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2016年4月1日～6月30日

今月の

福島県観光キャンペーン 2016
アフターDC開催まで あと3日！

アフター
DC情報
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土

「

」福島県観光キャンペーン 2016

2 オープニングセレモニー
開催場所：JR福島駅新幹線コンコース 時間 9：25～

アフターDC開催のオープニングセレモニーを実施します！
号

ング
「福島観光キャンペーンオープニ
しま
アふく
フルーティ
す。
りま
河駅を巡
駅〜会津若松駅〜郡山駅〜新白

福島駅〜郡山

※写真は昨年の様子

福島駅方面から会津若松駅方面へ（東北本線・磐越西線）

アフターDCの開催に合わせて、福島駅においてオープニング
セレモニーを実施します。
アフターDCの幕開けを記念した華々
しいイベントを行いますので、是非足をお運びください。

福島駅

10:02頃

会津若松駅
14:30頃

●フルーティアふくしま
「福島観光キャンペーン

会津
若松
駅

郡

山

駅

開催場所：郡山駅・新白河駅・会津若松駅・湯本駅
●セレモニー

オープニング号」のお出迎え・出発セレモニー

16:31頃

郡山駅

16:40頃

新白河駅

17:20頃

県内各地でも様々なイベントで
アフター DCの開催を盛り上げます。

13：00～13：25頃
●フルーティアふくしま
「福島観光キャンペー

ンオープニング号」
のお出迎え及び出発

●東日本鉄道文化財団のミニコンサート等

●東日本鉄道文化財団のミニコンサート等

会津若松駅前広場では郷土芸能や地元アイドル等に
よるステージイベントなど多彩な催しを開催します。

JR郡山駅 1Fお土産館前コンコース

JR会津若松駅 駅前広場（タクシープール付近）

●フルーティアふくしま
「福島観光キャンペー

ンオープニング号」
のお出迎え及び出発
●大信こだま太鼓による和太鼓演奏
●餅つき●ダルライザーショーなどを開催！

駅

9：40～12：00頃

湯
本

駅
河
白

会津若松駅

12:30頃

●
「SL福が満開スタート号」のお出迎えやお見送り

●
「音楽都市」郡山市の学生の皆さんによる合唱

新

11:15頃

会津若松駅方面から新白河駅方面へ（磐越西線・東北本線）

アフターDC オープニングイベント
10：20～10：50頃

郡山駅

10:58頃

9：55～10：40頃

●セレモニー ●ラッピング列車のお出迎え

●周遊バス
「いわきの春をめぐる旅」
のお見送り

●スパリゾートハワイアンズダンシングチームによるダンス披露等

いわきサンシャインガイド及び
湯の華会によるレイのプレゼント！

JR新白河駅 2F コンコース

JR湯本駅 改札外イベントスペース

福島県観光交通ガイドブックが完成！
県内の鉄道駅から、
各観光地をめぐる交通情報をまとめたガイ
ドブックが完成しました。
バスやタクシーなどの観光パックの他
に、観光地へのシャトルバスや周遊バスの情報を掲載していま
す。
ふくしまを巡る際にはお手元に一冊あると便利です。
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各地のアフターDCおもてなし情報
県北エリア
福島市

4/2土

花見山オープニングセレモニー

日本を代表する写真家・故秋山庄太郎氏が「福島に
桃源郷あり」
と称え全国に紹介した福島市が誇る花
の名所です。
一帯は花木生産農家の集落で、
ロウバイ、
ウメ、サク
ラ、ハナモモ、
レンギョウ、ボケが見渡す限りに広が
ります。花の種類が多く、見頃が長いのが特徴です。
【オープニングセレモニー】
テープカットや地元渡利小学校児童と福島市役所
合唱団による合唱のほか、
セレモニー終了後には花
見山の「花枝」
を配布します。
問：福島市観光コンベンション推進室 ☎ 024-525-3722 場所：花見山公園本部前

県北エリア まちなか周遊バス「ももりん号」運行
福島市
4/9土～4/24日

県中エリア スマホアプリ「週刊じゃらん」に
郡山市 郡山特集ページ登場！
公開中

花見山の開花時期にあわせ、
福島駅東口発着でまちなか
の各施設を結ぶまちなか周
遊バス
「ももりん号」
を運行し
ます。ボランティアガイドの
ふくしま花 案 内 人 が 乗 車し
て、街なかの魅力や見どころ
を解説します

アフターDCに向け、スマートフォ
ン用アプリ
「週刊じゃらん」で郡山
市の特集ページを製作しました。
宿泊予約もできてとても便利。
花・食・温泉をはじめとするたくさ
んの”楽”があふれる楽都郡山を全
国の皆さんにご紹介します。
利用方法

福島駅東口～こむこむ館前～御倉邸入口～稲荷神社（上町）～新
浜公園～市役所前～競馬場前～岩谷観音前～古関裕而記念館・
音楽堂前～県文化センター前～信夫山入口～県立美術館入口（福
高前（停））～MAXふくしま～コラッセふくしま～福島駅東口

問：福島市商業労政課

☎ 024-525-3720

「週刊じゃらん」
はApp Store
もしくはGoogle Playより
ダウンロードしてください。
問：郡山市観光協会（郡山市観光課内）☎ 024-924-2621

駅からの移動に
便利な 観光交通
ガイドブックも
ご利用ください。

料金：大人300円・小児150円
（１日フリー切符）
場所：福島駅東口発着（11番乗り場）
時間：
（始発）午前10時 （終発）午後4時

時間：11：00～11：30（セレモニー）

ほくじゅん
県中エリア
たむらご当地スイーツ
「北醇」
販売中
田村市

県北エリア 大玉村のお酒「十二神楽」
大玉村 「田植おどり」発売！
4/2土から販売
安達太良山の伏流水と肥沃な大地で

育まれた大玉村産のお米を原料とし
た日本酒2種が4月2日に販売開始に
なります。

今回、初めて醸造し販売する特別純

田村市ご当地グルメプロジェクトが「たむら八彩カレー」に続き
開発したのはスイーツ「北醇」
（ほくじゅん）
！山ブドウを使用し
たスイーツで、市内の菓子店3店が試行錯誤を重ねながら作り
上げました。北醇（ほくじゅん）
という名前は田村市滝根町産の
山ブドウ品種の名前に由来しており、
しっかりとした酸味と高い
糖度が特徴です。豊富な鉄分に加え、ポリフェノールは普通の
ブドウより多く含まれています。
現在発売しているのは全7種類。
各菓子店とあぶくま洞売店、
JA直売所ふぁせるたむら、
ふねひき
パークでもお買い求めいただけます。
是非ご賞味ください。

米酒「十二神楽」はこのお酒のために
村内で栽培し収穫された酒造好適米

「夢の香」
を使用しております。

同時に販売開始する特別純米酒「田

植おどり」は昨年約5年ぶりに醸造を

再開しました。大玉村自慢のコシヒカ

リを原料としたお酒です。

販売先：大玉村酒小売方部会加盟各店舗
セブンイレブン大玉大山店 ☎ 0243-48-3903
更紗 ☎ 0243-48-2884、 遠藤峰治商店 ☎ 0243-48-3598
渡辺商店 ☎ 0243-48-2276

問：田村市ご当地グルメプロジェクト ☎ 0247-82-0679
場所：菓子工房あくつ屋、菓子処山本屋、
おおぎや和洋菓子店
取り扱い：3月2日より各店及び市内で発売
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福島県観光キャンペーン 2016 特別企画
『福が満開、福のしま。
』

福島県観光

キャンペーン
2016
2 01 6

キャンペーン期間中に福島県内の各観光地では、
福島の魅力と楽しさをより感じていただける、
様々な
イベントや企画が目白押しです。
キャンペーン向けに開発および実施されることになった特別企画は
昨年より大幅に増え、
55もの企画を用意しております。今月号では主に４月からGWにかけ実施され
る特別企画をご紹介します。
この機会に福島県へ足を運んで、
ぜひお楽しみください！
福島市

東日本大震災復興事業

「フェルメールとレンブラント

17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち」展
4/6㈬～5/8㈰

左：ヨハネス・フェルメール《水差しを持つ女》

右：レンブラント・ファン・レイン《ベローナ》

Johannes Vermeer(1632-1675) / Young Woman with a Water Pitcher /
ca. 1662 / Oil on canvas / 45.7×40.6 cm / Marquand Collection,
Gift of Henry G. Marquand, 1889 (89.15.21)
Photo Credit : Image copyright © The Metropolitan Museum of Art.
Image source: Art Resource, NY

