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ふくしまD C

検 索

暖かな灯りに
包まれて ふくしま

からむし織の里雪まつり(昭和村)

つるし雛飾りまつり(いわき市)

大内宿雪まつり(下郷町)

会津絵ろうそくまつり～ゆきほたる～

(会津若松市)

裏磐梯雪まつり(北塩原村)
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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『
福島県観光キャンペーン2016

』

共同記者会見を実施！

『
「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）
』
の開催にあたり、福島県と
JR東日本の共同記者会見を実施しました。

福島県知事、
JR東日本水戸支社長、
JR東日本仙
台支社営業部長より、
アフターDCで実施するイ
ベントや特別企画、
びゅう旅行商品、
誘客施策な
どの発表を行いました。

アフターDC特別企画が36企画→55企画へ増えました！
地域の皆さんが、本県をより楽しんで頂くために考え
たアフターDC特別企画は、DC本番の36企画を大
幅に上回る55企画となりました。特に今回は、ライト
アップなど夜間の企画も充実しており、宿泊促進に
繋がるものと期待されます。
アフターDC特別企画は、下記のリンクからすべて確
認することができます。

詳細はこちらから

クリック!

2

アフターDC総合ガイドブック、
ポスター、
販促物が完成しました！
アフターDCを広報するガイドブックやポスターが完
成し、共同記者会見でお披露目されました。県内の約
500の観光素材を掲載したアフターDC総合ガイド
ブックをはじめとして、県内の魅力を多くの方にお伝
えできるツールです。多くの方に手にとっていただきた
いと思いますので、PRの御協力をよろしくお願いしま
す。また、こちらの販促資材は下記サイトよりお申込い
ただくことができます。

http://www.fuku-dc-moriagetai.jp

おもてなしの定着、地元の盛り上げ

こども の
おもてなし隊

福が満開
おもてなし隊

U-18

6

県全域で拡大中

アンダーエイティーン

福が満開、福のしま。 盛り上げたい

あなたも缶バッジをつけて、おもてなし活動をはじめませんか？

DC本番では、
『福が満開おもてなし隊』
の登録者が15万人を超
えるなど、本県ではおもてなしの定着に力を入れています。アフ
ターDCでは、更なる登録を呼び掛けるとともに、おもてなしの
エピソードを共有することで、
「福島ならではのおもてなし」の
向上を図っていきます。
お客様から頂いた心温まる
言葉や手紙を大募集!

小さな
缶バッジを
つけて
活動しよう

小・中・高校生等の皆さんもご参加ください。

ふくしまで出逢った

つのどうぞ

おもてなしエピソード募集

①かさをどうぞ ②いすをどうぞ
③お茶をどうぞ
④トイレをどうぞ ⑤かけ込みどうぞ ⑥お荷物をどうぞ

あなたの体験談を教えてください。

県南エリア 福島県県南地方の観光PRと物産展 2月28日㈰ 場所：日本橋ふくしま館-MIDETTE（ミデッテ）
県南地方の新鮮な農産物や美味しい特産品の販売及び試食を
行います。
また、当日は県南地方振興局のシンボルキャラクター
「みなもん」が来場者の皆さんをおもてなし！県南地方各市町村
の観光スポットの情報も勢揃い。
スタッフ一押しの情報もこっそり
教えちゃいます！ぜひこの機会に足をお運びいただき、県南地方
の魅力を発見してみてはいかがでしょうか！
販売品例

みなもん

白河市●白河ラーメン、
はとむぎ煎餅
西郷村●豆菓子（黒糖）
中島村●しいたけ、
じゅうねんもち
矢吹町●トマト、
いいなづけ
棚倉町●生えごま、
自然薯そば
矢祭町●ごっこんゼリー、矢祭の水
塙 町●刺身こんにゃく
鮫川村●きな粉
問：公益財団法人白河観光物産協会
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白河ラーメン
（とら食堂）※写真はイメージです
☎ 0248-22-1147

時間：11：00～18：00

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、
今が旬の味覚、
いちご狩りツウのこの方です！

和田観光苺組合 組合長

岩本 孝さん
私の自慢!

