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2016年4月1日～6月30日

今月の

アフター
アフターDC
「
」
D C 情 報 福島県観光キャンペーン 2016開催中！

4

「

土

」福島県観光キャンペーン 2016

2 アフターDCオープニングセレモニー

アフターDC開催の盛大なオープニングイベントが各地で開催されました。

福島駅
アフターＤＣのキックオフとして、ＪＲ福島駅において知事や関係者の皆様と共
にオープニングセレモニーを開催し、３年間にわたるキャンペーンの集大成とな
るアフターＤＣのスタートを宣言しました。
その後、
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」の出発式も行われました。

オープニングアトラクションで披露した「福
が満開ふくしま隊」による演舞の様子。

会津若松駅

郡山駅
セレモニーや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」お出迎え及び出発セレモニー
や「音楽都市」郡山市の学生の皆さんによる合唱や東
日本鉄道文化財団のミニコンサート等を行いました。

セレモニーや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」
「SL福が満開スタート号」
のお出迎えやお見送り、
東
日本鉄道文化財団のミニコンサート等を行いました。

新白河駅
セレモニーやフルーティアふ
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
等を行いました。

湯本駅
セレモニーやラッピング列車のお出迎えや周遊バス
「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を行いました。
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2～ 3
木

金

アフターDC中押し 観光キャラバン

開催
告知！

開催場所：首都圏JR主要駅

現在開催中のアフターDCの更なる誘客を図るため、首
都圏の主要駅での観光キャラバンを実施します。
6/2（木）
は、有楽町・川崎、池袋・立川、千葉方面、6/3
（金）
は横浜・埼玉・山手線方面のJR駅において、県内自
治体、旅館女将やキャンペーンクルーなどの観光関係
者総勢約60名が、観光パンフレットやノベルティを配布
するなどのPRを行います。
お見かけの際は応援よろしく
お願いいたします！

※写真は前回の首都圏
キャラバンの様子

各地のアフターDCおもてなし情報
県南エリア
西郷村

県中エリア 郡山市の
郡山市 花の名所のライブ映像を配信します！

5月、6月の土日実施

雪割橋案内

郡山市観光協会では、市内の花の名所5地点のライブ映像を配

信しています。随時、
ウェブサイトでリアルタイムな開花状況を

ご覧いただけますので、ぜひご活用ください。

配信サイト
郡山市観光協会ウェブサイト
http://www.kanko-koriyama.gr.jp/

【ライブカメラ設置場所】
・紅枝垂地蔵ザクラ
・開成山公園
・藤田川ふれあい桜
・石筵ふれあい牧場
・四季の里緑水苑

ツーリズムガイドと景勝地で楽しもう！
新緑の雪割橋の袂で、観光ガイドが
「雪割橋」の歴史や阿武隈川沿い「西の
郷遊歩道」の写真スポットなど分かり
やすく説明します。

【配信期間】
平成28年5月下旬まで
四季の里緑水苑
（リアルタイムでライブ映像を配信します）
※配信期間後もアーカイブ映像としてお楽しみいただけます。

問：ツーリズムガイドにしごう事務局（西郷村観光協会）☎ 0248-25-5795
場所：雪割橋付近 時間：10：00～14：00 料金：無料

スタ

『

プ押
ン

開成山公園

問：郡山市観光協会（郡山市観光課内） ☎ 024-924-2621

』福島県観光キャンペーン2016特別企画

で
印だけ もOK

2016年11月6日（日）まで
集めたポイントが多いほど賞品ランク&当選確率が上がります。

詳しい情報はHPにて公開中! → http://www.fukushima-sakagura.jp/
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ふくしま酒蔵巡り

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。

私のオススメ！

今月は、
いわきの農業と食の体験ツウのこの方です！

『福が満開、福のしま。
』

トマトスイーツ
ぜひお試しください！

福島県観光

キャンペーン
2016
20 16

株式会社
『ワンダーファーム』
営業推進部

鈴木 真理子さん
農と食の体験ファーム

DATA

『ワンダーファーム』

のうとしょくのたいけんふぁーむ『わんだーふぁーむ』

住所●いわき市四倉町中島字広町1（常磐自動車道四倉ICそば）
定休日●水曜日・年末年始
問い合わせ●0246-38-8851（総合問い合わせ）
0246-38-8853（レストラン問い合わせ・予約（2名~））
※ディナーは金・土・祝前日のみ
ワンダーファームwebサイト http://www.wonder-farm.co.jp/
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Q.

A.
Q.

A.

Q.

インタビュー

リレー

1 森のマルシェではとまとランドいわきの新鮮トマトを直売。
2 生食用トマトにこだわった加工食品も販売。
3 ケーキやソフトクリームなどのトマトスイーツがずらり。
4 森のキッチンでは色々な種類のミニトマトも味わえる。
5 本格的な石窯で焼き立てのピザも人気。
6 自然に囲まれた開放感ある敷地。

A.

