キビタン観光通信
迎春 ふくしま

発行 福島県観光交流局観光交流課 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16（西庁舎10階）TEL.024-521-7398 http://dc-fukushima.jp/

ふくしまD C

検 索

いわきデイクルーズ(いわき市)

あいづ食の陣・冬［会津地鶏］(会津若松市)

(郡山市)
［七日堂市］
七日堂まいり

坂下初市大俵引き (会津坂下町)

いちご狩り(相馬市)
平成27年

12月 28日

発行

vol.36

もくじ
1ページ 各地のイベントのようす
2ページ 今月のアフターDC情報

3ページ 各地のアフターDCおもてなし情報
4ージ

福きびツウ。
［檜枝岐村の山人（やもーど）料理］

6ページ 1月の旬情報
9ページ JR情報

あぶくま洞−花物語− (田村市)
1

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！

早くもアフター DC 4大周遊特別企画の1つがスタート

！
2016 開始！

1

ふくしま温泉・グルメスタンプラリー
県内700以上の飲食店や宿泊施設が参加しており、冊
子を見せるだけでお得なクーポンとして利用すること
ができます。また、参加施設でスタンプを集めて抽選
に応募することで、県内旅館・ホテル宿泊券等の豪華
賞品が当たります！応募チャンスは全４回ありますの
で、この機会にふくしまの周遊観光をお楽しみ下さい。

金

15

12

土

31

せる
冊子を見 える
だけで使

お得な

クーポン付

温泉

プレゼント & クーポンキャンペーン参加冊子

参加施設で冊子ウラ面の台紙にスタンプを押して
もらいます。ポイントを集めれば集めるほど抽選
で当たる賞品数が増えていきます。

問：福島県観光交流課 ☎ 024-521-7398

冊子の入手場所：県内の道の駅や高速道路のSA・PA、
主な観光案内所など

グルメ

ふくしま プレゼント & クーポン

花・食・酒・温泉・歴史＋街なか巡り!

食＋温泉巡り!

4大周遊特別企画 順次開催!!
歴史＋街なか巡り!

酒蔵 巡り!
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他にも魅力的な企画が
盛りだくさん!
是非ふるってご参加下さい！

花 巡り!

各地のアフターDCおもてなし情報

全エリア 福島県おもてなし研修会 参加者募集！ 参加無料
アフターDCの開催に向けて おもてなし力を磨こう

無 料

お申し込み

FAXまたはメールにて事前申込

対

旅館・ホテル事業関係者、交通事業関係者
一般観光事業関係者 等

6つの研修メニュー！
道 場 1 集客率アップ!「電話対応研修」

予約やお問い合わせ電話のセオリーを学ぶ

道 場 2 リピート率アップ!「接客対応研修」
普通の対応と感動接客はどこが違うのか、
おもてなしの問題意識を再確認

名人

名 人 1 「クレーム対応術」

お客様からのお叱りに応えてこその「おもてなし」

名 人 2 「海外からのお客様へのおもてなし」
言葉がわからなくてもできる「おもてなし」

名 人 3 「ディズニーの感動おもてなし伝説に学ぶ」
ディズニーのおもてなしからヒントをもらおう

名 人 4 「おもてなしの心を伝える力」
美しい日本語とどこか懐かしい
ふくしまの言葉でおもてなし

ふくしま DC

津

おもてなし

会

発展編／

＼

南

道場

おもてなし力を鍛える！

県

おもてなし

中

基礎編／

＼

県

象

※事前に参加のお申し込みをお願いします。

北

参 加 費

1月18日（月） 基礎編
基礎編
1月22日（金） 基礎編
基礎編
1月26日（火） 発展編
発展編
1月28日（木） 発展編
発展編
1月21日（木） 基礎編
基礎編
1月25日（月） 基礎編
基礎編
1月29日（金） 発展編
発展編
2月 9日（火） 発展編
発展編
1月19日（火） 基礎編
基礎編
1月26日（火） 発展編
発展編
1月28日（木） 基礎編
基礎編
2月 1日（月） 発展編
発展編
1月15日（金） 基礎編
基礎編
1月20日（水） 発展編
発展編
1月27日（水） 基礎編
基礎編
2月 4日（木） 発展編
発展編
2月 5日（金） 発展編
発展編
2月 1日（月） 基礎編
南会津
基礎編
1月13日（水） 基礎編
相 双
基礎編
1月26日（火） 基礎編
基礎編
いわき
2月 5日（金） 発展編
発展編