東北最大級の
観光いちご狩り園です！

相馬のいちご狩り
そうまのいちごがり

DATA

2

住所●相馬市和田字下柴迫94（和田観光苺組合）
時間●10～16時
料金●30分食べ放題
1,400円（～3/31）、1,200円（4/1～5/8）、
900円（5/9～5/30）
問い合わせ●0244-36-5535
詳しくは、和田観光苺組合ブログへ
http://blog.wadakanko-ichigo.jp/
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1

Q.

いちご狩り園の概要を教えてください。

A.

Q.

平成元年、いちご栽培が盛んな和田地区の農家が共同
で始めた観光いちご園です。東日本大震災では４割のハ
ウスが津波の被害を受けましたが、翌年、部分的ながらも
営業にこぎつけました。その後、最新の水耕栽培ハウスが
市から貸与され 、現 在 、総 面 積 2 0 0 a（ うち水 耕 栽 培
70a）、ハウス数78棟まで復活し、再び多くのお客様に安
心して味わって頂けるようになりました。

品種やおいしい見分け方を教えてください。
しっかりした果肉の「さちのか」、やさしい口当たりの「章
姫（あきひめ）」、甘みの強い「とちおとめ」、適度な酸味の
「紅ほっぺ」などがあります。小さくてもヘタの方まで赤
くなったものが完熟でおいしいです。また、最初から沢
山食べるとすぐお腹一杯になって楽しめないので、逆に、
落ち着いておいしい実を選びゆっくりと味わうのがお
勧めです。

A.
4

5

1目線と同じ高さのいちごに子供達は大喜び。2朝採りの新鮮
いちごも直売。3最新の水耕ハウスは清潔安全かつ腰が痛くな
らない。4練乳付きで味わえる。5バーベキューも楽しめる（要
予約4名様～）。

4月中旬

いちご祭り開催！
いちご狩り、もしくは直売所にて1000円以
上お買い上げの方に季節の新鮮野菜・乾物・
生花などを空くじなしでプレゼント！

Q.

A.

インタビュー

リレー

（開催日は要問い合わせ）

星二三子さんからの質問です！

福島で生まれたいちごがあると聞いたの
ですが、
どんな品種ですか？

最後にPRを！
朝採りのおいしいいちごの直売や、バーベキューも安く
て好評です。相馬市には風光明媚な松川浦があり、飲食
店で安全な海産物を使用した復興チャレンジグルメが味
わえます。
また国内最大級のパークゴルフ場もありますの
で、
ぜひ合わせて楽しんで下さい！

岩本孝さんの質問です！
Q. 伊達政宗の妻、
愛（めご）姫は

福島から嫁いだそうですが、
どちらの出身ですか？

平成14年に生まれた「ふくはる香」
という品種です。甘みと程よい
酸味のバランスが特長です。 お答え

しつもんで

します！

4

す！

次回は…

アフターＤＣ特別企画
伊達氏発祥の地

「ツウ」
の方へ

インタビューします！

そう
そう

相双

メ
ル報
グ情
相

双 相馬市

松川浦復興チャレンジグルメ
東日本大震災の津波で被害を受けた松川浦の仲間たちが立ち上げた「相馬市松川
浦復興チャレンジグルメ」。松川浦の観光産業復興のために各店舗が旬の魚介類を
使った海鮮料理を味わうことができます。いつか松川浦の海産物でいっぱいにな
ることを目指しています。

極太麺と
秘伝ソースが
たまらない！

問：相馬市観光協会

☎ 0244-35-3300

福島市で
活動中
!

相

相

双 浪江町

なみえ焼そば
！
の
の味
故郷
ゃん
あち
おば

避難先の二本松市で営業を再開した杉乃家や、郡
山市内の3店舗などでも食べられます。製麺を担う
旭屋では全国発送も承っています。2013年B1グラ
ンプリでゴールドグランプリを受賞しました。

問：浪江焼麺太国 http://namieyakisoba.com/

なみえ焼そばが食べられるお店

●道の駅南相馬
●杉乃家（二本松市）
●食彩酒房 鼓馬（郡山市） レストランさくら亭（南相馬市）
●旬膳くしぜん
（郡山市） ●常磐道南相馬鹿島SA
セデッテかしま
（南相馬市）
●まめぜん
（郡山市）