管野貴拓さんの質問です！
トマトの原産国は
どこですか？

ワンダーファームはどんなところですか？

カフェ併設直売所やレストラン、
体験ができるガーデン・加
工工場などの施設があり、
食べて、見て、触れて、農業や食
の大切さを感じることができる体験型のファームです。
農業と地域を結び付け、地元を元気にすべく今年２月に
オープンいたしました。

施設の内容について教えてください。
直売所「森のマルシェ」では、とまとランドいわきのトマ
トや地元農家の新鮮農産物、
そして、
加工工場
「森のあぐ
り工房」で生食用のトマトを使用して作られたジュースや
ジャムなどを販売しています。また、直売所カフェでは、
パティシェ特製の各種トマトスイーツをご用意。レストラ
ン「森のキッチン」では、トマトやその日のおいしい地元
食材で調理された約30の日替わりメニューをビュッフェ
スタイルで味わうことができます。
ガーデンや森のあぐり工房では、植樹や収穫体験、工場
見学などをその都度開催しています。

アフターDCでは特別企画に選ばれていますね？

アフターDC期間中は農作業体験や工場見学などのイベ
ントを多数開催。
また、
トマトをはじめ、
いわきのおいしい野
菜が旬を迎え、夏から秋頃には隣接するJRとまとランドい
わきファームで収穫体験も開始予定です。ぜひこの機会
に、
いわきに息づく
〝農〟
を感じにいらっしゃってください！

Q. 鈴木真理子さんの
質問です！

お答え
します！

お弁当の開発にはどれ位の
期間がかかりましたか？

ペルーやエクアドルなどの
南アメリカ大陸アンデス山脈
地帯が原産と言われています。

す！
しつもんで
4

次回は…

「おもてなし女子駅弁」
ツウの方に
インタビューします。
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平成28年

平成29年

やないづまち

4月～3月末

柳津町

十三講詣り記念赤べこ絵付け無料体験
じゅうさんこうまいりきねん

あかべこえつけ

むりょうたいけん

数え年13歳（小学6年生）になると、圓藏寺を参
拝し福と英知を授けていただく
「十三講詣り」
という風習があります。
この十三講詣りで圓藏
寺を訪れた児童に、赤べこ絵付け体験を無料
提供！事前予約が必要です。詳しくは観光物産
館清柳苑まで。
問：観光物産館清柳苑 ☎ 0241-42-2324
場所：観光物産館清柳苑

4/1～12/31

こおりやまし

郡山市

郡山クリームボックス
スタンプラリー2016
こおりやま

くりーむぼっくす

すたんぷらりー

4/19～5/29

すかがわし

須賀川牡丹園発祥250年記念展

須賀川市「牡丹と四季の美

－特別展示 松尾敏男『紅白富貴圖』－」

2016

ご当地パンの「郡山クリームボックス」。
お店ごとに特徴があるクリームボックスを食べ比べなが
らスタンプを集めると、その場で特典がプレゼントされ
るスタンプラリーを開催中！

すかがわぼたんえん はっしょう 250ねんきねんてん
「ぼたんとしきのび ーとくべつてんじ まつおとしお 『こうはくふうきず』ー」

問：郡山クリームボックス楽団 ☎ 024-905-0104
場所：郡山市内パン屋さん（大友パン店、チロル、ガトーナカヤなど市内18店舗）

4月～7月

にしあいづまち

西会津町

「西会津わくわくイベント
スタンプラリー」
スタート
「にしあいづ

わくわく

いべんと

松尾敏男
『紅白富貴圖』
（紙本彩色 屏風 六曲一双）1992年

須賀川市立博物館では、須賀川が最も輝く牡丹の季節にあわせて、牡丹と
四季の美をテーマに企画展を開催します。
須賀川牡丹園の発祥250年を記念し、公益財団法人 水野美術館のご協力
により特別展示する
『紅白富貴圖』は、松尾敏男画伯（日本美術院同人・文
化勲章受章者）が須賀川牡丹園の牡丹をモチーフに制作した大作で、須
賀川市では初公開となります。

す た ん ぷ ら り ー 」 すたーと

西会津町内で7月まで17のイベントを巡る
スタンプラリーを開催しています。
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名様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。
問：西会津町商工観光課

4/28～5/31

☎ 0241-45-2213

すかがわし

須賀川市

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5月6日
（金）
は休館
観覧料：大人200円
（150円）大学・高校生100円
（70円）
（ ）
内は20名以上の団体料金
※中学生以下・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方は無料。

場所：西会津町内

【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）

250年の時を経て絢爛に咲き誇る

日時：5月7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。

国指定名勝 須賀川の牡丹園

250ねんのときをへてけんらんにさきほこる くにしていめいしょう すかがわのぼたんえん

須賀川牡丹園は平成28年に発祥250年を迎えま
した。広大な園内に290種7000株の牡丹が大輪
の花を咲かせます。有料開園期間中は園内にて
各種イベントも開催中です。

4/29～5/5

ふくしまらーめんしょう2016

今年の参加店舗など詳しくはこちらをチェック！
http://www.fct.co.jp/event/ra-men/

4/29～5/5

いわきし

いわき市

国宝白水阿弥陀堂
夜間特別拝観
こくほうしらみずあみだどう

やかんとくべつはいかん

『福が満開、福のしま。
』

福島県観光

【二次交通】
JR須賀川駅～牡丹園間直行バス
「牡丹ライナー」が運行されます。
運行日：5/3～5/15（土日祝のみ運行 往路6便・復路7便）
料金：大人280円
（中学生以上）
・小人140円
（乳幼児無料）