県

本県ならではのおもてなし力をさらに向上させ、各地域に
定着させていくために、観光関係者向けのおもてなし研
修会を開催いたします。複数のテーマを受講することも
可能ですので、
ぜひ御参加ください。

県北エリア 福島市・飯坂温泉観光PR 1月15日㈮～17日㈰
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クレーム
ディズニー
海外
伝える力
電話
接客
クレーム
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クレーム
伝える力
電話
接客
ディズニー
海外
海外
伝える力
電話
接客
電話
接客
電話
接客
クレーム
ディズニー

10:00 ～ 12:00
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10:00 ～ 12:00
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場所：日本橋ふくしま館-MIDETTE（ミデッテ）

日頃のご愛顧に感謝を込めて、福島市・飯坂温泉まるごとフェアを開
催します。イベント期間中は、毎日先着200名の来場者へ素敵なプレ
ゼントがあります。
また、抽選コーナーでは、お店で商品を購入された方へ飯坂温泉の宿
泊補助券3万円が当たる抽選会を実施します。さらに、王秋梨やリン
ゴ、
ラジウム玉子等の飯坂名産品の振る舞いや、即売もございます。
ぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか！

来場者プレゼント

1/15（金）リンゴ農家の手作りアップルパイ
1/16（土）王秋梨
1/17（日）セミドライフルーツ
（モモ）

問：福島市観光コンベンション推進室 ☎ 024-525-3722
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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、
美味ヘルシーな郷土料理ツウのこの方です！

この人に ！
た
ききまし

尾瀬檜枝岐温泉観光協会
ふ

み

こ

星 二三子さん

（民宿おぜぐち女将）

私のオススメ !
冬は寒（かん）ざらし大根や
漬け物が美味しいですよ！

檜枝岐の山人料理
ひ の え ま た

DATA

やもーど り ょ う り

住所●檜枝岐村各旅館・民宿・飲食店
問い合わせ●0241-75-2432（尾瀬檜枝岐温泉観光協会）
詳しくは、尾瀬檜枝岐温泉観光協会webサイトへ
http://www.oze-info.jp/

1山人料理
※料理の内容は各店舗・季節などにより異なることがあります。

Q.

A.
2裁ちそば

3はっとう

Q.

A.
4つめっこ

5雪深い檜枝岐村

1 食膳の一例。 2「裁（た）ちそば」つなぎを使わず、重ねた布
を裁つように切る独特の製法。 3「はっとう」あまりのおいし
さに平民が食べる事は御法度と言われた事が名前の由来。
4「つめっこ」
野菜と鶏肉などを煮込み、
蕎麦団子をちぎり入れる。
5尾瀬への玄関口にあり雪深い檜枝岐村。スキー場やスノー
シューのレンタルもある。

山人厳冬（げんとう）まつり

Q.

A.

～昔ながらの、普段提供しない郷土料理でおもてなし～
期間●平成28年1月25日（月）～2月6日（土）宿泊分
場所●尾瀬檜枝岐温泉観光協会加盟の旅館・民宿

主にどんな料理がありますか？
コシのある「裁ちそば」や、じゅうねん（エゴマ）をまぶし
た蕎麦餅「はっとう」が代表的です。蕎麦団子汁の「つ
めっこ」も地元の人に愛されています。また、イワナや滋
養満点のサンショウウオも清流の幸として古くから食べ
られてきました。もちろん、山菜やきのこなどの山の幸
や、漬物なども美味しいですよ！

最後にPRを！
今年度、季節に合わせた山人料理でおもてなしする期間
限定の山人まつりキャンペーンを実施中です。1/25から
の「山人厳冬まつり」は、普段は出さない郷土料理が食
べられる貴重なチャンス！ しんしんと降る雪を見ながら
頂く料理と温泉は格別です。
この冬は檜枝岐へゆっくりと
休みにいらっしゃって下さい！お待ちしております。