相

相

双 南相馬市

南相馬鹿島サービスエリア利活用拠点施設

セデッテかしま

相馬地方の方言で「連れて行って」という意味
の「セデッテ」は、南相馬鹿島サービスエリアに
隣接する観光施設です。施設内では様々な地域
情報の発信や特産物の販売を行っています。
問：セデッテかしま ☎0244-26-4822

双 新地町

相

双 飯館村

いちじく愛す

氣まぐれ茶屋ちえこ

新地町の特産物であるいちじくを使った『いち
じく愛す』。いちじくは「不老長寿の果実」と言
われるほど栄養豊富で、美 容と健 康に効果
的！程よい甘さと口の中ではじけるぷちぷち
感がたまりません！ぜひ、ご賞味あれ。

飯舘村が2005年に県内初のどぶろ
く特区に認定されて以来、手作りの
どぶろくを作り続けています。他の
どぶろくとは一味違う辛口の大人
の味わいが楽しめます。

問：しんち地場産市場あぐりや ☎ 0244-62-5220

相

双 楢葉町

ならはマミーすいとん
古くから郷土に伝わる家庭料理で、サッカー
元日本代表監督（当時）トルシエ氏が「故郷の
おばあちゃんの味」と評したことから「マミー
すいとん」と命名されました。避難先のいわ
き市、会津美里町のイベントで味わえます。
問：楢葉町新産業創造室 ☎ 0246-46-2551(代)
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問：氣まぐれ茶屋ちえこ ☎ 024-562-2025

双 川内村

いわなの郷
稀少食材・岩魚料理をメインとしたレストラン・幻
魚亭、幻の川魚・岩魚釣りが実体験できる釣り堀、
体験交流館とコテージ（宿泊施設）で構成されて
います。特にレストラン・幻魚亭は、岩魚を食材と
した定食や塩焼きなど、四季折々のメニューで来
客をお待ちしています。
問：いわなの郷

☎ 0240-38-3511

2
2/3～
3/6

11/19～ いわき市
2/16
いわきし

ー特別展示 德川将軍家の雛人形と御所人形ー
とくべつてんじ

とくがわしょうぐんけのひなにんぎょうと

きかくてん「ふくしまのせいえん」

福島県は古くから製塩が盛んな地域です。浜通りで
はいわき地方や相馬地方での製塩が有名ですが、
海から離れた会津地方でも、塩分を含んだ温泉を
利用して塩がつくられていました。古代から現在ま
で続く福島県の塩づくりを見つめます。

須賀川市立博物館 企画展 雛人形展

すかがわし

須賀川市

企画展「ふくしまの製塩」

ごしょにんぎょう

問・場所：いわき市勿来関文学歴史館 ☎ 0246-65-6166
時間：9：00～17：00
（受付は16：30まで）

須賀川市立博物館では昭和45年の開館以来、
主に
市民の皆さんから寄贈された江戸時代から現代ま
での雛人形を中心に雛人形展を開催しています。
今年の企画展では、德川記念財団のご協力によ
り、江戸時代から明治時代にかけての激動の時代
を超えて德川将軍家に伝えられた貴重な雛人形
と、近代の德川家夫人たちが愛蔵した華やかな
御所人形を特別展示します。

2/5

こおりやまし

郡山市

ウインターフェスタ IN KORIYAMA 2016
第20回 新酒まつり
ういんたーふぇすた

いん

こおりやま

2016

だい20かいしん しゅまつり

【会期中の催し】
須賀川市立博物館学芸員による展示解説
（ギャラリートーク）
日時：2月27日
（土）11：00～正午
場所：須賀川市立博物館
※入場には観覧券が必要です。

問・場所：須賀川市立博物館 ☎ 0248-75-3239
時間：9：00～17：00
（入館は16：30まで）
※月曜休館・祝日の振替により、2/12（金）は休館
料金：大人・200円 大学・高校生100円※20名以上の団体料金あり
中学生以下・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方は無料

2/5・6

やないづまち

柳津町

かむろば村ジヌまつり
かむろばむら

じぬまつり

2015年春に公開された映画「ジヌよさらば～かむろば村へ～」のメインロ
ケ地である柳津町。映画の公開から間もなく1周年を記念して、柳津町内
の宿泊施設（加盟施設）へ2月5日にお泊まりのお客様を対象に特典いろ
いろの「かむろば村ジヌまつり」
を開催いたします。

