体感してください。

問：だいくらスキー場
たかつえスキー場
南郷スキー場
高畑スキー場
只見スキー場

問：東和観光協会事務局（二本松市役所東和支所地域振興課）☎ 0243-66-2490
時間・場所： 9：00 催事・旧木幡第一小学校グラウンド
10：00 出立・旧木幡第一小学校グラウンド
15：40 解散・隠津島神社本殿

☎ 0241-64-2121
☎ 0241-78-2220
☎ 0241-73-2111
☎ 0241-76-2231
☎ 0241-82-2304

今年 も やります!

http://tif.ne.jp/20-22free/

Photo

高畑スキー場

対象 ゲレンデ！

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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12/20

ふくしまし

福島市

民家園で正月迎えを体験しませんか？

12/31
～1/1

みんかえんでしょうがつむかえをたいけんしませんか？

正月迎えとは、各古民家に正月飾りを飾り、正月様を迎える行事です。正月
様に供えるために餅つきも行います。行事の説明や昔話、あんこ餅の振る
舞いもあります。福島で育まれてきた正月の迎え方を学んでみませんか？

あさかわまち

浅川町

除夜の花火
じょやのはなび

問：福島市教育委員会文化課 ☎ 024-525-3785・福島市民家園 ☎ 024-593-5249
場所：福島市民家園 時間：10：00～正午（申込不要・参加無料）

12/27

海竜の里センター

いわきし

いわき市

かいりゅうのさとせんたー

遊具無料開放

ゆうぐむりょうかいほう

いわき市海竜の里センターでは、毎月第4日曜日に小学生以下を対象に
屋外遊具を無料で開放します。12月27日（日）は海竜の里センターに遊
びに来ませんか？
「花火の里あさかわ」の夏の花火大会は、毎年お盆の8月16日に開催され、
城山を紅色に染める
「地雷火（じらいか）」が特長的な花火です。江戸時代
中期からはじまったとされ、300有余年の歴史があり、福島県内最古の伝
統を持つ花火大会と言われています。
除夜の花火は、新しい年を迎える大晦日から打ち上げが始まり、
その打ち
上げ数は除夜の鐘ならぬ除夜の花火108発。花火前後にはスターマイン
が冬の夜空を彩ります。
問：浅川町商工会 ☎ 0247-36-2161
場所：浅川町大字浅川字城山 白山比咩神社（しらやまひめじんじゃ）
時間：23：00～26：00
（花火打ち上げは24：00～）

12/2申込み〆切 注意

問・場所：いわき市海竜の里センター ☎ 0246-82-2772
時間：9：00～17：00
（遊具施設は15：30）

駅からハイキング＆ウォーキングイベント

東北応援 コース

イ ベ ン ト

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

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㎞

徒歩

会津若松駅

徒歩

辰泉酒造

徒歩

宮泉酒造

徒歩

甲賀町口門跡

徒歩

蒲生氏郷の墓

徒歩

野口英世青春通り

徒歩

末廣嘉永蔵

徒歩

七日町散策

徒歩

東軍墓地

西軍墓地

会津町方伝承館

会津若松駅
徒歩

スタート

徒歩

ゴール

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㎞

徒歩

福島交通飯坂線

徒歩

飯坂温泉駅

徒歩

旧堀切邸（昼食）

常泉寺

徒歩

飯坂八幡神社

狩り体験
（無料）

農園にてりんご

福島交通飯坂線

医王寺前駅

福島交通飯坂線

福島駅

電車
徒歩
（有料） スタート

ゴール

※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）

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

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

※写真は全てイメージです。

8

