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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まで あと1ヶ月！

過去最大規模で県内観光関係者がアフターDCをPR！

アフター DC直前首都圏観光キャラバンを 2 9 ～ 10
火

水

実施しました！

上野駅でのキャラバン出発式の様子

いよいよ、アフターDCとして開催する「福が満開、福のしま。」福島県
観光キャンペーン2016の開催まであと1ヶ月となりました。4月から始ま
るキャンペーンでは、多くのお客様にふくしまを訪れていただけるよう、
2月9日～10日にかけて県内の観光関係者約200名の皆様とともに首
都圏で観光キャラバンを実施。福島県の観光キャラバンとしてはDC
本番の180人を超える過去最大規模となりました！
福島県では、アフターDCもふくしまDC本番と同様に大規模なキャン
ペーンを実施してまいります。ぜひ期間中は、
「福が満開、福のしま。」福
島県へお越しください。
・首都圏JR主要駅（25駅）にてサンプリング
・首都圏JR支社へ表敬訪問
・主要旅行会社支店・店舗訪問

お時間をいただきありがとうございました。

JR駅で心を込めてガイドブック等を手渡し

開催告知！

等

次は北海道・東北で PR！
！

アフターDC直前北海道・東北観光キャラバンを実施します！

※写真はイメージです。

アフターDC総合ガイドブックをはじめ、地域の
パンフレットや様々な情報を北海道・東北の
皆様にお届けします！
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3月26日の北海道新幹線開業を好機と
捉え、アフターDCの開催周知や本県
の豊富な観光素材の魅力をPRし、
本県
の以北から多くのお客様にお越しいた
だけるよう北海道及び東北地方におい
て観光キャラバンを開催します。

3/7月

JR札幌駅
JR盛岡駅
JR秋田駅

3/8火

JR函館駅
JR青森駅
JR仙台駅
JR山形駅

アフターDC
『

』
福島県観光キャンペーン2016特別企画

̶ 花・食＋温泉・酒・歴史
大周遊特別企画
4
＋街なか巡り! ̶

が
残りの3つ

いよいよ

花

スタート

くしま

します！

キビタンフラワー
スタンプラリー

新企画 3/12土～11/6日

ふくしま酒蔵巡り
スタンプラリー

全国新酒鑑評会で金賞受賞数3年連続日本一を誇
る、本県の酒蔵を巡る新企画！
県内約50の酒蔵を巡り、酒蔵見学やお買い物など
によりポイントを集めると豪華賞品があたります。
訪問だけでもポイントが貯まりますので、お酒の飲
めない方でも御参加いただけます。全酒蔵を巡る
と、もれなくオリジナル枡をプレゼント。酒蔵独特の
雰囲気をお楽しみください。

3/18金～10/30日

3/19土～6/30木

花の王国
ふくしま

リアル宝探し
イベント in 福島

コードF-6

花

過去5回の開催で延べ48万
人が参加した人気企画。県
内どこかに隠された宝箱を
探す謎解き宝探しゲームで
す。各地の歴史・文化にまつ
わる場所にヒントが隠れて
おり、地域ごとの歴史に触
れながら街歩きを楽しむこ
とができます。
今回は、過去最
大規模の35エ
リア で の 開 催
となります！

くしま

キビタンフラワー
スタンプラリー

「プレゼント&クーポンキャンペーン2016」
も含めた

キビタンフラワー
スタンプラリー2016

県内200の花の名所に設
置されている、花のスタン
プを集めると抽選で豪華
賞 品が当たるスタンプラ
リー企画。参加冊子は、県
内各地の花の名所を集め
た、花のガイドブックとして
もご利用いただけます。
隠された王様キビタンスタ
ンプを集めて応募すると、
もれなくプレゼントがもら
えます。

4大周遊特別企画に参加するには

県内観光案内所や道の駅、SA・PAで参加冊子を入手してください！
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各地のアフターDCおもてなし情報
会津エリア
三島町