Rembrandt Harmensz van Rijn(1606-1669) / Bellona / 1633 /
Oil on canvas / 127×97.5 cm / The Friedsam Collection,
Bequest of Michael Friedsam, 1931 (32.100.23)
Photo Credit : Image copyright © The Metropolitan Museum of Art.
Image source: Art Resource, NY

メトロポリタン美術館所蔵

いわき市

メトロポリタン美術館所蔵

農と食の体験ファーム

いわき市四倉町に“食べて、見
て、触れて”農と食を体験できる
施設『ワンダーファーム』がオー
プンしました。新鮮なトマトを中
心に、旬の野菜たっぷりのビュッ
フェレストラン、直売所、
トマト加
工品をつくる工場があり、各種イ
ベントなども開催いたします。
5月20日には加工工場・トマト栽
培ハウス等を含め全施設がグラ
ンドオープンの予定です。

あぶくま洞花物語

☎ 024-531-5511

ようこそ郡山へ！

郡山エキナカ花のおもてなしキャンペーン

ふくしまDCメインテーマの一つで
ある
「花」をモチーフに、郡山の花
の名所である花木団地の高さ約
6mのトウカイザクラなどによる、
色鮮やかで可憐な花の装飾をお
こない、郡山駅を訪れた皆様をお
もてなしします。

3/22㈫～4月中旬

写真：昨年のふくしまＤＣ時の装飾（1階）
昨年に引き続き可憐な装飾で郡山を訪れる皆さまをお出
迎えします。郡山の桃源郷「花木団地」
には、
トウカイザクラ、
ヒガンザクラ、
ソメイヨシノなどの桜のほか、モクレン、
レン
ギョウ、
ウメ、
モモなど多種多様な春の花が咲き誇ります。

問：ワンダーファーム ☎ 0246-85-5105
場所：いわき市四倉町中島地内、四倉IC降りてすぐ
http://www.wonder-farm.co.jp/

イルミネーションと、色とりどりの花の共演

問：福島県立美術館

郡山市

『ワンダーファーム』
オープン！ 2/24㈬

田村市

「光の画家」
として知られ、現存する作品は世界中で30数点しかな
いヨハネス・フェルメールの作品や、
アムステルダムで名声を手に
し、独特な発想、技法と構図で人気を得たレンブラント・ファン・レ
インをはじめヤン・ステーンなど、17世紀オランダ黄金時代を彩っ
た画家たちの作品のうちニューヨーク・メトロポリタン美術館、
ア
ムステルダム国立美術館の所蔵する作品を中心に展示します。
フェルメールの作品が展覧会へ出品されることがほとんどない
中、ニューヨーク・メトロポリタン美術館の傑作《水差しを持つ
女》、
そしてレンブラントの《ベローナ》は日本初公開となります。

問：郡山市観光協会（郡山市観光課内）
☎ 024-924-2621 場所：JR郡山駅構内

郡山市

4月～6月

高柴デコ屋敷・デコ散歩

元禄時代から約300年の伝統を誇る
「張子人形の里 高柴デコ屋敷」
では文
化財、郷土史跡、
自然、風土を、張子人
形の職人がガイドとなり紹介して歩き
ます。アフターDC周遊企画、
リアル宝
探しイベント
「コードＦ-6」の開催エリ
アでもありますので、お立ち寄りの際
は、ぜひ併せてご利用ください。
およそ8,000万年の歳月が創りあげたあぶくま洞。
洞窟内では大小さま
ざまな鍾乳石が点在し、
その多様さは、
東洋一とも言われています。
今
年のテーマは
「光」
と
「花」
で洞窟入口付近を装飾しています。
煌
（きら）
びやかなイルミネーションと色とりどりの花の共演をお楽しみください。
問・場所：あぶくま洞 ☎ 0247-78-2125

問：高柴デコ屋敷観光協会

4

4月～10月

デコ散歩内容
期間：4月～10月
時間：9：00～15：00、
1日2回（午前1回、午後1回）
料金：要問合せ
（2週間前までに要予約）

☎ 080-2817-1505

場所：高柴デコ屋敷

石川町

第30回

二本松市

4/9㈯～4/24㈰

いしかわ桜まつり

大山忠作美術館特別企画展

二本松さくら展

第30回石川桜まつり
ステージイベント

4/9㈯～5/8㈰

4月16（土）
・17日
（日）の2日間
場所：石川町商工会特設会場
時間：10：00～16：00（両日共）
コンサート、
ビンゴゲームなどの各種
ステージイベントのほか、子供魚つ
かみ大会や、地元高校生茶道部によ
るおもてなし野点がおこなわれます。

DCを契機に、町内各店でお花見グル
メ・スイーツなどの限定メニューを提
供します。団体向けのお花見弁当も好
評です。無料周遊バス（土日運行）を利
用すれば、2,000本の桜並木や樹齢500
年を超える高田桜を巡ることができま
す。4月1日～30日まで毎日ライトアップ
するあさひ公園の夜桜は幻想的です。

臨時物産店「桜の駅」オープン

4月9日
（土）～4月24日
（日）
場所：石川町商工会特設会場
時間：10：00～18：00
町物産品のほか、花見団子、
花見弁当を期間限定で販売します。

日本画の巨匠たちが桜をテーマにした作品約30点を美術館全館に
展示し、館内を“さくら”で埋め尽くします。 メイン作品は東山魁夷の
≪花明り≫です。東山魁夷の≪花明り≫は同氏が花を描いた作品の
中で最も有名で、実物を見ることが難しい作品といわれていますが、
今回は特別にご協力をいただき、名作を間近で観ることができます。

桜のライトアップ

4月1日
（金）～4月30日
（土）
場所：あさひ公園、ふなっこ広場ほ
か、今出川、北須川沿いの桜並木
時間：18：00～概ね23：00

問：石川桜まつり実行委員会 ☎ 0247-26-9113
場所：石川町商工会特設会場（メーン会場）、あさひ公園まちなか交流広場（サブ会場）

桑折町

問・場所：大山忠作美術館

ピンクと黄色のコントラスト

白河市

こおり桃源郷と菜の花 4月中旬～下旬

福島プロジェクションマッピング2016

4/15㈮・16㈯
会津若松市の鶴ヶ城にて3年連
続で開催された「プロジェクショ
ンマッピングはるか」を白河市
で開催。
サブタイトルを「～白河 花かが
り～」
と題し、
「 桜」をテーマに、
白河市に新しく建築される白河
文化交流館「コミネス」の巨大
な壁を舞台として、生命感あふ
れるメッセージを発信します。

献上桃の郷桑折町の桃畑。阿武隈川を添うように果樹園が広がり、桃
の花で一面がピンク色に染まります。平成8年に皇太子ご夫妻が訪れ
た際の記念碑があります。堤防から見下ろす風景はまさに桃源郷で
す。キャンペーンにあわせ、桃畑に菜の花を植え、
ピンクと黄色のコン
トラストが楽しめます。

問・桜プロジェクト㈱（イーソリューションズ㈱）☎03-5733-5033
場所：白河文化交流館コミネス 時間：4回上映
料金：無料※観覧には事前予約が必要になります。
http://www.fukushimasakura.jp/2016/

問：桑折町産業振興課 ☎ 024-582-2126 場所：桃の郷ポケットパーク

郡山市

☎ 0243-24-1217

食が満開！

猪苗代町

郡山美味しい街フェスティバル

観音寺川桜まつりとライトアップ

４/２３㈯～５/５㈭・㈷

4/23㈯～6/25㈯

観音寺川の桜並木は、観音寺川の両岸約1㎞に亘って約200本のソメ
イヨシノが咲き誇る桜の名所で、東北夢の桜街道第11番札所にも選
定されています。
この桜の時期に合わせて、観音寺川桜まつりが開催
されます。屋台の出店のほか、和太鼓の演奏などが行われます。
また、夜にはライトアップされた夜桜を楽しむことができます。アフ
ターDC特別企画として、LEDによる七色ライトアップも実施されます
ので、ぜひご覧ください。