いわきし

ふくしまラーメンショー2016

問：福島中央テレビ事業推進部 ☎ 024-923-3262
場所：開成山公園（自由広場） 時間：10：00～20：00（最終日は17：00まで）

【イベント情報】
5/5
（祝・こどもの日）
ウルトラヒーローが牡丹園にやってくる。
牡丹園内特設会場で、
「M78星雲 光の国」
との姉妹都市提携3周年を記念
したウルトラヒーローショーやイベントを開催します。
5/8
（日）奥州須賀川松明太鼓保存会による松明太鼓披露
4/28（木）～5/22
（日）
フラワーセンター企画展 牡丹の苔玉盆栽、風景展

いわき市

こおりやまし

郡山市

全国各地の有名ご当地ラーメン店が
開成山公園に集結！各店舗自慢の味を
競い合いながら、市民・県民にラーメン
を通じて元気を発信していきます。

問：
（公財）須賀川牡丹園保勝会 ☎ 0248-73-2422
場所：須賀川牡丹園
料金：大人500円
（高校生以上）
小人200円
（小・中学生）
開園時間：8：30～17：00※4月28日のみ9：00開園
駐車場：1,400台（無料）

5/2・3

水野美術館蔵

キャンペーン
2016
2 016

いわき湯本温泉さつきまつり
いわきゆもとおんせん

さつきまつり

温泉神社の例祭に併せて開催されるまつり。2日の宵
祭りでは温泉神社に温泉の恵みを感謝する温泉奉
納、献湯式が行われ、3日の本祭りでは神輿が賑やか
に町内を練り歩きます。

期間限定で夜間の特別拝観を実施します。国宝白水阿弥陀堂の中で住職
の法話を聞くことができます。提灯を手に境内を散策してみてはいかがで
すか？
（提灯の数には限りがあります）
問：国宝白水阿弥陀堂 ☎ 0246-26-7008
場所：国宝白水阿弥陀堂 時間：19:00～20:00（20:30閉門）

問：いわき湯本温泉さつきまつり実行委員会 ☎ 0246-42-4322 場所：温泉神社
時間：5月2日
（月）献湯式18：00～ 5月3日
（火・祝）本祭り14：00～
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5/3・4

いわきし

いわき市

大國魂神社例大祭
おおくにたまじんじゃ

5/3～5

れいたいさい

福島市

5/4

春のスカイランドまつり

三春町

5/4

教育と遊びのイベント

いん

み は る 」 か い さい！！

5月5日こどもの日に、三春町で「こどもまつり
in三春」が開催されます。
さくら遊学舎とまほ
らホールを会場に、
こどもから大人まで、三
春町の魅力を遊んで学べるワークショップ
を多数開催！ また、さくら遊学舎の中庭で
は、三春町の食材を使った料理やご当地グ
ルメの屋台も出店します。
その他、イワナつかみ取り大会や、特設ス
テージでのご当地ヒーローショー、ふくしま
キッズマンのコンサートを行います。さら
に、大好評公開中の「鉄コン筋クリート10周
年展」をこどもの日限定で無料開放します。
ぜひ、
ご家族そろってお越しください。

いわきし

いわき市

5/7・8

県南エリア

あいづまつだいらけ

おはなまつり

四倉鎮守 諏訪神社例大祭
よつくらちんじゅ

すわじんじゃ

れいたいさい

問・四倉諏訪神社 ☎ 0246-32-2485
場所：四倉町内各所 時間：10：00～17：00

5/5

鬼子母神例大祭

みしままち

三島町

きしぼじんれいたいさい

5月5日のこどもの日に、子どもの健やかな成長を
願い、鬼子母神例大祭が開催されます。
西隆寺の境内に出店が並び、13時からは奉納神
楽が披露されます。
岩倉山の頂上からは、眼下に広がる雄大な只見
川や近隣の山々の絶景が楽しめます。多くの方の
お越しをお待ちしております。
問：三島町観光協会 ☎ 0241-48-5000
場所：三島町西方地区 時間：9：00～15：00

問：こどもまつり実行委員会（福島ガイナックス内）☎ 0247-61-6341
場所：三春町（福島さくら遊学舎、
まほらホール） 時間：10：00～17：00
けんなんえりあ

会津松平家 お花まつり

海上安全・大漁満足・家内安全を祈願し、本神輿、
子供神輿合計10数基が町中を渡御し、女神輿
等、他地区では見られない神事が行われます。

「こどもまつり in 三春」開催！！
きょういくとあそびのいべんと 「こどもまつり

あいづわかまつし

会津若松市

問：福問：会津若松観光ビューロー
☎ 0242-23-8000
場所：会津藩主松平家墓所 時間：10：00～

問：福島市観光開発㈱ ☎ 024-591-2989 場所：家族旅行村吾妻高原スカイランド

5/5

はるまつり

会津若松市院内には第二代の保科正経
公から九代松平容保公まで会津松平家
代々の墓所「御廟（ごびょう）」があります。
この御廟の拝殿で毎年5月4日、松平家の
当主が祭主となって、歴代藩主の御霊を
奉る
「お花まつり」が開催されます。