星二三子さんの質問です！
Q. 福島で生まれたいちごが

天麩羅が美味しいサンショウウオは
正式には何という種類ですか？

あると聞いたのですが、
どんな品種ですか？

ハコネサンショウウオという種類です。
檜枝岐村の水の
きれいな沢で獲れます。 お答え
燻製して保存します。
します！

す！
しつもんで
4

次回は…

早春の味覚・
いちご狩り

佐藤善昭さんのからの質問です！

元々は、山で働く男たち（山人）が、蕎麦粉や調味料を
持って山に上がり、山の食材で腹持ちが良く保存できる
ように作った料理が由来です。高地のためお米がとれず、
古くから蕎麦粉や山の幸などを使った料理が生み出され
てきました。代々受け継がれてきたその味は、檜枝岐の郷
土料理として旅館民宿や飲食店で提供され、おいしくて
ヘルシーと評判を頂いています。

「ツウ」
の方へ
インタビューします。

インタビュー

リレー

泊まって・食べて・温まって豪華賞品がもらえるスタンプラリーも同時開催！

山人（やもーど）料理とは何ですか？

みなみ
あいづ

南会津

メ
ル報
グ情

南会津 只見町

只見名物
「味付マトンケバブ」
只見町で焼肉といえば「味付マトン」が定番。
田子倉ダム建設当時、労働者のスタミナ源となったのが味付マトンでした。
「味付マトンケバブ」は只見町のご当地グルメとして定着しています。

鱒と
じ
ゅう
ねん
で
ヘル
シー
！

問：味付マトンケバブカフェ ☎ 090-6682-0141
住所：南会津郡只見町大字只見字上ノ原1777-1 Yショップ松屋 2階
定休日：毎週火曜日、大雪の日

南会津 下郷町

「ますバーガー」

マスマス食べたくなる

ばにも
ねぎそ
ンジ！
チャレ

養鱒センターと連携して
「ますバーガー」
を考案。
じゅう
ねんを練りこんだパンに鱒のフライをはさみサルサと
タルタル、2種類のソースでどうぞ。
問：まちの駅下郷町物産館 ☎ 0241-67-4433
住所：南会津郡下郷町大字弥五島字道上3177

南会津 南会津町

裁ちそば

「トマトラーメン」

南会津町の特産品である、南郷トマトは、糖度が高く
身が引き締まったしっかりとした食感が特徴のトマ
トです。
このトマトをふんだんに使用したオリジナル
ラーメンです。

問：レストランヴォーノ ☎ 0241-62-5757
住所：南会津郡南会津町田島字西番場甲358-3 会津田島駅 2階

ねぎそば
南会津 全エリア

南会津エリアの

「そば」

温泉も最高♪

南会津はそばの名産地。檜枝岐村や南会津町舘岩の
「裁ちそば」、下郷町大内宿の「ねぎそば」など特色あるそばも人気です。

問：南会津町観光物産協会 ☎ 0241-62-3000
下郷町観光協会 ☎ 0241-69-1144
尾瀬檜枝岐温泉観光協会 ☎ 0241-75-2432 只見町観光まちづくり協会 ☎ 0241-82-5250

南会津 下郷町・南会津町

「じゅうねん」食べて十年長生き

郷土料理「しんごろう」

えごまは、福島県などでは「食べると十年長生きする」
と
言われていることから
「じゅうねん」
と呼ばれています。
そのじゅうねんをすり潰し、味噌や砂糖を混ぜたもの
を、半つき状にして握ったうるち米につけて炭火でこん
がり焼いていただきます。
問：南会津町観光物産協会 ☎ 0241-62-3000
下郷町観光協会 ☎ 0241-69-1144

南会津 南会津町

「南会津町の地酒」
國権酒造…福島県で開発された酵母を用
いた純米大吟醸「一吉」や、まろやかな味
わいの
「てふ」などが人気です。
開当男山酒造…寒冷地を生かした独自の
酒造りで造りだしがまろやか、口当たりの
良いお酒です。
問：南会津町観光物産協会
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☎ 0241-62-3000

南会津町には、4つの酒蔵があり、大自然
の恵みを生かした酒造りが自慢です。
会津酒造…日本酒で作ったゆず・うめのリ
キュールはフルーティで飲みやすく女性に
人気です。
花泉酒造…超軟水の高清水の水を使って
醸造された酒はやや甘口で味わい深い飲
み口の良いお酒です。