郡山の豊かな食文化を全国に発信するイベント！
市内飲食店、菓子、酒などの食品小売店を巡るスタンプラリー。参加
店を巡って食べ歩き、
スタンプを3つ集めると抽選で参加店の食事券
などの景品が当たります。
問：郡山美味しい街づくり推進協議会（事務局：郡山商工会議所）
☎ 024-921-2610
場所：郡山市内参加店

問・猪苗代観光協会 ☎0242-62-2048 場所：観音寺川周辺（猪苗代町大字川桁）
時間：出店：10：00～17：00 ライトアップ：18：30～22：00
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南湖公園桜と音楽の祭典♪

白河市

猪苗代町

野口英世記念館おもてなしデイ

4/24㈰

4/23㈯

さまざまなおもてなしを通して、お客様に野口英世博士や野口英世記
念館の魅力を伝えるイベント。
「紙芝居」
「ピンポイントガイドツアー」
のほか、
「 なりきり撮影会（白衣、つけひげなどで野口英世に変身し、
館内で記念写真を撮影する）」や抽選会などを開催します。

桜の開花時期に合わせ音楽フェスティバルを開催。桜で彩られた会
場で、様々なジャンルの音楽を奏でる、老若男女が楽しめるイベント
を開催いたします。
問・白河市観光課 ☎0248-22-1111
時間：16：00～21：00（予定）

いわき市

国宝 白水阿弥陀堂

（夜間特別拝観）

問・場所：野口英世記念館 ☎ 0242-65-2319
料金：別途入館料が必要となります。
※「おもてなしデイ」は、5月29日
（日）、6月26日
（日）にも開催されます。

場所：南湖公園

下郷町

4/29㈮・㈷～5/5㈭・㈷

4/29㈮・㈷～30㈯

集落で明治時代から守り続けてきた山桜
（オオヤマザクラなど）の開花日に合わせ
て、
「戸赤のやまざくら祭り」を開催します。
ピンク色に染まる山の麓で「できたて」のそ
ばや餅を食べたり、地元特産品を購入したりと、花も食も楽しめるイ
ベントとなっております。今年は参加型の餅つき大会も開催しますの
で、ぜひこの機会においでください。

夜間の拝観は期間限定で実施します。国宝の白水阿弥陀堂の中で住
職の法話を聞くことができます。お堂の中には黄金に輝く阿弥陀如来
像、その両脇に観世音菩薩と勢至菩薩、手前に持国天と多聞天が安
置されており、いずれも国の重要文化財に指定されています。提灯を
手に境内を散策してみてはいかがですか？
（提灯の数に限りがあります）
問・場所：国宝 白水阿弥陀堂 ☎ 0246-26-7008
時間：19：00～20：00（20：30閉門） 料金：大人500円、小人300円

県南

問・：戸赤むらづくり実行委員会事務局 ☎ 0241-67-2020
場所：下郷町戸赤地区 時間：10：00～16：00

ひがししらかわフラワー＆
ご当地キャラフェスタin矢祭山公園

矢祭山公園は春の桜に始まり、4
月下旬からは紅色のつつじが一
斉に咲き始めます。
また、鮎の吊
り橋、夢想滝など観光スポットが
満載で、四季折々の眺めは最高
です。
「ひがししらかわフラワー＆ご当
地キャラフェスタin矢祭山公園」
では、キビタンをはじめ東白川
郡のご当地キャラやご当地ヒー
ローが会場を盛り上げ、県内外
の方に楽しんでいただきます。

戸赤のやまざくら祭り

須賀川市

5/7㈯～8㈰

すかがわ花めぐりスタンプラリー

4月～6月末まで（各施設の有料開園期間限定）

須賀川牡丹園
割引券を利用してお得に花の見どころを満喫！
須賀川牡丹園、大桑原つつじ園、
日本しゃくなげ・つつじ苑、岩瀬牧場の4
施設にお得に入場できる割引券付きのスタンプラリー。施設入場の際ス
タンプを押してもらい、4施設分集めるとオリジナルグッズをプレゼント。
問：須賀川観光協会 ☎ 0248-88-9144
場所：須賀川牡丹園、大桑原つつじ園、日本しゃくなげ・つつじ苑、岩瀬牧場
パンフレット：須賀川市観光交流課・須賀川観光協会はじめ市内各所に配置しています。

問：県南地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課 ☎ 0248-23-1546
場所：奥久慈県立自然公園矢祭山 時間：10：00～16：00
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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、
松川浦のおいしい海の幸ツウのこの方です！

『福が満開、福のしま。
』

相馬市松川浦観光振興グループ
事務局長

管野 貴拓さん

福島県観光

キャンペーン
2016
20 16

（ホテルみなとや）

私のオススメ！
旬のアサリ
おいしいですよ！

松川浦復興チャレンジグルメ
まつかわうら

DATA

ふっこう

ちゃれんじぐるめ

住所●相馬市尾浜地区・岩子地区（店舗により異なる）
期間●【第12弾 春の食彩祭】4/1（金）～6/30(木)
問い合わせ●0244-38-8808（相馬市松川浦観光振興グループ）
●0244-35-3300（相馬市観光協会）
または相馬市松川浦観光振興グループwebサイトへ
http://matsukawaura.com/

1 お食事処 旭亭 あさりご飯定食

Q.

A.
2 お食事処 たこ八 松川浦御膳 3 斎春商店 斎春おまかせ海鮮ちらし

Q.

A.
4

5

6
1 殻つきのアサリを一個づつ丁寧に手剥きして作る昔ながらの
旬の味。2旬のアサリと青海苔を使用した御膳。3 選び抜かれた
その日の魚を使用。
アサリと青海苔のお椀付き。
4 旬の食材アサ
リの水揚げ風景（写真はイメージ）5 青海苔も今回の旬食材（写
真はイメージ）6 風光明媚な松川浦のパノラマ。

Q.

A.

インタビュー

リレー

※この他、手づくりの湯 栄荘、旅館いさみや、亀屋旅館、ホテル喜
楽荘 お食事処壱㐂（いっき）、ホテルみなとや、民宿扇や、凪茶
寮文字島の参加店舗があります。また、料理の内容は状況によ
り変更になる可能性があります。

佐藤聡子さんの質問です！

松川浦の広さは
どの位ありますか？

松川浦チャレンジグルメとは何ですか？

松川浦は太平洋とつながる内海で、
多彩な海産物の産地
です。
しかし、東日本大震災で福島県産の海産物が使用
出来なくなり松川浦の飲食店や宿泊施設は打撃を受けま
した。
でも、
「魚は獲れないけれどおいしい料理の技術はあ
る！」
と一念発起。
「松川浦チャレンジグルメ」
と銘打ち、
ま
ずは地元産にこだわらず、季節ごとの旬の海産物を使い
各店舗ごとに趣向を凝らした料理の提供を始め、
今年で
5年目、
第12弾を数えるまでになりました。

今回第12弾の内容について教えてください。
今回の旬のお勧め食材は、アサリと青海苔です！ 本来
の旨味と柔らかさを損なわないよう手間暇をかけ手剥
きのアサリを使用するお店（ 1 ）もありますのでぜひご
賞味下さい！ お食事券が当たるお得なスタンプラリー
も実施します。

最後にPRを！
震災から5年、使用できる地元産食材は現在約70種類ま
で回復、松川浦本来の味覚が戻りつつあります。今回の第
12弾は福島県観光キャンペーン2016の特別企画として
4/1～6/30に開催します。海産物のほか、文字島など、
浦ならではの情緒溢れる風景も見どころです。旬の味
覚が味わえる春の松川浦にどうぞお越しください！

Q. 管野貴拓さんの
質問です！

お答え
します！

トマトの原産国は
どこですか？

約6㎢です。
東京ドームに換算すると
約129個分の広さです。

す！
しつもんで
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次回は…

農と食の体験ファーム
「ワンダーファーム」
ツウの方に
インタビューします。

文字島
！

4
3/15
～5/10

あいづみさとまち

会津美里町

笹原川千本桜まつり
日程：4月16日
（土）
場所：郡山市三穂田町
下守屋笹原川親水公園付近
問合せ先：同実行委員会 ☎024-954-2154

すたんぷらりー

桜まつり
（藤田川）
日程：4月16日
（土）
場所：喜久田ふれあいセンター東側駐車場
問合せ先：喜久田公民館 ☎024-959-2205
その他五百淵公園、紅枝垂地蔵ザクラ、
逢瀬公園などの、桜の名所があります。