第一只見川橋梁ビューポイント方面行き町営バス運行開始！ 2/1月～3/31木

絶景の第一只見川橋梁ビューポイントへ一番近い、道の駅尾瀬街道みしま宿
まで、会津宮下駅から町営バスの試験運行（日曜・祝日を除く）
を行います。
道の駅みしま宿から会津宮下駅へ戻るデマンドバス
（要予約）
も利用できます。
※冬期間の積雪時は「B地点」
まで登頂可能です。安全のため頂上部は閉鎖し
ますのでご了承ください。詳しくは三島町観光協会HPをご覧ください。

定期バス

JR会津宮下駅

デマンドバス

道の駅みしま宿

要予約

7：30発

10：20頃発

（予約締切時間9：00）

13：20頃発

道の駅みしま宿

（予約締切時間12：00）

行き

道の駅みしま宿

帰り

JR会津宮下駅

帰り

JR会津宮下駅

7：34着

10：30頃着
13：30頃着

料金：定期バス、
デマンドバスとも 片道大人500円、小人（12歳以下）300円

予約の際の電話番号はこちら ☎ 0241-52-3810

問：三島町観光協会

会津エリア 第8回 沖縄国際映画祭出品ＣＭ
（込め）
て…。」を応援ください！
会津若松市 「愛を米

JIMOT CM COMPETITION

☎ 0241-48-5000

http://www.mishima-kankou.net

県中エリア 郡山市内各地の桜情報が満載！
郡山市 毎年好評の「郡山さくら物語」を発行。

今年4月に開催される第8回沖縄国際映画祭CM部門（JIMOT
CMコンペティション）へ、福島のお米と県民の温かさをPRする
作品「愛を米（込め）
て…。」が本県代表で上映されます。
CMでは、吉本興業の「福島県住みます芸人」のぺんぎんナッツ
や会津若松市民ら合わせて約30人が参加しました。
「愛」の文
字をかたどった大きな弁当を届ける30秒CMになっています。
作品は、4月の映画祭で
の上映を前に、3月中旬
からインターネット上で
人気投票が始まり、
グラ
ンプリに輝いたCMは全
国放送されます。
ぜひ福島の魅力がたく
さん詰まったCMを応援
してください。
問：会津若松市観光課

冬のビューポイントB地点からの景色

開成山公園の桜並木や、紅枝垂地
蔵ザクラなど、郡山市内各地の桜
の名所を紹介する、毎年好評のパ
ンフレット
「郡山さくら物語」を発
行します。
ポケットサイズでお出かけにも最
適で す。春 爛 漫 の 郡 山で 桜を思
いっきり楽しみましょう。
※桜情報は郡山市観光協会ウェブ
サイトからもご覧いただけます。
郡山さくら物語

http://www.kanko-koriyama.gr.jp/sakura/
問：郡山市観光協会（郡山市観光課内）☎ 024-924-2621
配布場所：郡山市観光案内所（JR郡山駅2階）、
郡山市内宿泊施設や公共施設など
配布期間：平成28年3月中旬～

http://oimf.jp/jimot.php

☎ 0242-39-1251

県北エリア 「花見山レンチキュラーアート」
3/12土
完成セレモニー
福島市

会津エリア おすすめご当地グルメ！
下郷町 会津地鶏カレーとじゅうねんパウダー
下郷町の美味しいもののご紹介です！
まちの駅下郷町物産館では、特産のじゅう
ねん（えごま）パウダーが人気。健康効果
で話題のじゅうねんパウダーは、味噌汁に
入れたり、ハンバーグのタネに混ぜ込ん
だりして食べるのがオススメです。
物産館内の「ごっつお庵」では、下郷町産
の会津地鶏が、ゴロゴロ入った会津地鶏
カレーをぜひご賞味あれ！研究を重ねた
独自配合のスパイスで作るカレーは、驚く
ほどにまろやかで、地鶏のうまみを最大限
に引き出します！
！付け合せは、旬の野菜
を使って手作りしております。会津地鶏の
卵も販売しております。

※写真は現在展示中のものです

JR福島駅では、
お客様を歓迎する駅装飾として、
「福島に桃源郷あり」
という言葉とともに、花見山の美しい自然を全国に紹介された写真
家、
故秋山庄太郎氏の作品を福島駅西口新幹線コンコース内の壁面
に展示しておりますが、
このたびアフターDCの開幕を前に新たな手
法で全面リニューアルいたします。
3/12（土）
の完成セレモニーでは、
この花見山アートの披露とともに、
東日本大震災以降全国の皆様からいただいた様々なご支援に感謝
するとともに、
日々前に向かって歩み続ける地元の力強さと、
福島の元
気を発信して参ります。ぜひ、
ご自身の目でダイナミックなデザインと
色彩で壁一面に描かれた花見山アートをご覧になってみてください。