は る の すか い ら ん ど ま つ り

ゴールデンウィークに合わせた「春のスカイ
ランドまつり」は、毎年5月4日に開催され、青
空に子供たちの歓声が響き渡ります。
山形県東根市直送のニジマスつかみどりや
県内のB級グルメの逸品を集めた屋台グルメ
まつりなども同時開催され、
ご家族そろって
大自然の中で1日お楽しみいただけます。

みはるまち

しきのさと

問・場所：四季の里 ☎ 024-593-0101 時間：10：00～16：00（最終日は15：00まで）

問・場所：大國魂神社 ☎ 0246-34-0092
時間：5月3日
（火・祝）例祭：15：00～ 宵祭：18：00～
5月4日
（水・祝）渡御祭 8：00～

5/4

四季の里春まつり

空いっぱいのこいのぼり数当てクイズ、
ステー
ジショー、
ゲーム大会などを実施するほか、5月4
日（水・祝）にはAKB48チーム8福島県代表・舞
木香純（モウギカスミ）
さんのトークショーも行
われます。四季折々の景観や伝統工芸、農産物
が楽しめる四季の里に、是非初夏の風を感じに
足をお運びください。

いわき市平菅波の大國魂神社（おおくに
たまじんじゃ）に伝わる出雲流神楽（かぐ
ら）
で、一般には大和舞（やまとまい）
と呼
ばれています。
3日の宵祭りでは大和舞・稚児舞（ちごま
い）が随時奉納され、4日は神輿が町内を
練り歩きます。

ふくしまし

ふくしまし

福島市

5/5

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

いなわしろまち

猪苗代町

ゲレンデ逆走マラソン＜ゴンドラリフト乗車券付＞
山頂がゴール！お花見＆猪苗代湖一望レース

げれんでぎゃくそうまらそん さんちょうがごーる おはなみ あんど いなわしろこ いちぼうれーす

桜の季節を迎えるゴールデンウィークの猪苗代。
初戦は、ひたすら山頂ゴールを目指す逆走唯一
の頂上ゴール。
そこには、猪苗代湖を見下ろす抜
群の景観が待っています。帰りは、絶景のパノラ
マを楽しみながらゴンドラリフトがご利用できます。

ひがししらかわふらわー あんど ごとうちきゃらふぇすた いん やまつりやまこうえん

矢祭山公園は春の桜に始まり、4月下旬からは色
鮮やかな5万株のつつじが一斉に咲き始めます。
福島県観光
キャンペーン
また、久慈川の清流に架かる朱塗りの「鮎の吊り
橋」、福島の名水三十選の一つ「夢想滝」など観光
2016
2 01 6
スポットが満載です。
「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、ふくし
まから はじめよう。
キビタンをはじめ、各地のご当
地キャラ・ご当地ヒーローが会場を盛り上げ、おいしい特産品の販売な
ど、県内外の方に楽しんでいただきます。
『福が満開、福のしま。』

問：GAMBARUZO!ふくしま実行委員会 ☎ 0242-67-4110
場所：グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場 時間：
（受付8：30～）10:00～13：30

5/14・15

にしあいづまち

西会津町

会津街道探索ウォーク
あいづかいどう

たんさくうぉーく

会津五街道の一つ「旧会津（越後）街道」。新潟県新発田市から会津若松市
までの約108㎞を全5回（各1泊2日）
シリーズで踏破するウォーキングイベ
ントの第1回目です。

【第1回目】5/14～15
【第2回目】6/11～12
【第3回目】7/2～3
【第4回目】9/10～11
【第5回目】10/1～2

新発田市～阿賀町
阿賀町
阿賀町～西会津町
西会津町～会津坂下町
会津坂下町～会津若松市

問：にしあいづ観光交流協会
☎ 0241-45-2213
場所：新潟県新発田市～会津若松市

※昨年の様子
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：矢祭山公園（福島県東白川郡矢祭町） 時間：10：00～16：00
（両日とも）

西会津わくわくイベントスタンプラリー対象イベント 5ページ▶
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5/14・15

すかがわし

須賀川市

第28回
だい28かい

すかがわ国際短編映画祭

すかがわ

こくさい

5/15

た ん ぺ ん え い が さい

いわきし

いわき市

ら・ら・ミュウ市
ら・ら・みゅうい ち

海と魚のフードテーマパーク
『いわ
き・ら・ら・ミュウ』
では、毎月第3日曜
日に赤字覚悟の大判振る舞い!!「ら・
ら・ミュウ市」
を開催しています。
新鮮なお魚・お店の自慢の逸品・お
買得品が目白押しです。

「世界一小さな映画祭」
をキャッチフレーズに、
国内外のア
ニメやドキュメンタリーなどの短編映画29本を2日間にわ
たり上映します。
ゲストによるトークも会場を盛り上げます。
問：すかがわ国際短編映画祭実行委員会事務局
☎ 0248-88-9172
場所：須賀川市文化センター大ホール
料金：<前売り券>1日券：大人600円・2日券1,000円
<当日券>1日券：大人800円・2日券1,200円
※高校生以下は無料 http://sisff.littlestar.jp