平成二十八年

1/1

あいづわかまつし

会津若松市

1

12/17～

にほんまつし

二本松市

あだたら山 奥岳の湯 オープン
あだたらやま

おくだけのゆ

おーぷん

日本百名山のひとつである『安達太
良 山 』は 、春 ~ 秋の 登 山 やハイキン
グ、冬はスキー場として多くのお客
様がいらっしゃいます。それらアウト
ドアアクティビティのあとの“癒し”
要素も備えた施設として、あだたら
高原リゾートの一角に日帰り温泉施
設がオープンしました。スキーの後
は温泉はいかがですか。
問：富士急安達太良観光株式会社
場所：あだたら高原リゾート

鶴ヶ城元旦登閣
つるがじょうがんたんとうかく

1/1

みはるまち

三春町

☎ 0243-24-2141

西方水かけ祭り
にしかたみずかけまつり

元旦は鶴ヶ城へ。朝の登閣では天守閣5層から会津23万石の城下町の眺
望をお楽しみください。
また、元旦に登閣された方には縁起物の「めしべ
ら」
を先着順でプレゼントいたします。

●縁起物・めしべらを先着5,000名様に配布

●初夢抽選会実施

問：会津若松観光ビューロー ☎ 0242-27-4005 場所：鶴ヶ城天守閣
時間：夜間・23：30～2：30
（最終入場2：00）日中・8：30～17：00（最終入場16：30）

1/1

いわきし

いわき市

若者たちがバケツで激しく水をかけ合い、五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄
を祈願する「みそぎ」の行事で、
「 泥かけまつり」
とも呼ばれています。約
500年前から続いている祭事です。

初日の出を船上から拝もう
はつひのでをせんじょうからおがもう

問：㈱三春まちづくり公社・みはる観光協会 ☎ 0247-62-3690
場所：塩竃神社周辺（三春町大字西方字西方前） 時間：12：00～

1/1
～3/31

あいづわかまつし

会津若松市

あいづ食の陣・冬（会津地鶏）
あいづしょくのじん・ふゆ（あいづじどり）

「いわきデイクルーズ」
では、大型観光遊覧船「ふぇにっくす」に乗り、いわ
き市の観光拠点、いわき・ら・ら・ミュウより出航する小名浜湾内めぐり遊
覧コースをお届けしております。
元旦にはご来光を拝む特別遊覧船を出航します。新しい年の初日の出を
海上から拝んでみませんか？ 船内では鏡割りや酒の振舞が行われます。
問：いわきデイクルーズ ☎ 0246-54-7600
乗船場所：いわき・ら・ら・ミュウ
料金：大人7,000円、小人3,000円
（完全予約制） 時間：6：15出航～（75分間）

1/1

いわきし

いわき市

いわきで初日の出・初詣
い わ き で は つ ひ の で・は つ も う で

年始は、いわき市の初日の出・初詣に足を運んでみませんか？
雄大な太平洋から昇るご来光を拝んだ後は、市内各所の初詣スポットへ。
新しい年の幸せを祈願し、
ご家族やご友人と
おでかけしてみてはいかがでしょうか？
【初日の出スポット】
三崎公園、勿来海岸、波立海岸
【初詣スポット】
国宝白水阿弥陀堂、飯野八幡宮
大國魂神社、金刀比羅神社

勿来海岸

会津若松市内の飲食店や宿泊施設などで、旬の会津産食材を使ったメ
ニューを味わうことができる
「あいづ食の陣」。1月から3月までの3ヶ月間
のテーマ食材 は「会津地鶏」。市内の参加店舗で特別メニューの提供や素
材を購入することができます。会津地鶏は500年以上前から会津地方にの
み生息してきた固有種で、ほどよい歯ごたえとクセのない旨みが特徴で
す。山地ならではのコク深い「会津地鶏」
をぜひご賞味ください！

☎ 0246-23-0122

飯野八幡宮

問：いわき市総合観光案内所
場所：市内各所

問：あいづ食の陣実行委員会事務局（市農政課内）☎ 0242-39-1253
場所：会津若松市内（参加店舗はHPでご確認ください）
http://aizu-shokuno-jin.jp/
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1/1～3