問：まちの駅下郷町物産館 ☎ 0241-67-4433
場所：まちの駅下郷町物産館（9：00～17：30）
まちの駅下郷町物産館内ごっつお庵（11：00～15：00）

問：JR福島駅 ☎ 024-522-2043
場所：福島駅2階新幹線コンコース 時間：14：00～15：00（予定）
※3/12（土）以降も引き続きご覧いただけます※入場料大人140円（小人70円）がかかります。
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ふ くし ま の 観 光 通 に な ろ う！

「福きびツウ。」は、福島県の観光施設や観光に携わる方へズーム

きびツウ。

福

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、
伊達氏発祥の地ツウのこの方です！

御朱印帳

伊達市観光物産協会 主任

佐藤 聡子さん

ズバリ！一言
伊達氏400年の歴史を
感じてください！

伊達氏スタンプコレクション2016
だてうじ

DATA

すたんぷこれくしょん

2016

住所●伊達市・桑折町・国見町
期間●4/1（金）～6/30(木)
問い合わせ●024-529-7779（伊達市観光物産協会）
詳しくは観光ポータルサイト「だてめがね」へ
http://www.date-shi.jp

2 梁川城跡（伊達市）

3 高子岡城跡（伊達市）

1 梁川八幡神社（伊達市）
伊達市おもてなし隊『伊達政宗と愛姫』

Q.

A.

Q.

伊達氏スタンプコレクションについて教えてください。

A.
4 伊達朝宗の墓（桑折町）

5 阿津賀志山防塁（国見町）

1厚く信仰された伊達氏の氏神。17代政宗も戦勝祈願した。
211代持宗～14代稙宗の時代、伊達氏の本拠となった。3初代
朝宗が築いた高子岡城跡。4伊達家が参勤交代の途中立ち寄っ
て墓参していた初代当主の墓。5奥州藤原氏が頼朝を迎え撃つ
為に作った防塁跡。※この他に、観音寺、東光寺、福聚寺（光明寺
跡）のスタンプ箇所があります。

伊達氏、伊達政宗と福島県の関わりを教えてください。

奥州合戦の功績で源頼朝から伊達郡を与えられた朝宗が
伊達氏初代当主となり、
現在の伊達市に城を構えたのが、
17代独眼竜政宗を輩出した伊達氏のルーツです。
17代政
宗の戦勝祈願地であり、妻の愛姫の輿受渡しの場となっ
た梁川八幡神社など、多くの伊達氏ゆかりの史跡が伊達
市と、
隣接する伊達郡桑折町・国見町にあるんです！

Q.

A.

期間中開催予定！
4/9（土）～17（日）

伊達のふるさと桜まつり（やながわ希望の森公園）

5/3（火）～5（木）

インタビュー

リレー

霊山新緑まつり（霊山登山口駐車場）

岩本孝さんからの質問です！

これら伊達氏発祥から17代伊達政宗まで400年の伊達
氏にまつわる史跡を巡るスタンプラリーです。上記市町
の史跡を巡り、御朱印帳にスタンプを集めると、その数
に応じて抽選で豪華賞品が当たります。また、全8ヵ所制
覇で福島ガイナックス制作の伊達市観光PRアニメ
「政宗
ダテニクル」
のオリジナル扇子がもれなくもらえます！

お勧めの楽しみ方などPRを！
今年は、17代政宗がその名をあやかった9代政宗の墓が
ある東光寺がスタンプ箇所に加わりました。
スタンプ箇所
の他にもゆかりの史跡があるので、興味ある方はぜひ訪れ
てみて下さい。B級グルメの「なんちゃってだて巻」
を食べ
歩きながらのスタンプ集めもお勧めです！ 現地ガイド付き
のバスツアーもあるので、ぜひこの機会に伊達氏のふるさ
と、伊達市・桑折町・国見町にお越し下さい！