5/15

こおりやまし

郡山市

問・場所：いわき・ら・ら・ミュウ ☎ 0246-92-3701

5/21

磐梯熱海温泉 ケヤキまつり
ばんだいあたみおんせん

にしあいづまち

西会津町

時間：9：00～17：00

心と身体の健康ウォーク in 大山
こころとからだのけんこううぉーく

いん

おおやま

けやきまつり

新緑の季節、
樹齢300年以上のケヤキが群生するケヤキ
の森散策路と温泉街をウォーキング。
その他、
ケヤキの森
でのミニコンサートなどのイベントも開催されます。
問：ケヤキまつり実行委員会
（磐梯熱海温泉観光協会） ☎024-984-2625
場所：ケヤキの森散策路、磐梯熱海温泉街など
集合場所：郡山ユラックス熱海 第二駐車場
時間：10：20～14：00 参加費：無料

5/21

ばんだいまち

磐梯町

町民ふれあいイベント
ちょうみん

ふれあい

大山祇（おおやまずみ）神社御本社までの約4㎞の参道ウォークイベント。
樹齢400年以上の杉並木や2つの滝や、道祖神などがあり、静寂に包まれ
た癒しのウォーキングコースとして人気です。温泉入浴券や記念缶バッジ
がもらえる他、
そばや餅、豚汁などの振舞いもあります。

いべんと

芝桜が咲き誇る駅前広場において、来場者のふれ
あいイベントを実施するとともに、磐梯町駅を利
用するDC特別列車等に対して来場者全員で手を
振り、歓迎します。来場者や特別列車の乗客に対し
て、会津磐梯ブランド認定商品である「磐梯山こ
ろっけ」
を振る舞います
（先着100名様）。

問：中野区むらおこし実行委員会 ☎ 080-6042-5462
場所：西会津町野沢大久保（大山祇神社）
西会 津わくわくイベントスタンプラリー対象イベント 5ページ▶

問：磐梯町イベント実行委員会（磐梯町商工観光課内） ☎0242-74-1214
場所：JR磐梯町駅東口広場 時間：15：00～18：30

5/28

ばんだいまち

磐梯町

5/21・22

えにちじあとこんどう

ご当地キャラ
こども夢フェスタinしらかわ2016
ごとうちきゃら

史跡慧日寺跡金堂【春の雅楽】
し せき

しらかわし

白河市

『福が満開、福のしま。』

はるのががく

福島県観光

国指定史跡「慧日寺」の金堂において、世
界最古のオーケストラと称される雅楽の
演奏会を開催。それぞれの楽器の種類や
音色の説明を交えながら数曲を披露いた
します。金堂に鳴り響く平安の調べをご体
感ください。

キャンペーン
2016
2016

こども

ゆめふぇすた

いん

しらかわ

問：磐梯山慧日寺資料館 ☎0242-73-3000
場所：史跡慧日寺跡金堂 時間：14：00
（開場）15：00（開演）
観覧料：大人500円・高校生400円・小中学生300円

5/28・29

いわきし

いわき市

第7回ジャパンフラガールフェスティバル
だい7かい

じゃぱんふらがーる

ふぇすてぃばる

※昨年の様子

フラガールが生まれた街“いわき市”に日本
全国のフラ愛好家が集結。
フラガール誕生
の聖地・スパリゾートハワイアンズで日頃の
成果を披露します。

問：白河市産業部観光課 ☎ 0248-22-1111
場所：ＪＲ白河駅前イベント広場、小峰通り 時間：9：00～15：30

5/29

問：ジャパンフラガールフェスティバル事務局
☎ 0246-44-2816
場所：スパリゾートハワイアンズ

5/29

あいづみさとまち

会津美里町

ほのおのさと

むかいはぐろやまじょうあと

鏡石町

豊作祈願 田植え祭り
ほうさくきがん

たうえまつり

色の異なる稲を絵の具の代わりに、田んぼを1
枚のキャンバスに見立てて絵を描く
『田んぼ
アート』。鏡石町図書館の4階から眺め、
「窓から
眺める絵本～もう一つの図書館～」
をコンセプ
トに事業を展開（5年目）
しています。今年の
テーマは「かぐや姫」。稲文字は「またね～ DC！」
のメッセージ。全６色の稲のうち、緑色には「天
のつぶ」
（福島県オリジナル水稲米）を使用しま
す。田植えにぜひご参加ください。

第15回 炎の郷・向羽黒山城跡 ふれあい茶会
だい15かい

かがみいしまち

ふ れあいちゃかい

全国屈指の山城跡である
「向羽黒山城跡」を中心
に開かれるお茶会です。当日は山城の各所に御茶
席が設けられ、無料の巡回バスが御茶席までご案
内します。中でも
「お茶屋場」
と呼ばれる場所に設
けられる御茶席からは、会津盆地を見渡すことが
でき、爽やかな初夏の風を感じながらお茶を楽し
むことができます。
また、
直径およそ30cmの大きな
抹茶碗で楽しむ
「大茶盛」
も人気を集めています。

問：かがみいし田んぼアート実行委員会 ☎ 0248-62-2118
集合場所：
（集合）鏡石町図書館
（実施）図書館北側水田（JR東北本線鏡石駅東側）
※JR東日本「駅長おすすめ小さな旅」
タイアップ事業
田植えイベント参加～鳥見山公園～岩瀬牧場 ※往復