郡山の冬の風物詩「新酒まつり」が開催されます。郡山の6蔵元のしぼりた
ての新酒や特選素材を使った創作料理など、郡山の冬の味覚を存分に楽
しめますので、是非お越しください。
問：ウインターフェスタIN KORIYAMA2016実行委員会（事務局：郡山商工会議所）☎ 024-921-2610
場所：郡山ビューホテルアネックス 時間：18：30～20：00
料金：前売券3,000円、当日券3,500円

2/6・7

宿泊参加特典

2/6～8

いわきし

いわき市

第36回
だい36かい

会津やないづ冬まつり

あいづやないづふゆまつり

今年で第36回目を迎える
「会津やないづ冬まつ
り」。歳の神や鳥追いなど冬の伝統行事の再現
や、豪華賞品が当たる節分豆まき抽選会、
ご当地
アイドルのステージなど楽しいイベントが盛りだ
くさんです。
また、地元の郷土料理などを扱う模
擬店や、地場産品の展示即売なども充実してい
ます。毎年恒例の「極寒カキ氷早食い選手権大
会」、
「あわまんじゅう大食い選手権大会」はお客
様も参加できるイベントです。6日
（土）夜は演歌
歌手ジェロさんのスペシャルライブを開催！
！

主人公「タケ」の自宅内部初公開、平成26年度新酒鑑評会金賞受賞会津
清酒ふるまい、2月6日～7日開催の「第36回会津やないづ冬まつり」会場
で利用できる食券1,000円分と柳津温泉で使用できる日帰り入浴券をプレ
ゼント宿泊参加者専用の無料シャトルバスも運行いたします。
（ 要予約）
（JR郡山駅前、JR会津若松駅前発着）
問：柳津町地域振興課観光商工班
場所：柳津町内

やないづまち

柳津町

☎ 0241-42-2114

つるし雛飾りまつり
つるしびなかざりまつり

いわき市の中之作港を望む「清航館」を中心
に催される、早春の風物詩「つるし雛飾りまつ
り」。縁起物を色とりどりのちりめんでひとつひ
とつ丁寧に手作りされたつるし雛が飾られま
す。手作りの優しさがあふれるつるし雛を、是
非ご覧ください。
問：ままや ☎ 0246-55-6280
場所：清航館 時間：9：00～16：00

問：会津やないづ冬まつり実行委員会（柳津町地域振興課観光商工班内）☎ 0241-42-2114
場所：道の駅会津柳津（メイン会場）、
やないづふれあい館
時間：6日・10：00～20：00 7日・10：00～15：00

料金：100円
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にしあいづまち

西会津町

大山祇神社旧正月二年詣り
お おや ま づ み じ ん じ ゃ

きゅうしょうがつ

2/10・11

にねんまいり

「一生に一度の願いは三年続けてお詣りすると
なじょな願いも聞きなさる野沢の山の神様」
と
して県内外から篤い信仰が寄せられる大山祇
（おおやまづみ）神社の旧正月二年詣り。家内安
全・五穀豊穣・合格祈願などを願います。前日7
日
（旧大晦日）の夜には、地元大久保地区の皆さ
んによるお神酒や年越しそばの振舞い、歳の神
などが行われ、お祭りの雰囲気を盛り上げます。
2/8は旧暦の元旦で、午前零時の一番太鼓を合
図に新年のご祈祷も行われます
（当日予約可）。

あいづわかまつし

会津若松市

会津絵ろうそくまつり

しのぶさんざん

あかつきまいり

問：信夫三山奉賛会（福島市商業労政課内) ☎ 024-525-3720 場所：福島市信夫山
時間：大わらじ奉納10日・15：00 第4回暁まいり福男福女競争10日・20：00

～ゆきほたる～
あいづえろうそくまつり

信夫三山暁まいり

福島市のシンボル信夫山に鎮座する羽黒神社の例祭で、
長さ12m、
幅1.4m、
重さ2tの日本一の大わらじを約100人
で担ぎ上げ、
信夫山の羽黒神社へ奉納します。昔、羽黒神
社に仁王門があり、安置されていた仁王様の足の大きさ
にあった大わらじを作って奉納したことが由来とされ、
江戸時代から300有余年にわたり受け継がれています。
五穀豊穣、家内安全、身体強健などを祈願し、
また、足腰
が丈夫になるほか、縁結びの神とも言われ3年続けてお
参りすると恋が結ばれるという言い伝えもあることから
若い男女の姿が絶えません。最近では、交通安全・合格
祈願などにも霊験あらたかと伝えられます。境内や参道
では、縁起物のマサル・だるま・金のわらじ付き破魔矢や
干支にちなんだ絵馬・ゆず飴等の露店が軒を並べ、夜半
から翌朝にかけて多くの参拝者が訪れます。