場所：会津美里町内

ふくぎん春の10大イベント

4月～7月

春爛漫！秋山庄太郎 名作と花見山写真展

にしあいづまち

西会津町

ふくぎんはるのじゅうだいいべんと はるらんまん！ あきやましょうたろうめいさくとはなみやましゃしんてん

「にしあいづ

撮影：秋山庄太郎
Ⓒ秋山庄太郎写真芸術館

問：西会津町商工観光課

4/6～24

問：福島銀行地域貢献室 ☎ 0120-40-2940 場所：福島銀行本店 地下大ホール
時間：9：00～17：00※期間中は土・日・祝もオープンします。

すかがわし

ふくしまし

福島市

いべんと

すたんぷらりー」 すたーと

場所：西会津町内

信夫山公園桜まつり
しのぶやまこうえん

さくらまつり

福島市のシンボルにもなっている
信夫山は、春は花見の名所として知
られ例年大勢の人で賑わいます。信
夫山全体で約2,000本、信夫山公園
内で約300本ある桜は、例年4月中
旬ごろが一番の見頃になります。桜
の開花時期にあわせ花見茶屋や露
店が並び、期間中はライトアップも
実施します。

～長沼の桜街道を訪ねて～

さくら紀行スタンプラリー

～ な が ぬ ま の さ く ら か い ど う を た ず ね て ～ さ く ら き こ う すたんぷらりー

スタンプラリー期間中、
さくらの名所9カ所中5カ所のスタンプを集めた、
先
着1,000名様にプレゼントを差し上げます。
みなさん、
ぜひご参加ください。

問：福島市商業労政課 ☎ 024-525-3720
ライトアップ時間：18：00～23：00
（予定）

【スタンプ設置のさくらの名所】
①古舘のサクラ
②長楽寺のサクラ
③岩崎山史跡公園のサクラ
④護真寺のサクラ ⑤横田陣屋御殿桜
⑥兎内のサクラ
⑦長沼城址のサクラ
⑧永泉寺のサクラ ⑨藤沼湖のサクラ

わくわく

☎ 0241-45-2213

ご来場特典1：写真展にご来場いただいた方の中から抽選で10名様に、秋山庄太郎希少作品集
をプレゼント
をご覧になった方、
「花見山公園」
で写真を撮ってこら
ご来場特典2：「フェルメールとレンブラント展」
れた方、
まちなか周遊「ももりん号」
でご来場の方に花見山ポストカードをプレゼント

須賀川市

「西会津わくわくイベント
スタンプラリー」
スタート

西会津町内で4～7月に行われる
1 7 のイベントを巡るスタンプラ
リーを開催！
対象のイベントは、花関連や山開
き、
ウォーキング、
クラシックカーな
ど多種多彩で規模も大小さまざま
です。地域が主体のイベントばかり
で、それぞれで受ける温かいおも
てなしも魅力。2つ以上のイベント
に参加すると、抽選で総勢60名以
上に町内温泉施設の宿泊券や町の特産品などが当たります。
詳しくは町の
ホームページをご覧ください。

日本を代表する写真家 故 秋山庄太郎氏が、
「福島に桃源郷あり」
と絶賛し
毎年のように訪れた花見山。春満開の花見山を捉えた秋山氏の作品のほ
か、毎年開催されている
「花見山フォトコンテスト」の入賞作品や、ふるさ
と福島の美しい風景作品など、およそ150点を一堂に展示いたします。

4/8～17

郡山さくら物語配布場所
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

問：郡山市観光協会（郡山市観光課内）
☎ 024-924-2621

4/8～5/6

すかがわし

須賀川市

場所：信夫山公園

ながぬまさくらフォトコンテスト
ながぬまさくらふぉとこんてすと

ながぬま自慢のさくらをカメラにおさめて応
募してみませんか？スタンプラリーを実施して
いるさくらの名所9か所の写真が対象です。

（スタンプラリー台紙はスタンプ設置の
さくらの名所にあります。）

桜の名所はスタンプラリーを参照してください。

問：長沼観光物産振興協会 ☎ 0248-67-2111
問：長沼観光物産振興協会 ☎ 0248-67-2111 場所：須賀川市長沼地域桜の名所（9ヶ所） 撮影ポイント：須賀川市長沼地域桜の名所
（9ヶ所）
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郡山さくら物語

ふくしまし

福島市

さくらまつり

開成山桜まつり
日程：4月3日
（日）～4月24日
（日）
場所：開成山公園前国道49号線沿いと
開成山大神宮境内
問合せ先：開成山保勝会 ☎024-932-1521

会津美里町に数多く存在する桜の名所の
中で、特におすすめの桜８箇所を厳選して
ご紹介する
「会津美里町さくら八選」。
さくら八選の紹介チラシを使った「ぐるり
街あるきスタンプラリー」
も開催します。
ご当地グルメやお花見にぴったりのお菓
子を食べ、
スタンプを２つ集めて応募する
と、抽選で素敵な賞品が当たります。
※スタンプは、チラシ掲載店舗で食事また
は商品購入時にのみ押印。

☎ 0242-56-4882

桜まつり

郡山市内各地の
桜情報が満載！

4/1～30

ぐるりまちあるき

こおりやまし

郡山市

郡山市内各地では春の訪れを告げる桜まつりやライトアップが行われる
スポットが多数あります。ポケットサイズでお出かけにも便利な郡山の桜
の名所を紹介する
「郡山さくら物語」
も好評配布中です。桜を楽しみに、春
爛漫の郡山を訪れてみませんか。

会津美里町さくら八選
ぐるり街あるきスタンプラリー
あいづみさとまちさくらはっせん

問：会津美里町観光協会

4月上旬～下旬

4/8～5/8

あ い づ わか ま つ し

会津若松市

鶴ヶ城さくらまつり

鶴ヶ城公園ライトアップ

つるがじょうさくらまつり

日程：4月8日
（金）
～5月8日
（日）
時間：日没～21：30（観桜期終了後は20：30）
東日本最大級の規模で史跡内全体をライトアップし、夜空に浮かび上
がる約1,000本の桜の幻想的な美しさを楽しめます。
會津十楽春の陣（あいづじゅうらくはるのじん）
日程：4月16日
（土）～5月5日
（木）の土・日・祝日 時間：10：00～16：00
蒲生氏郷公が城下に敷いた十楽を再現したイベントです。
あいづっこ！ 春だ！ 神輿だ！ わっしょい！ 子ども会！
日程：4月17日
（日） 時間：10：00～13：00
市内の子ども達によるお神輿約10基が鶴ヶ城本丸を練り歩き、
さくら
の鶴ヶ城に賑わいを添えるイベントです。

鶴ヶ城の桜は、明治41年（1908）会津若松市に陸軍歩兵第65聯隊が設置さ
れたのを記念し植樹されました。約1,000本の桜が花をつける会津随一の桜
の名所で、
ソメイヨシノを中心に多種の桜が春爛漫の会津を彩ります。
桜の開花時期に合わせ、4月8日から5月8日の期間を
「鶴ヶ城さくらまつり」
と
称し、様々なイベントを開催します。

鶴ヶ城さくらまつり大茶会
日程：4月23日
（土）～24日
（日） 時間：10：00～15：00
今年は2日間開催。会津の茶道文化が楽しめます。

問：鶴ヶ城さくらまつり連絡協議会（会津まつり協会）☎ 0242-23-4141 場所：イベントによる（主に鶴ヶ城本丸内）

4/9

ふくしまし

福島市

2016
2016

ふくしま花ウォーク

ふくしま

4/9・10

はなうぉーく

写真家の故秋山庄太郎氏が愛した、福島市の桃源郷と称される花見山を
はじめ、春の薫り漂う福島の景色を楽しむウオーキングイベントです。
【9㎞コース】街なか広場（スタート）～福島警察署前～渡利大橋～花見山
～渡利大橋～福島警察署前～街なか広場（フィニッシュ）

いわきし

いわき市

しだれざくら

さくらまつりと

第18回

ふくしま吾妻荒川花見山ツーデーマーチ

だい18かい

ふくしま

あづま

あらかわ

はなみやま

つーでーまーち

問：近畿日本ツーリスト東北福島支店 ☎ 024-521-1411
時間：スタート7：30～9：30
（各コースによる）
料金：
【事前申し込み】一般：2日参加2,000円、1日のみ参加1,000円
高校生：2日参加1,000円、1日のみ参加500円
【当日申し込み】一般：2日参加2,200円、1日のみ参加1,100円
高校生：2日参加1,100円、1日のみ参加550円※小・中学生は無料