問：会津美里町観光協会 ☎ 0242-56-4882 場所：向羽黒山城跡 他 料金：1席300円

7

2016

ふくしまの魅力や元気、復興へ向けチャレンジ
を続けるふくしまの今を全国に発信することを
目的に開催。
キビタンやしらかわんをはじめ、全
国のご当地キャラクターが集結する東北最大級
のイベント。個性溢れるキャラクターによるパ
レードは必見です。

5/29

にしあいづまち

西会津町

第11回西会津フォルクスワーゲン大集合in野澤宿
だい11かい

にしあいづ

ふぉるくすわーげん

だいしゅうごう

いん

5/29

のざわじゅく

こおりやまし

郡山市

高柴デコ祭り
たかしばでこまつり

郡山市西田町にある高柴デコ屋敷は、三春駒と三春張り子人形の発祥地
です。
デコ屋敷の「でこ」
とは人形のことを言い表します。
高柴デコ祭りでは、張り子の面のひょっとこや七福神が楽しい踊りを披露
し、飛び入りでひょっとこ踊りに参加できます。
西田こまち太鼓の勇壮な演奏も見所です。

世界の名車フォルクスワーゲン
（ビートル）約100
台が勢ぞろいします。旧越後街道の宿場の面影
が残る野澤宿を会場に、
レトロな雰囲気の中で
開催される屈指のクラシックカーイベントです。
フリーマーケットやミニカー抽選会などのミニイ
ベントのほか、
グルメコーナーもあり、車好きで
ない方も1日中楽しめるイベントです。

実施：高柴デコ祭り実行委員会
問：高柴デコ屋敷観光協会 ☎ 080-2817-1505
場所：高柴デコ屋敷 大黒屋駐車場 時間：12：00～
祭りの日程など詳しくはこちらをチェック！
http://www.gurutto-koriyama.com/detail/index_203.html

問：㈱西会津町振興公社 ☎ 0241-45-2025
場所：西会津町野沢中央通り 西会津わくわくイベントスタンプラリー対象イベント 5ページ▶

ふくしま山情報

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？

5/8

やないづまち

柳津町

飯谷山山開き
いいたにさん

やまびらき

5/15

やないづまち

柳津町

博士山山開き
はかせやま

やまびらき

5/22

いなわしろまち

猪苗代町

磐梯山山開き
ばんだいさん

やまびらき

標高783ｍの初級者～中級者向けの山です。
コース上からは時折眺望が開け、柳津町内を
見下ろすことができ、山頂では樹木の間から
磐梯山や飯豊連峰を眺めることができます。

標高1,482ｍ、柳津町の最高峰である博士山
はブナの森を抱える深い樹林とシャクナゲ
の群落を経て尾根に登ります。山頂からは、
会津の名山のすばらしい展望が得られます。

日本百名山の一つである磐梯山の山開きが
行われます。また、猪苗代登山口では午前7時
から安全祈願祭が開催されます。
※荒天により中止となる場合があります。実
施・中止とも午前6時30分頃にラジオ福島で
お知らせします。

問：柳津町B&G海洋センター ☎ 0241-42-2246
場所：飯谷山登山口 時間：8：00

問：柳津町B&G海洋センター ☎ 0241-42-2246
場所：博士山麓登山口 時間：8：00

問：猪苗代町商工観光課 ☎ 0242-62-2117
場所：各登山口 時間：7：30

5/28

しょうわむら

昭和村

御前ヶ岳登山
ごぜんがだけ

5/29

とざん

高倉宮以仁王と紅梅御前の伝説
が 残 る 御 前 ヶ 岳（ ご ぜ ん が た
け）。標高1,233ｍの山で、山頂ま
で約2.5㎞、往復3時間の道のりで
中級者向けの山です。
当日は先着200名様に記念バッ
ジが配布されるほか、振る舞い
が行われます。

赤面山山開き
あかづらやま

やまびらき

那須連峰の一番東側にある
「赤面山」
は標
高1,701ｍ。
一帯はブナやダケカンバの原
生林や、
ドウダンツツジやシャクナゲなど
数多くの高山植物を見ることができます。
当日は、
「 安全祈願祭」や先着600名に記
念バッチ贈呈。
山頂では、
西郷村の特産品
などが当たる抽選会があります。

問：昭和村観光協会 ☎ 0241-57-3700
場所：昭和村大芦（畑小屋登山口）時間：7：00
（受付開始）8：00（出発式・登山開始）

5/29

にしごうむら

西郷村

にしあいづまち

西会津町

鏡山山開き
かがみやま

5/29

や ま びらき

しもごうまち

下郷町

第49回
だい49かい

小野岳山開き

おのだけ

やまびらき

先着200名様に記念バッチをプレゼン
ト！山頂では、湯野上温泉や大内宿の
宿泊券などが当たる抽選会を開催。
下
山口の小野観音堂では、地元のお母
さんたちがお菓子や漬物をもって温
かく出迎えてくれます。湯野上温泉駅
から大内登山口までは、無料シャトル
バスでの送迎があります。