問：大山祇神社社務所 ☎ 0241-45-2323 場所：大山祇神社（西会津町野沢大久保）
時間：7日
（各種振舞い）22：30～ 8日
（ご祈祷）24：00～

2/11～13

ふくしまし

福島市

～ゆきほたる～

2/12～14

只見ふるさとの雪まつり

ただみまち

只見町

ただみふるさとのゆきまつり

只見町の特徴である豪雪を生かした「大
内宿雪まつり」
と並ぶ南会津郡内の最大
級の冬イベントです。
当イベントの象徴で
ある大雪像は、
今回は
「サン・マルコ寺院」
に決定。
お笑いライブやかまくらBAR等の
楽しい企画に加え、花火と大雪像の景色
は素敵な冬の思い出になるはずです。

会津の伝統的工芸品の1つである、
「会津絵ろうそく」。1本1本に職人技が
感じられる会津絵ろうそくを皆さんに知って頂こうと、
このまつりを開催し
ていま す。鶴ヶ城や御薬園をはじめ市内各所にて、約15,000本の蝋燭の
あかりに照らされて雪景色に浮かぶ会津幻影をお楽しみください。

問：只見町観光まちづくり協会 ☎ 0241-82-5250 場所：只見駅前広場
時間：12日・19：00～ 13日・10：00～ 14日・10：00～

問：会津まつり協会 ☎ 0242-23-4141 場所：鶴ヶ城、御薬園、市内各所
時間：各日とも17：30～21：00 www.aizu.com/erousoku/

2/13・14

にしあいづまち

西会津町

第26回
だい26かい

2/13

西会津雪国まつり

いわきし

2/13・14

雪と火のまつり

ゆきとひのまつり

しもごうまち

下郷町

第30回
だい30かい

大内宿雪まつり

おおうちじゅくゆきまつり

福島県を代表する観光地
である
「大内宿」
で、
毎年恒
例の雪まつりが開催されま
す。雪灯籠に照らされる幻
想的な大内宿の町並みは、
まさに冬の南会津を象徴す
る絶景の１つです。
各種イベントや郷土料理と
ともに、雪に包まれた大内
宿をぜひお楽しみください。

いわき市フラワーセンター

ウィンターフェスティバル
いわきしふらわーせんたー

だい44かい

問：三島町観光協会 ☎ 0241-48-5000
場所：三島町町民運動場 時間：12：00～19：30

問：西会津町ふるさと振興推進委員会 ☎ 0241-45-2213
場所：さゆり公園
（西会津町登世島）
時間：13日・15：00～18：30 14日・9：30～15：00

いわき市

第44回

町外からのお客様に三島町の伝統行事や
文化・魅力に触れてもらうため、小正月に
町内各地区で行われている
「サイノカミ」の
再現に加え、雪国ならではのイベントで、大
人から子どもまで楽しめる雪まつりです。
雪まつり会場には奥会津三島横丁として町
内外から約20店舗の模擬店が並び、賑わ
います。

にしあいづゆきぐにまつり

13日
（土）
は、
『火と光と音楽の祭典』
と題して福島
ゆかりのアーティストによる雪上ライブイベント
「ホワイトステージ」
ほかキャンドルナイトや歳の
神、
幻想的な雪上花火大会などを開催します。
14
日
（日）
は恒例の
「桐ゲタ飛ばし全国大会」
や
「雪
上運動会」や「スノーモービル乗車体験」、
ご当
地ヒーロー
「丞神デナーショー」
など雪国ならで
はの楽しいイベントが盛り沢山！そして、
「除雪」
と
「エクササイズ」
を融合した西会津発ムーブメン
ト
「ジョセササイズ」
の第1回サミットも開催され
ます。温かいグルメコーナーや屋内キッズコー
ナーもあり、
家族みんなで楽しめる2日間です！