Q. 佐藤聡子さんの
質問です！

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？

松川浦の広さは
どの位ありますか？

愛姫は滝桜で有名な三春町の お答え
当時の三春城主・田村家から します！
伊達家に嫁ぎました。

す！
しつもんで
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次回は…

アフターDC特別企画
松川浦復興チャレンジグルメ
「ツウ」
の方へ
インタビューします！
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北 福島市

バラエティー豊富な味と具
「ふくしま餃子」

●伊達市
●本宮市

「ふくしま餃子の会」の各店にはバラエティーに富んだ餃子がたくさん。なか
でも円盤状に並べて焼いた「円盤餃子」がふくしま餃子の大きな特徴です。

●桑折町

問：福島市観光案内所

●大玉村

☎ 024-531-6428

個性あ
ふれる
新しい
ふるさ
との味
！

パンの
サバと
ョンが
レーシ
コラボ
絶妙

県北エリア
●福島市
●二本松市
●国見町
●川俣町

!!

『福が満開、福のしま。
』

県

福島県観光

北 国見町

キャンペーン

サバの味噌煮がクセになる

県

なんちゃってだて巻

「国見バーガー」

伊達市の特産品である伊達鶏を活用した
6次化商品。春巻風のものからスイーツ風
まで、オリジナリティあふれる伊達市の新
しいご当地グルメ。

藤田商店街にある佐久間商店のサバの味噌煮
を、佐久間パン店のバンズではさみました。商
工会青年部を中心に開発した国見町オリジナル
の一品です。
問：国見まちづくり㈱

2016

北 伊達市

☎ 024-585-2132

問：伊達市観光物産協会

県

北 二本松市

二本松郷土料理

ざくざく

根菜類を主とした具材を細かく賽（さい）の目状
に切って煮込んだ汁物です。手間暇かけた地域
の味を楽しんでみませんか。
問：二本松おもてなし隊（二本松市観光課内）
☎0243-55-5095

☎ 024-529-7779

『福が満開、福のしま。
』

福島県観光

キャンペーン

県
県

ふくしまでお得にランチ！

ランチでクーポン

北 川俣町

メニュー
「川俣シャモ」

期間：4月～6月

阿武隈山地の豊かな自然に恵まれた地で平
飼いでのびのびと育つ川俣シャモは、豊かな
コクと風味が人気です。川俣シャモ料理研究
会に加盟している飲食店で味わえます。
問：川俣町農業振興公社 ☎ 024-566-5860

『福が満開、福のしま。
』

福島県観光

キャンペーン
2016
201 6

県

福島市街地を中心に通常1,000円以上の
ランチメニューをクーポン持参で1,000円
で提供します。福島市内の飲食店約50店
舗が加盟しており、キャンペーンにあわせ
て6月まで延長して実施します。
※2015年度版パンフレット

北 福島市

美肌と健康（発酵の力）
を
テーマに女将プロデュース♪

菌活ウエルカム
ドリンク＆スイーツ♪
期間：4月～6月
女将の想いがたっぷりの「美肌効果」
と
「健康」
によいウエルカム菌活ドリンク、
ご夕食時には
果物王国ふくしまのフルーツを使った「菌活ス
イーツ」
を提供します。
問：土湯温泉観光協会

2016
20 16

北 福島市

☎ 024-595-2217

6

問：福島市観光案内所

☎ 024-531-6428

『福が満開、福のしま。
』

福島県観光

キャンペーン
2016

県

北 桑折町

期間：4/17㈰

こおり桃源郷BBQフェス2016～春～
こおり桃源郷で特別にバーベキューを行います。
青空の下で、
美しい
桃花と半田山を望みながらのバーベキューは格別です。
おいしい空気
と、
おいしいお肉をたくさん食べて、
幸せなひとときを過ごしませんか。
問：桑折町産業振興課 ☎ 024-582-2126

3
2/27
～3/21

こおりやまし

郡山市

3/4～6

震災への思いを込めて

「第二楽章 男鹿和雄展」が郡山で開催！！

3/5

第15回
だい15かい

3/11～13

いわきし

いわき市

飯坂温泉太鼓まつり

いいざかおんせんたいこまつり

かるちゃーぱーくどりーむらんど

現在冬期休園中の郡山カルチャー
パークドリームランドが、3月19日
（土）に再オープンいたします。皆様
のご 愛 顧 に 感 謝 を 込 めて、2 0日
（日）
と27日（日）にイベントを開催
致します。皆さまどうぞお誘い合わ
せの上、ぜひご来園ください。