西会津の名峰「鏡山」。
うつく
しま 百 名 山 の 一 つ で 標 高
1,339mの中級者向けの山で
す。山頂は、残雪に輝く飯豊連
峰が指呼に迫る一級の展望
台でまさに感動の世界です。
問：西会津山の会 ☎ 0241-47-2752 場所：西会津町奥川弥生地区
料金：500円
（参加費） 時間：6：30（受付開始） 7：00（登山開始）
西会 津わくわくイベントスタンプラリー対象イベント

問：西郷村観光協会 ☎ 0248-25-5795
場所：赤面山（旧白河高原スキー場跡地）
時間：7：30
（受付開始）受付終了後登山開始

問：下郷町役場産業課商工観光係 ☎ 0241-69-1144
場所：下郷町・小野岳 大内登山口（受付） 時間：7：00（受付開始）～15：00

5ページ▶
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4/29～5/15

2016 ジュピアランドひらた芝桜まつり
201 6 じ ゅ ぴ あ ら ん ど ひ ら た

し ばざ く ら ま つ り

芝 桜 の 開 花 時 期 に合わ
せ、今年も
「2016ジュピア
ランドひらた芝桜まつり」
を開催しています。ピンク
や赤、白に彩られる芝桜
は、皆さまを魅了します！
毎年恒例のルー大柴さん
に加え、日本エレキテル
連合の2人も芝桜まつりに参加されます！様々
なイベントや、平田村の特産品を多数用意し、
みなさまをおもてなしします！
問：芝桜まつり実行委員会 ☎ 0247-55-3115
場所：ジュピアランドひらた 時間：8：30～17：00
料金：芝桜まつり期間中は駐車料金あり
（普通車：500円）

5/5～22

花めぐりふくしま

ひらたむら

平田村

ふ く し まし

福島市

5月上旬

いわきし

いわき市

問：高蔵寺 ☎ 0246-63-3030
場所：いわき市高倉町鶴巻50

5/3

くまがいそうのさとまつり

いわきし

いわき市

こうぞうじのしゃが

磐城三十三観音霊場の六番札所。県重要文化財
に指定されている三重塔につづく道に咲く約50
万株のシャガは圧巻。5月8日（日）開催のアフ
ターDC復興応援ツアーに組み込まれています。

第13回クマガイソウの里まつり
だい13かい

高蔵寺のシャガ 5月上旬

ふるどのまち

古殿町

問：綱木クマガイ草を守る会事務局（平子忠徳）
☎ 0246-89-3404（開園時）☎ 0246-89-2437（朝・夕）
料金：保護協力金として300円※路上駐車不可 駐車場あり（15台）

越代のサクラ祭り
こしだいのさくらまつり

い な わ し ろま ち

天鏡閣ガーデン桜遊会
てんきょうかく

がーでん

5/4

おうゆうかい

しょうわむら

昭和村

博士山水芭蕉まつり
はかせやま

みずばしょうまつり

天 鏡 閣 ガ イド 付 見 学
会、天鏡閣サロンコン
サートを開催します。
庭 園で は 工 作 体 験を
開催するほか、限定で
天 鏡 閣ガ ーデン お 抹
茶セットを販売します。
（別途入館料が必要で
す。）

国道401号博士峠の麓に広が
る白樺林に、数万株の水芭蕉
が群生しています。
遊歩道が整備されおり、散策し
ながら可憐な水芭蕉を間近に
見ることができます。当日は地
元郷土食の出店やステージイ
ベントも開催されます。
問：昭和村観光協会
☎ 0241-57-3700
場所：昭和村小野川
水芭蕉としらかばの杜
時間：9：30～15：00

問：天鏡閣 ☎ 0242-65-2811 場所：天鏡閣 時間：10：00～15：30
http://www.tif.ne.jp/soumu/tenkyokaku.htm

5/5

いなわしろまち

猪苗代町

林野庁「森の巨人たち
百選」、県の天然記念
物にも指定されている
越代のサクラのもとで
行われるお祭りです。
地 元 の 地 域 おこし団
体が主催で、
奥州古殿
流鏑馬太鼓の演奏や
歌謡ショー、露店の出
店が行われます。
問：古殿町産業振興課
☎ 0247-53-4620
場所：越代のサクラ公園

問：松川町観光協会 ☎ 024-567-2111 場所：福島市松川町水原地内
料金：300円
（保護活動協力金） http://ameblo.jp/kumagaisou-mizuhara/

猪苗代町

たびとまちのくまがいそう

いわき市田人町に、日本最大級の約3万株のクマガイ草
群生地があります。個人宅で約10年かけて育てられ、一
昨年にはクマガイ草を守る会が発足。ぜひ山奥に咲く見
事なクマガイ草をご覧になってみてはいかがでしょうか。

国・福島県で絶滅危惧種
に指定されているクマガ
イソウ。約15,000株の群生
地を保護する活動の一環
としてクマガイソウ開花期
に里まつりを開催します。
期間中は特産品の販売や
地元手打ち「藤八そば」の
販売も行われます。
（藤八そばは5月14日～）