2/13・14

みしままち

三島町

う ぃ ん た ー ふ ぇ す て ぃ ばる

クリスマスローズの展示や体験、花苗など
が当たるわくわく抽選会などが開催されま
す。
屋外ではミツマタやマンサク、
温室では
ブーゲンビリアの花が見ごろを迎えます。

問：大内宿雪まつり実行委員会現地本部 ☎ 0241-68-2940
大内宿観光案内所 ☎ 0241-68-3611
場所：大内宿 時間：13日・13：00～ 14日・10：00～

問・場所：いわき市フラワーセンター
☎ 0246-22-5667 時間：10：00～16：00
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2/13・14

てんえいむら

天栄村

バレンタインデーは天栄村でコスプレ！
ばれんたいんでーは

てんえいむらで

2/14

こすぷれ！

～にほんのふっこうを「いわき」から～

様々なアニメやドラマの舞台となっている
天栄村のブリティッシュヒルズでバレンタ
インデーにコスプレイベントを開催！
パスポートのいらない英国として人気のブ
リティッシュヒルズという最高のロケーショ
ンで、
コスプレができる貴重な機会です。
コスプレで写真を撮るだけでなく、天栄村
の食材を使った晩餐会や、
地酒を使ったア
トラクションなど、
天栄村の魅力をコスプレ
のまま満喫できるイベントが目白押し！

「ダンタリアンの書架」
（C）
三雲岳斗・Gユウスケ
角川書店／ダンタリアンの書架製作委員会

いわきし
～日本の復興を
「いわき」
から～
いわき市 第７回 いわきサンシャインマラソン
だい7かい

いわきさんしゃいんまらそん

「いわきサンシャインマラソン」
が、
バレン
タインデーに開催されます！1万人ものラ
ンナーたちが小名浜港アクアマリンパー
クのゴールを目指して駆け抜けます！
沿道での大漁旗応援や、農産品の振舞
いも大好評！ランナーたちの熱い走りを
肌で感じてみませんか？

画像提供：ブリティッシュヒルズ

問合せ：コスプレ・バレンタイン実行委員会（福島ガイナックス）☎ 0247-61-6341
申込み：㈱ JTB東北法人営業郡山支店 ☎ 024-932-0657
募集期間：1/12～2/7 参加対象：20歳以上の男女 http://fukushimagainax.co.jp/
※当日は貸切のイベントになります。
日帰りや見学等はできませんのでご了承ください。

2/11

いわきし

いわき市

問：いわきサンシャインマラソン実行委員会事務局 ☎ 0246-22-7607
場所：いわき陸上競技場～小名浜港アクアマリンパーク 時間：9：00～15：00
http://www.iwaki-marathon.jp/ ※エントリーは終了しています。

三和の里福寿草まつり
みわのさと

ふくじゅそうまつり

いわき市三和町の福寿草の里では、
春の訪れを感じさせる
フクジュソウが黄色のかわいい花を咲かせます。
フクジュソ
ウの開花時期に合わせ、
「三和の里福寿草まつり」
が開催さ
れます。
つるしびな作りや木工クラフトなどの体験ができま
す。
フクジュソウに癒されながら、
地元住民の皆様で作り上
げるほのぼのとしたお祭りを是非お楽しみください。

2/19～3/3

すかがわしょうてんがい だい12かい ひゝなのえがおにあえるまち

須賀川市中心市街地にある商店63店
舗において、各家代々に伝わる雛人形
を展示するイベント。期間中は、菓子
店・飲 食 店 で 雛 祭りに ち な ん だ メ
ニューやサービスの提供が行われるほ
か、参加店を巡ると商店街で使える商
品券などが当たるスタンプラリーなど、
楽しい企画も盛りだくさん。

問：三和の里福寿草まつり実行委員会 ☎ 0246-85-2743
場所：下三坂集会場 時間：10：00～14：00

2/19～21

きたしおばらむら

北塩原村

第8回
だい8かい

すかがわし
すかがわ商店街
須賀川市 第12回 雛の笑顔に会えるまち

裏磐梯雪まつり

うらばんだいゆきまつり

真冬のレンゲ沼にともる3,000本のキャン
ドルは息をのむ美しさで、灯した数だけ天
使が舞い降りて、幸せになると言われてい
ます。
その他にも冬の裏磐梯ならではのプ
ログラムが盛りだくさんです。