いわきし

いわき市

いわき・ら・ら・ミュウ お正月企画
い わ き・ら・ら・み ゅ う

問・場所：いわき・ら・ら・ミュウ ☎ 0246-92-3701
いわきし

いわき市

いわきし

いわき市

アクアマリンのお正月
あくあまりんのおしょうがつ

金魚の「福達磨（ふくだるま）」や、2016年の干支「申」にちなんで、サルの
仲間「レッサースローロリス」、サルにそっくりなランの仲間「モンキーオー
キッド」の展示を行います。1月3日までは福袋の販売や、新春福まき、
フィ
ギュア釣りやカルタ大会などの参加型のイベントも開催します。
なお、元日は朝9時から営業いたします。

いわき・ら・ら・ミュウは、
年末年始休まず営業！1月
1日～3日は、新春おみくじ
抽選会・和太鼓演奏・ぜん
ざい振舞い・お囃子演奏
餅 つ き 大 会・フラ・タヒ
ティアンダンスショーなど
が開催されます。

1/2～31

1/1～11

おしょうがつきかく

時間：9：00～18：00

いわき市考古資料館
いわきしこうこしりょうかん

企画展「干支-さる-」

き か く て ん「 え と ー さ る ー」

平成28年の干支である
「申」に焦点をあ
て、
「さる」に関する考古資料や、市内に
存在する
「申」名の付く地名やことわざ・
熟語を展示します。

問・場所：いわき市考古資料館 ☎ 0246-43-0391
時間：9：00～17：00
（入館は16:30まで）

1/6・7

こおりやまし

郡山市

七日堂まいり
（七日堂市）
な の か ど う ま い り（ な の か ど う い ち ）

問・場所：環境水族館アクアマリンふくしま ☎ 0246-73-2525

1/7

ばんだいまち

磐梯町

会津で一番早い初市
「磐梯町七日市」
あいづでいちばんはやいはついち 「ばんだいまちなのかいち」

磐梯町の七日市は、会津で一番早い
初市として毎年開催されています。
多くの出店や縁起物を求める方で賑
わいます。

毎年1月6日～7日にかけて如宝寺で行われる七日堂まいりは、如宝寺境
内にある馬頭観音のまつりで、期間中、如宝寺境内や門前通りには多く
の露店がたち並び、福まさるや福ダルマなど、一年の幸を求めてたくさ
んの善男善女で賑わいをみせます。

問：磐梯町七日市実行委員会
（磐梯町商工会） ☎ 0242-73-2144
場所：磐梯ショッピングセンター
（You・ゆー）駐車場 時間：9：30～

問：七日堂まいり・如宝寺 ☎ 024-922-0607
七日堂市・同実行委員会 ☎ 024-932-2362 場所：如宝寺（境内、門前通り）
時間：6日14：00～7日13：00 ※七日堂市は、6日15：00～7日16：00

1/7

こおりやまし

郡山市

時間：9：00～17：00

うねめの里冬花火

1/7

う ね めの さ と ふ ゆ は な び

あいづみさとまち

会津美里町

へびの御年始
へびのごねんし

雀林地区の小中学生が、法用寺山門に掲
げられた、藁で作った蛇を抱えて集落内の
各戸を廻ります。水の恵みに加え、五穀豊
穣や無病息災を祈願する伝統行事です。
問：会津美里町観光協会 ☎ 0242-56-4882
場所：会津美里町雀林地区
時間：8：30～14：00

1/10

いわきし

いわき市

金刀比羅神社例大祭
ことひらじんじゃ

れいたいさい

日本三大金毘羅宮のひとつであり、
「こん
ぴら様」
と呼ばれ親しまれています。例大
祭では、JR湯本駅から神社までの参道
に、縁起物の露店が立ち並び、大小さま
ざまないわきだるまや熊手などを買い
求める参拝客で賑わいます。また、社殿
では、お神楽が奉納され、
それに合わせ、
「大黒様」
と
「えびす様」
と
「福むすめ」に
よる
「福銭まき」が行われます。

片平町はうねめ伝説発祥の地として知られ、新年恒例となった正月行
事「うねめの里冬花火」が行われます。歳の神行事、どんと焼きなどの
あと、透き通った冬の夜空を彩る大輪の花が打ち上げられます。観る人
の心を温かく包み込み、新しい年に向けての希望を抱かせてくれます。