5/3～5

田人町のクマガイソウ

おかめの会さくらまつり
おかめのかい

5月中旬～下旬

さくらまつり

ふくしまし

福島市

梨園のローズガーデン
なしえんの

ろーずがーでん

猪苗代町の元気なお
宿 の 女 将さん ４ 人で
作 ら れ た「 お か め の
会 」に よ る こ づ ゆ の
振 舞 い などが 行 わ れ
ます。

「梨園のローズロード」と名付
け 、梨 畑 沿 い 5 0 0 ｍ に わたり
テーマ別に600種類以上1,000
株以上のバラが咲き誇ります。
園内ではテーブルセットが用意
され、ゆっくりと散策できます。

問：猪苗代観光協会
☎ 0242-62-2048
場所：猪苗代町町営牧場
時間：11：00～16：00

問：福島市観光案内所
☎ 024-531-6428
場所：佐藤梨園（福島市下野寺）
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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 小さな旅

東北応援コース

い つ で も

4月5日
（火）～
6月29日
（水）

5月1日
（日）

天海大僧正ゆかりの地 会津美里町高田を歩く

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。

【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5日
（火）～
6月30日
（木）

5月2日
（月）

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。

5月7日
（土）

【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

5月14日
（土）

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。

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

5月14日
（土）

【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

5月21日
（土）

国宝建造物が残る街並みと常磐炭田発祥の地を歩く

5月21日
（土）

5月28日
（土）

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

城下町白河の歴史と新緑を楽しむ

赤瓦の屋根とステンドグラスが特徴的なJR白河駅から出発し、白河小峰城をはじめ
史跡・名所を巡ります。
【集合】
白河駅 【所要時間】約4時間20分 【歩行距離】約4㎞

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。

【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

5月28日
（土）

新緑のケヤキの森と磐梯熱海温泉街のスプリングウォーク

新緑のケヤキと森と温泉街を散策した後は足湯と温泉で疲れを癒します。
【集合】
磐梯熱海駅 【所要時間】
約4時間 【歩行距離】約6㎞

春の矢祭山を満喫する

5月28日
（土）

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。

華やかな時代をめぐる裡町散歩

江戸時代には奥州街道沿いに
「旅籠」が立ち並び「娯楽の街」
でした。昭和初期まで華
やかだった街並みを巡ります。
【集合】
福島駅 【所要時間】
約2時間30分 【歩行距離】約4㎞

【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

5月29日
（日）

“豊年祈願”田植え祭り ～2016田んぼアート～

鏡石駅東口徒歩1分の水田をキャンパスに“田んぼアート”を手掛けます。絵柄に合わ
せた色とりどりの苗を植え付けます。
【集合】
鏡石駅 【所要時間】
約5時間 【歩行距離】
約6㎞

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。

6月5日
（日）

【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

安積発展の礎「安積疎水近代化産業遺産ウォーク」

沼上水力発電所は県内で二番目に作られた貴重な建物で、
日本初の高圧で郡山市内
まで送電した施設です。新緑が美しい林道の中もウォーキングします。
【集合】
中山宿駅 【所要時間】
約4時間 【歩行距離】約9㎞

【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。

6月5日
（日）

幕末期の福島の歴史を感じながら痕跡地を訪ねて歩く

幕末に暗殺された世良修蔵に関わる痕跡地を巡り、当時の人々に思いを馳せてみま
せんか？
【集合】
福島駅 【所要時間】
約2時間30分 【歩行距離】約4㎞

【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

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～

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。

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】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

コースの詳細・お申し込み

土湯の「つつじ山公園・女沼」をハイキング

つつじの花や芽吹き始めた緑の山々の色とりどりの景観をお楽しみいただけます。
【集合】
福島駅 【所要時間】
約7時間5分 【歩行距離】
約12㎞

【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

5月3日
（祝・火）
～
5月5日
（祝・木）

郡山が生んだ偉人達の足跡と安積発展の歴史を訪ねて

郡山が生んだ偉人「安積艮斎」や「朝河貫一」等の足跡をたどり、安積発展歴史に触れ
ます。
道中に郡山市民のソウルフード
「クリームボックス」
に舌鼓。
【集合】
郡山駅 【所要時間】
約4時間25分 【歩行距離】約8㎞

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。

5月1日
（日）～
5月29日
（日）

国見町 阿津賀志山と「大藤」を楽しむ

旧街道に古来の息吹が宿る義経ゆかりの地、国見町。見事に咲いた藤の花をご堪能
ください。
【集合】
藤田駅 【所要時間】
約6時間40分 【歩行距離】約16㎞

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。

4月23日
（土）～
5月15日
（日）

戦国時代の合戦場に思いを馳せて「花と歴史の郷」散策

国の登録有形文化財である
「蛇の鼻（じゃのはな）御殿」
を見学します。1585年常陸の
佐竹氏・会津の蘆名（あしな）氏等の連合軍と伊達政宗軍との合戦地「人取橋合戦場
跡」
を訪ねます。
【集合】
本宮駅 【所要時間】
約5時間50分 【歩行距離】約10㎞

【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10日
（日）～
6月26日
（日）

“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㎞

会津仏教文化発祥の地 磐梯町を訪ねる

4月10日
（日）～
6月26日
（日）

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㎞

会津若松「駅からまちなか歴史散策ガイド」

4月5日
（火）～
6月30日
（木）

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㎞

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。