小川諏訪神社 枝垂桜桜祭とライトアップ
おがわすわじんじゃ

ふくしまし

福島市

福島市の花の名所、花見山や荒川河川敷を歩き、満開の桜と残雪の吾妻
連峰の景色を楽しみながら春の福島路を満喫できる、2日間のウォーキン
グイベントです。

問：福島民友新聞社事業局 ☎ 024-523-1334
時間：8：30受付 スタート①9：30 ②10：00 ③10：30
料金：
【事前申し込み 一般：600円、民友ゆうゆう倶楽部会員：500円、
中学生以下：300円 ※当日参加は各200円増し、未就学児は無料
申込み締切日：4/4
（月） http://www.minyu-net.com/event/sports/hana/

4/9・10

他にも大型連休には、会津の伝統芸能、彼岸獅子や太鼓などの公演
があります。存分にお楽しみください。

4/10

ら い とあっぷ

いわきし

いわき市

いわきサンシャイン博
オープニングイベント
いわきさんしゃいんはく

おーぷにんぐいべんと

※イメージ

市制施行50周年を彩る
「いわきサンシャイン博」
の開会を宣言し、
「観る」
「学ぶ」
「交流する」
をテー
マに、楽しい「いわき」
を市内外に発信します。
ステージイベントや飲食ブース、市内各エリアの
PRブースなど、改めていわきの魅力を知っていた
だく機会を提供します。

市指定天然記念物である樹齢500年以上のシダレザクラの開花に合わ
せ、
ライトアップが行われます。階段には竹灯籠が灯り、
夕闇に浮かび上が
る桜は日中とはまた違った美しさが楽しめます。
また、4月9日
（土）
・10日
（日）には、満開となった桜の下で神社庁いわき支
部雅楽会による雅楽の夕べや、山口流・山口華鏡さんによる篠笛演奏、桃
李会による呈茶が催されます。

もとみやし

本宮市

4/16

もとみやし

しらさわ

すかがわし

須賀川市

キャンペーン
2016
20 16

春爛漫 第9回ウォークinすかがわ桜
はるらんまん だい9かい

須賀川アリーナをスタート・ゴール地
点 として 春 の 須 賀 川 を 散 策 す る
「ウォーク in すかがわ桜」。
「ウルトラ桜コース（約6㎞）」
と
「はつ
らつコース
（約10㎞）」の2コースで、健
康に自信のある方であればどなたで
も参加できます。

元気咲かそう！本宮市しらさわ桜まつり
げんきさかそう！

福島県観光

問・いわき市観光事業課 ☎ 0246-22-7477
場所：21世紀の森公園 時間：10：00～16：00

問・場所：小川諏訪神社 ☎ 0246-83-0178
時間：9日・19：00～篠笛の独奏 10日・19：00～雅楽の夕べ
ライトアップ期間：４月上旬～中旬 18：30～21：00

4/16

『福が満開、福のしま。』

さくらまつり

浪江町で震災前まで実施されていた桜まつりと旧白沢村で行われていた
春祭りをあわせて企画した「しらさわ桜まつり」が今年も開催されます。
ステージイベントとして浪江町出身歌手のショーや本宮市・浪江町の両文
化団体による芸能発表が行われます。
また夜には浪江町で開かれていた
「請戸川リバーライン桜まつり」をイ
メージした桜と花火の競演「夜ざくら
花火」が行われます。

問：
（公財）須賀川市スポーツ振興協会
☎ 0248-76-8111
場所：須賀川アリーナ
当日受付時間：8：45～9：10
料金：事前申込み・500円（4月13日（水）
まで）
当日申込み・600円
http://www.sukagawa-sports.or.jp

問：本宮市役所白沢総合支所地域振興課
☎ 0243-44-2113
場所：白沢体育館脇特設ステージ
時間：10：00～20：00

9

うぉーく

いん

すかがわさくら

4/16

あいづばんげまち

会津坂下町

会津坂下馬（さくら）の会 桜まつり
あいづばんげ

さくらのかい

4/17

さくらまつり

大林ふるさとの山
「カタクリ・さくらまつり」

みしままち

三島町

お お ば や し ふ る さ と の や ま 「 か た く り・さ く ら ま つ り 」

4/23・24

☎ 0241-48-5000

いわきし

いわき市

ふぇすてぃばる

2016

問：㈱FSKパブリック☎ 024-533-4711
場所：21世紀の森公園（わんぱくひろば）
時間：23日：7：00～18：00、24日：7：00～12：00

ふるどのまち

古殿町

道の駅「ふるどの」おふくろの駅 7周年感謝祭
み ちの え き「 ふ る ど の 」 お ふ く ろ の え き

7しゅうねん

ゆがわむら

湯川村

勝常寺祭礼共催イベント
しょうじょうじ

さいれい

きょうさい

いべんと

かわまたまち

川俣町

第12回 川俣シャモまつりin四季の里
だい12かい

かわまた

しゃもまつり

いん

しきのさと

川俣町の特産品であり、福島県認証ブ
ランド地鶏でもある
「川俣シャモ」を、
多彩なメニューで存分に味わうことが
できるイベントです。炭火で焼いて皮
がパリッと仕上がった丸焼き、ジュー
シーで程よい歯ごたえの焼き鳥、
とろ
とろの親子丼、
スープが絡むラーメン、
熱々のシャモメンチなど、川俣シャモ
の美味しさを堪能できます。
会場では、毎年大人気のゆで玉子競争やシャモカレー早食い競争、迫力
ある太鼓の演奏や優しいフォルクローレの演奏など、
ステージイベントも
開催します。
また、川俣町のゆるきゃら
「小手姫様」
も優雅に登場しますの
で、ぜひ会場にお越しください。

子供達に復興する自分のまちを見てもらいたい
という趣旨で実施するイベント。大きな熱気球が
空へ上がり、見る人に勇気を与えてくれます。昨
年に引き続きいわき市での開催となります。

4/29

4/28

4/29・30

場所：大林ふるさとの山
（三島町西方）

ばるーん

さくらうぉーく

問・勝常念佛踊り：湯川村教育委員会 ☎ 0241-27-4107
祭礼共催イベント:湯川村ふるさとおこし協議会 ☎ 0241-27-8840
場所：勝常寺境内入り口 時間：10：00～12：00

いわきバルーンフェスティバル2016
いわき

“ まきばのあさのまち”

1,200年の歴史と東北を代表す
る古刹「勝常寺」。その勝常寺
では、毎年4月28日に祭礼が執
り行われます。その後、境内で
は県の重要無形文化財に指定
されている「勝常念佛踊り」が
奉納されます。
その共催イベン
トとして、境内入り口において、
湯川村産品の販売やふるまい
餅が配布されます。
アフターDC期間中は、村の活性化施設「湯川たから館」内にある
「会津湯
川の里」にて、1,000円以上のお買い物をしていただくと、会津湯川米（2
合）のプレゼントがあります。

三島町大林ふるさとの山のカタクリ群生地では、斜面一面に色鮮やかなカ
タクリの薄紫色が広がります。開花時期が合えばオオヤマザクラとの競演
も楽しめ、
また、可憐な姿を見せるキクザキイチゲなども春の訪れを知ら
せてくれます。祭り期間中は、地元のおばあちゃんたちが開くお店で山菜の
天ぷらなど、温かい地元料理が堪能できます。開花状況については、三島
町観光協会HPで随時お知らせする予定です。
問：三島町観光協会

“牧場の朝のまち”さくらウォーク

問：鏡石町観光協会 ☎0248-62-2118
場所：JR鏡石駅スタート・ゴール
時間：9：00
（集合）9：30（スタート）
（JR東日本「駅長オススメ小さな旅」P13詳細）

問：会津坂下町産業課商工観光班
☎ 0242-83-5711
場所：会津坂下町役場東駐車場 時間：18：00～21：00
（予定）

鏡石町

鏡石駅から岩瀬牧場まで、春の“桜”で結ばれた往
復約6㎞のコースを歩きます。岩瀬牧場の樹齢
120年とも言われるソメイヨシノや、鳥見山公園
のしだれ桜を始め、約700本の春の桜を巡ります。