問：
「雛の笑顔に会えるまち」実行委員会
（須賀川商工会議所地域振興課）☎ 0248-76-2124
場所：須賀川市中心市街地商店街 時間：各店舗により異なる

問：裏磐梯雪まつり実行委員会 ☎ 0241-32-2349
場所：裏磐梯サイトステーション

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

2/20

しもごうまち

下郷町

なかやま雪月火

2/25

なかやませつげつか

あいづみさとまち

会津美里町

文殊大祭
もんじゅたいさい

学問の仏様・文殊菩薩を
祀る清龍寺の祭日です。清
龍寺は「筆の文殊」
として
も知られており、県内外か
らの合格祈願はもちろん、
学業成就・技芸上達を願う
大勢の参拝客が行列を作
ります。門前にはたくさん
の露店が並び、夜まで賑
わいが続きます。

日本夜景遺産にも認定された、なかやま雪月火。
まっしろな「雪」に青白い
「月」
とろうそくの「火」がぼんやりと浮かびます。今年も西暦にちなんで
2016本のろうそくに火が灯ります。
ろうそくへの点火は参加型となっており
ますのでチャッカマン等をご持参のうえぜひご参加ください。
「歳の神」や
「お菓子まき」
も行われます。

問：会津美里町観光協会
☎ 0242-56-4882
場所：清龍寺文殊堂

問：下郷町観光協会
☎ 0241-69-1144
場所：下郷町なかやま花の郷公園 時間：16：30～（ろうそく点火）

2/27

しもごうまち

下郷町

湯野上温泉火祭
ゆのかみおんせん

2/28

ひまつり

湯野上温泉の風物詩！湯野上温泉に住む人、訪れる人、全ての人を笑顔
にしたい。
そんな想いから始まった湯野上温泉火祭りが今年も開催！
強力な出演者がお届けする圧倒的なパフォーマンスと温泉地ならでは
の情緒がミックスされた極上の一夜をお楽しみください♪

しょうわむら

昭和村

第33回
だい33かい

からむし織の里雪まつり

からむしおりのさと

ゆきまつり

昭和村で例年実施される雪まつり。
この時期限定の「からむし織雪ざら
し」の実演やステージイベント、団子さしやスノーモービル体験など雪に
親しむイベントが盛りだくさんです。実演される
「雪ざらし」は、織り上げ
たからむし織りの布地を雪の上でさらすことで不純物が取り除かれ、
よ
り風合い豊かに白のからむしとなります。
問：昭和村観光協会 ☎ 0241-57-3100
場所：道の駅「からむし織の里しょうわ」 時間：10：00～16：00（9：00開場）

問：湯野上温泉観光協会 ☎ 0241-68-2818
場所：湯野上温泉内特設会場 時間：18：30～
湯野上温泉観光協会公式Web http://www.yunokami.com
Facebook https://www.facebook.com/yunokami

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

イ ベ ン ト

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」

小さな旅 ＆小さな旅行プラン

2月11日（木・祝） 一年間の幸福を願い 白河「だるま市」見学と街中散策

小さな旅

2月21日
（日） つるし雛で彩られた飯野町を散策

小さな旅

だるま市マップと街歩きマップを見ながら散策します。だるま市では市内目抜き通り
1.5㎞に約700軒もの露店がずらりと並びます。
【集合】
白河駅【所要時間】約4時間【歩行距離】約4～5㎞

「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㎞

所狭しと飾りつけされた手作り雛をご覧いただきます。
商店街の店主や地元の方々と手作り雛についての語らいも楽しみのひとつです。
【集合】
福島駅【所要時間】
約4時間5分【歩行距離】約2㎞

2月13日
（土） 蔵のまち喜多方冬まつり「全国ラーメンフェスタ」と「喜多方物産展」

全国の有名ラーメン店6店による味の競演をお楽しみいただけます。
（有料）
同時開催の
「喜多方物産展」
では友好都市のブースも設けられています。
【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㎞

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。

2月27日
（土） 歴史ある蔵に飾られる古代雛に会いに行こう！

喜多方の老舗に伝わる古代雛や商家の軒先に飾られる個性あふれるお雛様を巡ります。
【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㎞

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。
駅からハイキング

検索

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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