問・場所：郡山カルチャーパーク ☎ 024-947-1600
http://www.koriyamaculturepark.com/

めひかりサミット

めひかりさみっと

特産品販売イベント

「商工会地域交流マルシェ」
しょうこうかいちいきこうりゅうまるしぇ

問：商工会地域交流マルシェ運営事務局（株式会社ライヴス内）☎ 03-5792-4408
場所：道の駅よつくら港 時間：9：00～16：00

みなみあいづまち

南会津町

だいくらスキー場ファン感謝デー
だいくらすきーじょう

ふぁんかんしゃでー

毎年恒例のファン感謝デーが今年も開催！親子で楽しめ
る、雪上宝探し等の楽しいイベントが盛りだくさんです。
参加は無料となっていますので、ぜひご参加ください。
また、3月28日
（月）～4月3日
（日）
までの期間は「春休み
スペシャルウィーク」
を開催！ 休日料金と比べてリフト1
日券がなんと1,800円もお得になっています！シーズン
終盤もぜひだいくらスキー場にお越しください。
問・場所：だいくらスキー場 ☎ 0241-64-2121

郡山カルチャーパークドリームランド再オープン
こおりやま

だい10かい

とくさんひんはんばいいべんと

問：飯坂温泉太鼓まつり実行委員会 ☎ 024-542-4241
場所：パルセいいざか 時間：開場9：00 開演10：00
料金：前売り券・大人2,000円、当日券・大人2,500円、小人1,000円 ※全席自由席

郡山市

第10回

全国8か所の道の駅・商店街をめぐる物
販イベント
「商工会地域交流マルシェ」が
愛知県を皮切りに行われており、道の駅
よつくら港でも開催されます。
その地方でしか味わうことのできない、
買うことのできない商品を集めた、地域
と地域をむすぶイベントで、全国各地の
特産品の試食や実演販売を行います。

3/19

3/19

いわきし

いわき市

問・場所：アクアマリンふくしま ☎ 0246-73-2525
事前申し込み：3月1日
（火）
まで
http://www.marine.fks.ed.jp/news/event/2016/2016_mehikari.html

一打入魂。今年も熱い想いを込めて、太鼓の祭典が飯坂温泉にやってきま
す。その太鼓の響きが人々の心を打ち抜きます。ぜひ、迫力ある太鼓の演
奏を肌で感じてみませんか？

こおりやまし

はるのしんさくてん

持続可能な水産資源の活用について、各分野の
専門家が講演いたします。当日はあんこう鍋、め
ひかりの唐揚げ、
ブラックバスの唐揚げなどいわ
きの雑魚を集めた試食会も行います。
事前に申し込みをされた方は試食会が無料とな
ります。
（当日受付は有料）定員に空きがある場合
は当日参加も可能です。

問：公益社団法人郡山青年会議所 ☎ 024-932-2289
場所：ビッグパレットふくしま 3階中会議室
時間：平日・11：00～17：00
休・祝日・9：00～17：00（入館は16：30まで）
料金：一般800円、高校生以下400円
（未就学児無料）
http://www.koriyama-jc.or.jp/16koriyamajchp/oga

ふくしまし

おおほりそうまやき

問：大堀相馬焼協同組合 ☎ 0243-24-8812
場所：福島空港国内線ビル2、3F「特設会場」
時間：10：00～17：00
（6日は16：00まで）

しんさいへのおもいをこめて「だいにがくしょう おがかずおてん」がこおりやまでかいさい！！

福島市

大堀相馬焼 春の新作展

江戸時代から350年の歴史があり、国
指定伝統的工芸品の「大堀相馬焼」。
狩野派と呼ばれる「走り駒」の絵と、
「青ひび」
と呼ばれるひび割れが器全
体に広がり、二重焼の構造で冷めにく
く、
また熱い湯を入れても持つことが
できるのも特徴です。
福島空港にて県内の窯元が一同に集
結し、春の新作を発表します。是非、手
にとって大堀相馬焼の歴史と味わい
をお楽しみください。