会津坂下馬（さくら）の会による馬肉と地酒
祭り！会津坂下名物の馬肉を様々な料理で
会津坂下町の地酒と共にお楽しみください。
会津坂下町が誇る三酒蔵（曙酒造、豊国酒
造、廣木酒造本店）の地酒も勢ぞろい！

4/16～20

かがみいしまち

か ん し ゃ さい

問：川俣シャモまつり実行委員会事務局（川俣町役場産業課商工交流係内）☎ 024-566-2111
場所：福島市四季の里（福島市荒井字上鷺西1-1）時間：10：00～15：00
（両日とも）

道の駅「ふるどの」おふくろの駅の7
周年感謝祭。地元野菜をふんだん
に使った「古殿みるく鍋」の無料提
供や餅つき大会などが行われます。
町のゆるキャラ
「やぶさめくん」
との
ジャンケン大会も開催。

4/29～5/15

ひらたむら

平田村

2016 ジュピアランドひらた芝桜まつり
2016 じゅぴあらんどひらた

しばざくらまつり

問・場所：道の駅「ふるどの」
おふくろの駅
☎ 0247-53-4070

4/29～5/8

しょうわむら

昭和村

からむし市
からむしいち

道の駅からむし織の里しょうわは、からむ
し工芸博物館・織姫交流館・郷土食伝承館
「苧麻庵」の3施設からなる昭和村の伝統
工芸、文化・歴史、郷土食を知ることができ
る複合施設です。
からむし市では、昭和村の特産からむしの
手績みの糸を使い、昔ながらの地機（じば
た）
を使い丁寧に織られた手織りのからむ
し織が勢揃いし、展示即売されます。

芝桜まつり期間中は1.7haの斜面に約15万株の芝桜が一斉に咲き誇り、
満開時にはピンクや赤の花のじゅうたんを敷き詰めたような光景が広が
ります。たくさんの出店や、休日には様々なイベントも用意されており、
と
ても楽しめる祭りになっています。
さらには、
敷地内に村独自の品種50種類を含む470種類1万3千株が植栽さ
れているアジサイ園、
2万株が植栽されているゆり園がプレオープンします。
問：平田村役場産業課 ☎ 0247-55-3115 場所：ジュピアランドひらた
料金：芝桜まつり期間中は駐車料金（普通車：500円）
をいただきます。

問：道の駅からむし織の里しょうわ からむし工芸博物館 ☎ 0241-58-1677
場所：道の駅からむし織の里しょうわ 織姫交流館 時間：9：00～17：00

10

花めぐり
ふくしま

花の王国ふくしま
キビタンフラワー
スタンプラリー2016

開催中！

いわきし

3月末～4月末

しもごうまち

下郷町

いわきゆもとおんせん

さくらまつり

かしま

JR湯本駅から程近い御幸山公園
には約300本、湯本の街を見渡せ
る小高い山の上にある観音山公
園には約200本のソメイヨシノが
あり、花見提灯が点灯されます。

4/16（予定）

しんりんこうえんの

みずばしょう

かたくり

ふれあい

さくらまつり

まつがおかこうえんの

いわき市

にしあいづまち

問：かしまふれ愛さくら祭り実行委員会
☎0246-29-2250（鹿島公民館）
場所：鹿島ショッピングセンターエブリア
北側駐車場及び矢田川周辺

４月中旬～５月上旬

西会津町

問：いわき市総合観光案内所
☎ 0246-23-0122
場所：松ヶ岡公園

しもごうまち

４月中旬～５月上旬

下郷町

湯野上温泉駅の桜

かんしょうかい

ゆのかみおんせんえきの

そめいよしの

桜やツツジの名所として人気の高
いスポット。
ツツジ園や安藤信正公
の銅像がある
「第一公園」
がこの4月
にリニューアルオープンしました。

ステージイベントやお楽しみ抽選
会、
飲食店のブースが設けられます。

観音沼森林公園の水芭蕉 カタクリ観賞会
かんのん ぬ ま

いわきし

4月上旬

いわき市

いわき湯本温泉さくらまつり かしまふれ愛さくら祭り 松ヶ岡公園のソメイヨシノ

問：いわき湯本温泉さくらまつり実行委員会
☎0246-42-4322
場所：御幸山公園・観音山公園

４月上旬～５月上旬

いわきし

4月上旬

いわき市

しもごうまち

下郷町

桑取火のカタクリ

さくら

くわとびの

かたくり

※開花の時期は町のHPでご確認ください

まだ肌寒い、
観音沼森林公園の一
角に白い花を咲かせます。水芭蕉
は群生しており、
カメラマンの撮影
スポットとしても人気です。

問：下郷町観光協会 ☎ 0241-69-1144
場所：観音沼森林公園
いわきし

４月中旬～５月上旬

いわき市

三和の里 春の味と花めぐり
みわの さ と

はるのあじとはなめぐり

西会津わくわくイベントスタンプラリー対象イベント 8ページ▶

問：小屋自治区 ☎ 0241-49-2253
場所：奥川・小屋地区内
料金：300円
（協力金）

4/23・24

問：三和町ふれあい市場
☎ 0246-97-3566
場所：三和ふれあいマップ掲載店

4/23・24

いわきし

糸桜まつり

いわき市フラワーセンター
スプリングフェスティバル

いとざくら

いわきし

4月下旬～5月上旬

いわき市

いわきの里鬼ヶ城 桜ライトアップ

まつり

いわきのさと

問：会津坂下町観光物産協会 ☎ 0242-83-2111
会津坂下町産業課商工観光班 ☎ 0242-83-5711
場所：会津坂下町杉集落（薬王寺境内）
時間：10：00～15：00

問：いわき市フラワーセンター
☎ 0246-22-5667

あ い づ ば んげ ま ち

あいづばんげまち

会津坂下町

糸桜は会津五桜の一つで420年以上前
に植えられたシダレザクラです。微紅色
の花が流れるように咲くのが特徴です。
薬王寺前にて町観光物産協会による坂
下の物産販売と、おもてなしを行います。

洋らん展や寄せ植えやフラワーボ
トル製作などの体験、
模擬店なども
多数出展します。
高校生フラガール
のフラダンスも披露されます。

会津坂下町

問：下郷町観光協会 ☎0241-69-1144
場所：下郷町桑取火地区

おにがじょう

さくら

らいとあっぷ

す ぷ り ん ぐ ふぇすてぃばる

ふくしま山情報
4/10

約2ha、
11か所にカタクリが群生して
います。
遊歩道も整備されておりハイ
キング気分で花を楽しむことができ
ます。
下向きに紫色の花を咲かせる
カタクリの姿は、
早春をいち早く飾る
花として可憐な雰囲気を漂わせます。

問：下郷町観光案内所
☎ 0241-68-2920
場所：会津鉄道 湯野上温泉駅

いわき市

いわきしふらわーせんたー

三和の里で春の花（下三坂種まき
桜・三坂街道桜並木・上三坂シダレ
グリ自生地・上市萱風抜紅桜・下市萱
新田大山桜など）探勝と
「幟旗」掲示
店舗の味めぐりはいかがでしょう？

全国でもめずらしい茅葺き屋根の
駅。
ホームそばに植えられた桜がレ
トロな駅舎に映えます。
駅の横には
無料の足湯があり、
足湯につかりな
がら桜をながめることができます。

自生するカタクリの観賞会。
地元で
採れたなめこ汁等の振る舞いもあ
ります。

4/30

何種類もの桜が咲き誇るいわきの
里鬼ヶ城、
山間部にあるため4月中
旬～4月下旬に見頃を迎えます。
見
頃に合わせ、
桜ライトアップが行わ
れるほか、
見頃を迎えた桜を鑑賞し
ながら楽しめる
「いわきの里鬼ヶ城
鬼ヶ城さくら祭り」
も催されます。

問：いわきの里鬼ヶ城 ☎ 0246-84-2288

福島県には手軽に登山を楽しめる名山が沢山あります。
心身のリフレッシュに身近にある美しい山々へ出かけてみては？

にしあいづまち

西会津町

5/3

にしあいづまち

西会津町

第12回高寺山山開き

須刈岳山開き

高陽山山開き

会津百名山のひとつで標高402メートル。楽しく登山
できます。当日は会津坂下町の特産品が当たるお楽
しみ抽選会や馬肉汁の無料振る舞い等があります。
また、JR会津坂下駅より無料でバス送迎も行います。