問・場所：金刀比羅神社
時間：6：00～22：00

問：うねめの里冬花火実行委員会（片平町商工会） ☎ 024-951-2602
場所：片平ふれあいセンター前広場 時間：18：30～
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☎ 0246-43-1001

1/9

あいづみさとまち

会津美里町

奇祭 大俵引き
きさい

1/14

おおたわらひき

長さ5m、高さ3m、重さ3tの大俵を紅白に分かれた若衆が、下帯一本で力
の限り引き合います。紅白の勝敗によって、
その年が「豊作」か「商売繁盛」
を占います。五穀豊穣と開運を祈る正月の伝統行事です。

あいづばんげまち

会津坂下町

奇祭 坂下初市大俵引き
きさい

ばんげはついち

おおたわらひき

極寒の中、
下帯姿の男衆が東西に分かれ、
長さ4m、
高さ2.5m、
重さ5tの大
俵を引き合います。
東方が勝つとその年の米の値段が上がり、
西方が勝つ
と豊作になると言われています。
また、
引き子になると一年間無病息災にな
ると言われ、
全国からたくさんの引き子が集まります。
同日
「福豆俵まき」
が
行われ、
拾うことができた人には一年間福が授かると言われています。

問：会津美里町観光協会 ☎ 0242-56-4882
場所：会津美里町高田地域 時間：10：00～17：00

1/16
～2/14

ふくしまし

福島市

問：会津坂下町観光物産協会 ☎ 0242-83-2111
場所：会津坂下町役場前メインストリート 時間：14：00～16：00

四季の里イルミネーション・2016
しきのさと

い る み ね ー し ょ ん・2 0 1 6

1/15

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

えきなかミュージックコンサート

びっぐつりーぺーじぇんと・ふぇすた

そうまし

シーズン中

いちご狩り
いちごがり

Photo

たかつえスキー場

和田観光いちご園では、章姫、
さちのか、
とちおとめ等のいちごを暖かいハウスで
栽培しており、30分間食べ放題でいちご
狩りを楽しむことができます。
また、
朝摘み
のいちごも販売しておりますので、
お土産
におすすめです。
なお、前日までに予約すると、手ぶらで
バーベキューもできます。お肉・魚介類・
新鮮野菜などの食材は、お客様のお好み
に合わせて柔軟に対応いたします。

みはるまち

三春町

みなみあいづまち

南会津町

南会津４スキー場リフト券付宿泊パック
あいづこうげん4すきーじょう

りふとけんつきしゅくはくぱっく

Photo

だいくらスキー場

Photo

高畑スキー場

Photo

南郷スキー場

リフト1日券と1泊2食宿泊代が付いた「リフト1日券付宿泊パック」が9,480
円～発売中です！ 同じくリフト2日券が付いた「リフト2日券付宿泊パック」
も10,480円～発売しております。なんと人数制限なし！土曜日の使用も可
能です！ 他にも地域商品券のプレゼント等お得が盛りだくさんの宿泊
パックですので、ぜひ南会津町に泊まって、
ウインタースポーツをお楽し
みください！お申し込みは直接各宿泊施設まで。詳細は南会津町観光物産
協会までお問い合わせください。

問：和田観光苺組合 ☎ 0244-36-5535 場所：和田観光いちご園
時間：10：00～16：00 http://blog.wadakanko-ichigo.jp/

1/17

えきなかみゅーじっくこ んさーと

問：ビッグツリーページェント・フェスタ IN KORIYAMA 実行委員会（郡山商工会議所）
☎ 024-921-2610 場所：郡山駅西口駅前広場など
◆えきなかミュージックコンサート
場所：エスパル郡山1Ｆセンターコート 時間：17：00～
◆イルミネーション点灯時間
期間：11/20～2/14 点灯時間：17：00～23：30（1/15～2/14は17：30～23：30）

問：四季の里管理事務所 ☎ 024-593-0101
場所：四季の里 点灯時間：毎日17：00～21：00
入場無料 http://www.f-shikinosato.com/

相馬市

こおりやま

郡山の冬を彩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、“楽都郡山”を温かな光りで輝かせま
す。
また、今月15日には「えきなかミュー
ジックコンサート」
を開催しますので、皆
さまお誘い合わせのうえ、ぜひご来場く
ださい。