平成27年7月から、広島、長崎と巡回してきた「第二楽章 男鹿和雄展」。28
年2月から、郡山市にあるビッグパレットふくしまでの開催が決定しまし
た！
「第二楽章 男鹿和雄展」
としては初の東日本での開催となります。
展覧会のテーマとなる
「第二楽章 福島への思い」は、長年原爆詩の朗読を
続けてきた、女優の吉永小百合さんが、東日本大震災で被災された方の
詩を集め、詩画集として発表したものです。
そこで挿絵を担当したのが、
ジ
ブリ作品をはじめとした、多くのアニメ作品で背景美術を担当する男鹿和
雄さんでした。
「第二楽章 男鹿和雄展」では福島の他、広島、長
崎、沖縄を取材し描いた作品が約100点展示され
ます。
また、開催初日の2月27日
（土）には男鹿和
雄さんとのワークショップやサイン会も実施され
ますので、ぜひ、
ご来場ください。さらに、福島県
の小中学生による絵画展覧会「未来のわたした
ちへ～ほんとの空～」も同時開催（観覧無料）さ
れます。

3/13

なみえまち

浪江町

3/19・20

さいおーぷん

みなみあいづまち

南会津町

たかつえスキースノー＆フードフェスタ
たかつえすきーすのー

今年は「たかつえスキー場」の35周年記念
イヤー。そんな節目を祝して、
「 たかつえス
ノー＆フードフェスタ」
を盛大に開催します！
雪上運動会や花火大会等の楽しい企画に
加え、県内外のうまいものが大集合します。
皆さんでたかつえスキー場を盛り上げま
しょう。

時間：9：30～16：30

問・場所：たかつえスキー場 ☎ 0241-78-2220

7

あんど

ふーどふぇすた

3/20

ばんだいまち

磐梯町

磐梯神社の「舟引き祭りと巫女舞」

3/21

ば ん だ い じ ん じ ゃ の「 ふ ね ひ き ま つ り と み こ ま い 」

問：会津美里町観光協会
☎ 0242-56-4882
場所：会津美里町内（高田地域）

5/8

問：磐梯町観光協会 ☎ 0242-74-1214
場所：磐梯神社 時間：12：00～14：30

※舟引き体験の参加者を募集しています。希望の
方は当日13：00までに現地に集合してください。
ふくしまし

福島市

お と よ い う ぉ ー く 2016

「おと酔いウォーク」は、奥州3名湯として名
高い飯坂温泉で開催されるミュージックフェ
スティバル。チケットは飯坂温泉の入浴券2
枚付。温泉街に設けられた6つのステージを
巡りながら音楽と温泉を心ゆくまで満喫！
！
！
！
身も心も温まる最高に贅沢なイベントです。

たくさん！ 一足お先の

便り 花めぐりへ行きませんか！
3/27

しょうわむら

昭和村

3/10から

参加受付開始！

しもつぼふくじゅそうまつり

問：須賀川市民歩こう会（主催） ☎0248-76-2889
（木村）

いわきし

いわき市

専称寺の梅 3月中旬
せんしょうじのうめ

問・場所：専称寺 ☎ 0246-34-2283
時間：10：00～16：00

3月上旬
～下旬

いわきし

いわき市

いわきし

いわき市

問・場所：梅林寺

ばいりんじのうめ

いわき市内3ヶ所で始まったいちご狩
り。観光いちご園の温室はすでに春！と
ちおとめや章姫、紅ほっぺ、ふくはる香
など、たわわに実った甘くてジューシー
ないちごが、採りやすい高さで栽培さ
れており、大人も子供も腰をかがめるこ
となくいちご狩りが楽しめます。
問：アグリパークいわき観光いちご園 ☎ 0246-68-7203
大野観光いちご園 ☎ 0246-33-3434
田人観光いちご園 ☎ 0246-69-2448
※時期は各施設により異なります

☎ 0246-43-2376

いちご狩り情報

～6月下旬

梅林寺の梅
竹林をバックに紅
梅と白梅がとても
美しい 梅 の 名 所 。
毎年梅の本数を増
やしており、見学者
も増加しています。

国道400号沿いに広がる福寿草の群落を見ながら、
郷土食の出店やステージイベントなとをお楽しみ
いただけます。
問：昭和村観光協会 ☎ 0241-57-3100
場所：昭和村下中津川宮ノ前地区 時間：10：00～