福島百名山のひとつ。標高は438ｍで初心者でも気
軽に登山が楽しめます。山頂からは群岡地区や阿
賀川、飯豊連峰の雄大な姿も見ることができます。

福島百名山のひとつ。
標高は1,126ｍで初心者
から中級者向け。
山頂からは飯豊
（いいで）
連
峰の眺望を間近に見ることができます。

西会津わくわくイベントスタンプラリー対象イベント 8ページ▶

西会津わくわくイベントスタンプラリー対象イベント 8ページ▶

問：会津坂下町教育委員会 ☎ 0242-83-3010
場所：会津坂下町見明集落高寺山（町営スキー場集合）
時間：8：00
（受付開始） 9：00（登山開始）

問：須刈岳山開き有志の会 ☎ 0241-47-2402
場所：上野尻・西光寺集合 料金：500円
（参加料）
時間：8：00
（受付開始） 9：00（登山開始）

問：高陽山へ登ろう隊 ☎ 0241-49-2515
場所：奥川・中ノ沢集会所集合 料金：500円（参加料）
時間：8：00
（受付開始） 9：00（登山開始）

だい12かい

たかてらやま

やまびらき

すがりだけ

やまびらき
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こうようざん

やまびらき

駅からハイキング＆ウォーキングイベント

4月10日
（日）～
6月26日
（日）

東北応援コース

い つ で も

福島県唯一の国宝建造物白水阿弥陀
堂（しらみずあみだどう）
（ 有料）
と情緒
あふれる浄土庭園、そして常磐炭田の
地を巡ります。多様な歴史の面影を残
す街並を歩きながら、紫陽花（6月）の名
所を巡るコースです。

4月5日
（火）～
4月29日
（祝・金） 見頃の花見山ウォーキング

「花も実もあるふくしま」
を代表する
「花見
山公園」
を、福島の風と匂いを感じながら
ゆっくりとお楽しみください。

【受付】
しんごさん饅頭本舗内郷店
【所要時間】
約3時間
（施設での見学時間含む）
【歩行距離】
約8㎞ 【起点駅】常磐線・内郷駅

【受付】福島駅西口2F観光コンベンション協会窓口
【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10㎞
【起点駅】東北新幹線・福島駅

4月5日
（火）～
6月29日
（水）

4月15日
（金）～
4月30日
（土）

天海大僧正ゆかりの地 会津美里町高田を歩く

【受付】
喜多方駅（観光案内所）【所要時間】
約3時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】
約6㎞ 【要予約】ホームページからご予約下さい。
【起点駅】磐越西線・喜多方駅

【受付】会津美里町高田インフォメーションセンター美里蔵
【所要時間】約3時間（施設での見学時間含む）【歩行距離】
約4㎞
【起点駅】磐越西線・会津若松駅

4月15日
（金）～
ウォーキング
5月5日
（祝・木） 【福島交通共同開催】飯坂温泉「花ももの里」

会津若松「駅からまちなか歴史散策ガイド」

ピンク色や白色の桃の花や萌木色に染まった山々を眺め飯坂温泉と温泉
街を春の匂いを感じながら、
ゆっくりお楽しみください。

会津中興の祖、蒲生氏郷が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】
飯坂温泉観光協会 【所要時間】約3時間
（施設での見学時間含む）
【歩行距離】
約4㎞ 【起点駅】福島交通飯坂線・飯坂温泉駅

【受付】会津若松駅観光案内所 【所要時間】
約3時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約4㎞ 【起点駅】磐越西線・会津若松駅

4月5日
（火）～
6月30日
（木）

4月16日
（土）
・
4月17日
（日）

会津仏教文化発祥の地 磐梯町を訪ねる

【受付】
磐城石川駅前
【所要時間】約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】
約10㎞
【要予約】ホームページからご予約下さい。
【起点駅】水郡線・磐城石川駅

【受付】磐梯山慧日寺資料館
【所要時間】約3時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約4㎞【起点駅】磐越西線・磐梯町駅

4月23日
（土）～
5月15日
（日）

【受付】
矢祭ふれあいターミナル 【所要時間】約3時間30分
（施設での見学時間含む）
【歩行距離】
約4㎞ 【起点駅】水郡線・矢祭山駅
※4/25～29、
5/2、6、9～13は実施致しません。

5月1日
（日）～
蔵のまちアートぶらり～
5月4日
（祝・水）「春のプチセレクト展」
と天神様の蔵めぐり
通常秋に開催され、喜多方市内の工房やギャラリーで開かれる作品展「蔵
のまちアートぶらり～」の中から8軒が大和川酒蔵天空回廊に集合し
「春の
プチセレクト展」
として開催されます。
あわせて商家に伝わる会津天神も見
学することができます。

【受付】
トータル・ギフト いかりがわ
【所要時間】
約3時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】
約9㎞
【起点駅】
磐越東線・小川郷駅

【受付】
喜多方駅（観光案内所）【所要時間】
約5時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】
約4㎞ 【起点駅】磐越西線・喜多方駅

【阿武隈急行共同開催】春の伊達路めぐり

5月1日
（日）～
5月29日
（日）

伊達の桜を見ながら歩くコースとなっております。桜以外のお花もお楽し
みいただけます。

【受付】
阿武隈急行梁川駅窓口 【所要時間】
約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】
約9㎞ 【起点駅】阿武隈急行・梁川駅

東北の小京都棚倉 歴史と桜を巡るウォーク

5月3日
（祝・火）
～
5月5日
（祝・木）

棚倉の歴史・文化を訪ね歩き、桜の名所を巡りながら城下町を堪能しませんか。

【受付】
磐城塙駅併設塙町コミュニティプラザ内
【所要時間】
約2時間
（施設での見学時間含む）【歩行距離】
約6㎞
【起点駅】水郡線・磐城塙駅

日本三古泉と日本三大金毘羅宮がある街で春風を感じ歩く

歴史ある温泉街と金刀比羅神社を巡りながら、春の花々といわき湯本温泉
郷を楽しむコース。
ウォーキングの疲れは温泉（有料）
と足湯で癒すことが
出来ます。

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。

【受付】
ワイワイショップ駅前コンビニ 【所要時間】約3時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約5㎞ 【起点駅】常磐線・湯本駅

コースの詳細・お申し込み

つつじ満開の風呂山公園
～新緑のサイクリングロードを歩こう～

塙町の歴史を感じるとともに、真赤に咲くつつじのトンネルと春の花咲く
街並みをご覧ください。

【受付】棚倉城跡（茶室前）【所要時間】約3時間30分
（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約6㎞ 【起点駅】水郡線・磐城棚倉駅（受付まで少し歩きます）

4月10日
（日）～
6月26日
（日）

【阿武隈急行共同開催】
伊達氏のふるさと～文化と名産の街なかウォーク～

梁川城を本拠地とし、多くの寺院が建立されました。伊達氏のふるさととし
て栄えた町、
歴史ある寺社、
名産を堪能してください。

【受付】阿武隈急行保原駅窓口 【所要時間】
約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約10㎞ 【起点駅】阿武隈急行・保原駅

4月9日
（土）～
4月12日
（火）

春の矢祭山を満喫する

100本を超えるソメイヨシノと約5万本のつつじが矢祭山の春を彩り、山の奇岩怪
石、久慈川の清流とともに四季折々の艶やかな景観がお楽しみいただけます。

詩人草野心平の故郷と小川諏訪神社枝垂桜を巡る
風情溢れる無人駅、小川郷駅から、詩人草
野心平が愛した故郷を巡り、春の小川町
の原風景をのんびり堪能するコースです。
樹齢500年以上とも言われる小川諏訪神
社境内の枝垂桜がこの時期に一斉に咲き
誇り、壮大で優雅な姿に魅了されます。

4月8日
（金）～
4月24日
（日）

春を辿るいしかわさんぽへ。陸奥国一之宮といしかわ桜谷めぐり

陸奥国一之宮に数えられる古社「石都々
古和気神社」の歴史に触れ、2,000本の桜
並木が待つ春爛漫の川べりを歩きます。

慧日寺は、平安の初めに南都法相宗の高
僧徳一によって開かれた寺院で、東北地
方では開基の明らかな最古の寺院です。
道の駅ばんだいでは、地元産の新鮮食材
を使用したお食事処や磐梯町の特産品
が買えるおみやげコーナーなどが充実し
ています。