四季の里の園内を約7万球のLEDが、幻想的な雰囲
気を演出します。
ミニコンサートの開催日には、
ク
レープやホットドックの移動販売があります。園内
のアサヒビール園では、
「イルミネーションSpecial
Menu」をご用意しております。イルミネーションを
見ながらのディナーはいかがでしょうか？

1/17
～5/31

いん

問：南会津町観光物産協会 ☎ 0241-62-3000
対象宿泊施設：チラシ、
ホームページをご覧ください。
※宿によって料金は異なります。 ※たかつえスキー場は平日限定。1,200名先着
http://www.tateiwa-tic.jp/ski/pack.htm

三春だるま市

シーズン中

みはるだるまいち

江戸時代より三春の城下町の新春を
彩る行事で「三春だるま」を中心に露
店が出店します。高柴デコ屋敷でつく
られたダルマや張子人形が並び、新年
の福を買い求める人で賑わいます。
ひょっとこ踊りなども披露されます。

みなみあいづまち

南会津町

会津高原4スキー場スタンプラリー
あいづこうげん4すきーじょう

すたんぷらりー

南会津町4スキー場のスタンプラリー実施中です。各スキー場にて
（1日券・2日券・半日券・時間券・10回券・ナイター券のいずれか1枚）
をご購入いただくと、
スタンプ1つ押印。4つ全て回らなくても2つ以
上のスキー場でOKです！今ならスタンプ1つ目サービス！4個のスタ
ンプを集めると
「4スキー場共通リフト券1日券」
をプレゼントします。
問：たかつえスキー場 ☎ 0241-78-2220 南郷スキー場 ☎ 0241-73-2111
だいくらスキー場 ☎ 0241-64-2121 高畑スキー場 ☎ 0241-76-2231

問：㈱三春まちづくり公社・みはる観光協会 ☎ 0247-62-3690
場所：大町おまつり道路（三春町字大町地内） 時間：10：00～18：00
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11/29
～3/31

たむらし

田村市

あぶくま洞 花物語
あぶくまどう

はなものがたり

DC特別企画で大好評だった洞内イルミネーション「竹取物語」に続
き第2弾開催！ 今回のテーマは「花」。電飾と造花の組み合わせで洞
窟内がきらびやかなイルミネーションで彩られます。クリスマスやお
正月、バレンタインによって花の装飾が変わります。
期間中、滝根御殿コンサートなど各種イベントも開催されます。煌び
やかな光の世界と花々の共演をお楽しみください。

1

2
1季節の花に彩られたイスに座り
記念撮影がお勧め。
自撮り棒や三脚
も用意されています。お正月やバレ
ンタインによって花が変わります。
2エピローグはやさしい光に包ま
れて。今年も実施「光の回廊」。
3田村市のキャラクター「オリオン
ちゃん」がお出迎えします。

3

問：田村市商工観光課 ☎ 0247-81-2136
場所：あぶくま洞内 若人の窟 時間：8：30～16：30

東北応援 コース

イ ベ ン ト

駅 からハイキング＆ウォーキングイベント

1月17日
（日） 喜多方の冬 伝統行事「小田付初市」と交響曲が流れる酒蔵、醸造のまちを歩く

蔵のまち喜多方は約400年前からつづく
「定期市」
から在郷町の様相を呈してきました。
その歴史を残した現在の初市は、
無病息
災・五穀豊穣・商売繁盛を願い開かれています。
酒蔵・味噌醤油醸造蔵・麹蔵などが並ぶ
「おたづき蔵通り」
の歴史探訪です。
【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㎞

2月6日
（土）

蔵のまち喜多方冬まつり「そばフェスタ」と「ときめき商工フェア」

「そばフェスタ」
は、
食材を地元産にこだわった７団体のそばの競演です。
「ときめき商工フェア」
は喜多方の特産品をはじめ、
普段
見ることができない工業製品の展示や楽しい体験をとおして、
地場産業を知ることができるイベントです。
【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㎞

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

駅長オススメの小さな旅

検索

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）

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。

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、

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♪

無料!!

※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。
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雪マジ ! ふくしま

雪魔神きびすけ