須賀川牡丹園

定員：500名 ※定員になり次第受付終了
申込：3月10日～4月20日
参加料：大人500円、中学生以下300円、未就学児は無料

梅のお寺としても有名で、白梅
を中心に約500本の梅の木が
あります。満開時は山全体が芳
しい梅の香りに包まれます。
※改修工事のため、期間限定
の公開となります。

下坪福寿草まつり

空港ロードウォーク

集合場所：須賀川市牡丹台球場・東側公園
当日受付時間：8：30～9：20
（スタート）9：50（最終ゴール）13：30

問：おと酔いウォーク実行委員会
☎ 090-9530-6861
場所：福島市飯坂温泉街6会場
時間：開場10：00 開演10：30
料金：前売り券・4,000円 当日券・4,500円
※チケットには
「飯坂温泉入浴券」2枚付き
http://otoyoiwalk.com

3/19
～20

牡丹のまち
「すかがわ」
を歩こう
くうこうろーどうぉーく

おと酔いウォーク2016

福島は花の名所が

すかがわし

須賀川市

牡丹の花が咲く春の須賀川を歩くイベ
ント
「空港ロードウォーク」が5月8日に
開催されます。
コースは5キロ・9キロ・
13.5キロの3コース。健康に自信のある
方ならどなたでも参加できます。
ゴール地点の須賀川牡丹園では、
とん
汁の振る舞いや抽選会を行うほか、参
加特典も盛りだくさん。満開の牡丹が
皆さんのゴールを待っています。

飯坂温泉ミュージックフェスティバル
いいざかおんせんみゅーじっくふぇすてぃばる

さいかつのひがんじし

笛や太鼓の音に合わせて獅子が
舞い、各家を回り歩いて厄払いや
死者の供養、家内安全等を祈願
する、会津地域春の伝統行事で
す。町の無形民俗文化財にも指
定されています。

舟引き祭りは、
米俵3俵を重ねた飯舟
（いい
ふね）
と呼ばれる木舟に縄をつけ、氏子が
引き合いその年の作柄を占う神事です。
3回
引き合い、東が勝てば豊作、西が勝てば米
の値段が上がるといわれています。
巫女舞とは、舟引きの日に少女達によって
奉納される古式の舞です。
「榊の舞」、
「弓の
舞」
「
、太刀の舞」
の3つの舞で構成されてい
ます。
舟引き祭りと巫女舞は、
福島県指定重
要無形民俗文化財に指定されています。

3/26

西勝の彼岸獅子

あいづみさとまち

会津美里町

8

～下旬

いわきし

いわき市

勿来発電所の
河津桜

なこそはつでんしょのかわつざくら

常磐共同火力株式会社
が、創立50周年記念事業
として 河 津 桜 5 0 本 を 植
樹。会場は常時開放して
おり、淡紅色の早咲き桜
を楽しむことができます。

問・場所：常磐共同火力株式会社勿来発電所 ☎ 0246-77-0211

1月初旬～

3月中旬

いわきし

いわき市
しらとりおんせん

白鳥温泉
杜のおやど喜楽苑

もりのおやど

きらくえん

敷地内にはおよそ80本の梅の木
があり、梅の名所となっておりま
す。
すでに早咲きの梅が開花して
おり、
八重や枝垂れなど種類も豊
富で3月中旬頃まで鑑賞できます。
※観梅の際は旅館に一声かけてください。
問・場所：白鳥温泉 杜のおやど・喜楽苑 ☎ 0246-43-2227

～6月上旬頃まで

あいづわかまつし

会津若松市

暖かいハウスの中で、
「 さちのか」や、
「紅ほっぺ」など、甘くておいしいいちご
狩りをご体験いただけます。いちごは
大粒で甘みが強いので、コンデンスミ
ルクなしでお召し上がりください！

問：フルーツランド北会津 ☎ 0242-58-3646
がぶりガーデングループ坂内いちご園 ☎ 0242-58-2313
http://www.aizukanko.com/news/index.cfm#wn357
※営業日は各施設にお問い合わせください。