4月8日
（金）～
4月17日
（日）

花のまち喜多方 1,000本のしだれ桜散歩道を歩く

旧日中線跡の3㎞にわたり約1,000本のしだれ桜が植栽されています。途中
には往時を偲ぶSLが展示されています。

岩代国一之宮である伊佐須美神社や日本三大文殊のひとつといわれる文殊
院清龍寺、国宝「一字蓮台法華経」
で知られる龍興寺など見どころ満載です。

4月5日
（火）～
6月30日
（木）

国宝建造物が残る街並みと常磐炭田発祥の地を歩く

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、
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

www.jreast.co.jp/ekihai/
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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。

駅長 オススメの
4月9日
（土）

小さな旅

4月23日
（土）

峰張桜は蚕養国神社の境内にある御
神木で、樹齢900年を数える会津を代
表する桜のひとつです。鶴ヶ城公園で
は約1,000本のソメイヨシノを中心に、
エドヒガン、
シザレザクラ、ヤエザクラ
等が見られます。
【集合】
会津若松駅
【所要時間】
約7時間
【歩行距離】
約12㎞

花香る魅惑の園を歩く（郡山花木団地）

郡山東部にある丘陵地帯に拡がる花
木団地で咲き誇る美しい花々。桃源郷
のような別世界に魅了されます。
【集合】
郡山駅
【所要時間】約4時間45分
【歩行距離】約10㎞

4月9日
（土）

4月23日
（土）

4月24日
（日）

福島の江戸末期から明治時代を探る
堀川ダムと桜並木をめぐるハイキング

4月24日
（日）

堀川ダム湖のマイナスイオンを感じ、公園の美しい桜並木を散策します。
【集合】
新白河駅 【所要時間】約5時間25分 【歩行距離】約6㎞

4月16日
（土）

「馬の背の街」須賀川桜めぐり

4月24日
（日）

春爛漫、春色の「こおり桃源郷」ウォーキング

4月24日（日）～26日（火）

4月29日
（金・祝） 春の高子二十境と伊達・箱崎の獅子舞をめぐる

白河小峰城と城下町しだれ三桜めぐり

江戸中期・熊阪覇陵・台州・盤谷の親子三代が漢詩を詠った高子の奇岩の景勝地を
巡ります。春の桃畑を眺めながら散策します。
【集合】
阿武隈急行高子駅 【所要時間】
約4時間50分 【歩行距離】約6㎞

5月1日
（日）

5月2日
（月）

福島の桜と福島競馬場見学

美と長寿の守り本尊 金川寺・八百比丘尼尊ご開帳と舟運の町塩川

年に一度の八百比丘尼尊ご開帳に合わせ、
珍しい寺宝も拝観できます。
比丘尼となった「千代姫伝説」
をご住職から伺います。
【集合】
塩川駅 【所要時間】
約3時間25分 【歩行距離】約5㎞

阿武隈川河川敷の桜を眺めながら健康ウォーク。
【集合】
福島駅 【所要時間】約5時間20分 【歩行距離】約8㎞

4月19日
（火）

赤べこロードウォークと新鮮野菜のピザ焼き体験

ピザ窯での本格的なピザ焼き体験の後は、圓蔵寺につながる赤べこロードを散策しましょ
う。旅の思い出に赤べこ発祥の地でオリジナル赤べこを作れる絵付け体験はいかがですか。
【集合】
会津柳津駅 【所要時間】
約4時間45分 【歩行距離】約3㎞

“春”の桜めぐり～牧場の朝のまち さくらウォーク～

鏡石駅から岩瀬牧場までの道のりが“桜”で結ばれています。歴史ある岩瀬牧場では
樹齢120年とも言われているソメイヨシノの古木が象徴的です。
【集合】
鏡石駅 【所要時間】約5時間 【歩行距離】約6㎞

4月17日
（日）

みしまの春さんぽ

雪どけの季節。山の芽吹きを肌で感じられ、ゆっくり、たくさん歩きたい方にオススメ
の内容となっています。雄大な只見川に架かる鉄道橋梁は撮影スポットになってお
り、国内外から多くの鉄道ファンが訪れます。
【集合】
会津宮下駅 【所要時間】
約5時間20分 【歩行距離】
約12㎞

約120年の時を経て、平成3年に絵図に基づき忠実に木造で復元された小峰城（三重
櫓）
を見学します。仙台藩主伊達政宗公が寄贈した樹齢約400年の「乙姫桜」
をはじめ
とした桜の銘木も巡ります。
【集合】
白河駅 【所要時間】約2時間20分 【歩行距離】約2.5㎞

4月17日
（日）

土湯温泉「男沼・仁田沼の水芭蕉」ハイキング

土湯の自然を存分に楽しめるハイキング。
ハイキング後は足湯等の温泉で土湯の魅力を体感してください。
【集合】
福島駅 【所要時間】
約7時間5分 【歩行距離】
約12㎞

自然、歴史、
文化の薫り高い街を巡ります。
里山の萌木色と桃の花のコントラストをお
楽しみいただけます。
【集合】
桑折駅 【所要時間】約6時間
【歩行距離】約13㎞

4月17日
（日）

旧越後街道散策と糸桜まつり

会津ころり三観音の立木観音は、満願成就の抱きつき柱で有名です。糸桜まつりが開
催中です。
また、会津坂下町の特産品や境内の薬王寺も特別御開張等が楽しめます。
【集合】
塔寺駅 【所要時間】
約3時間50分 【歩行距離】約3.6㎞

古木や並木といった心に刻みつける須賀川の桜の名所を訪ねます。
ウルトラマンの生みの親円谷英二監督とマラソンランナー円谷幸吉のふるさと須賀
川の街も散策します。
【集合】
須賀川駅 【所要時間】
約5時間5分 【歩行距離】約8㎞

4月16日
（土）

桜満開の美女伝説の地・小野町散策

初開催。数々の桜や隠れた名所をご覧いただけます。
夏井川両岸に植えられた満開の桜を堪能し、
小野町の歴史を感じることができます。
【集合】
小野新町駅 【所要時間】
約2時間55分 【歩行距離】
約6㎞

江戸時代から明治初期にかけての名残を見つけてみませんか。
【集合】
福島駅東口 【所要時間】
約2時間30分 【歩行距離】約4㎞

4月16日
（土）

しのぶやま

信夫山「烏ヶ崎展望デッキ」からのパノラマを楽しむ

吾妻連峰・安達太良連峰の眺望をはじめ、福島の春を感じられるスポットを巡ります。
いくつかの隠れた眺望スポットをご紹介します。
【集合】
福島駅 【所要時間】
約5時間10分 【歩行距離】約6.5㎞

懐かしい街中散策

近代建築が立ち並ぶ中、昔懐かしい昭和の時代を探して歩いてみませんか。
【集合】
福島駅東口 【所要時間】
約2時間 【歩行距離】約4㎞

4月10日
（日）

会津若松・桜の名所満喫

5月7日
（土）

三春町中、歴史を訪ね枝垂れ桜群めぐり

初開催。町中にも数多くの枝垂れ桜がご覧いただけます。お城山への少し急な坂を
登り、地形から三春の歴史を感じ、ボランティアガイドと散策をお楽しみください。
【集合】
三春駅 【所要時間】約4時間 【歩行距離】約6㎞

“俳句と牡丹の街”須賀川散策

290種、約7,000株の大輪牡丹が咲き競う牡丹園内を散策します。松尾芭蕉が逗留し
た須賀川の地での句碑や記念館も巡ります。
【集合】
須賀川駅 【所要時間】
約5時間25分 【歩行距離】約8㎞

王様キビタン賞

今年もどこかに

『 王様キビタン』
の
スタンプが隠れているよ!
ヒントは パンフレット
に 掲載!

「王様キビタン」スタンプ
で
（7個）
全種類

花

くしま

キビタンフラワー
スタンプラリー

2016 年 6月30日㊍まで
王様キビタン

「クリアファイル」
エリアパーフェクト賞

エリア別花のスタンプ
全種類（１８個）で

「ポストカード」

スタンプを集めて必ず貰える

詳しい情報はHPにて公開中! → http://hana-fukushima.jp/

Twitter・Facebook でも最新情報を発信しています。

13

ORIGINAL POST CARD

※写真はイメージです。
デザインは変更になる場合があります。

花の王国ふくしま

