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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！
開催告知！

6

2～ 3
木

金

アフターDC中押し 観光キャラバン
開催場所：
首都圏JR主要駅

現在開催しているアフターDC期間中の更
なる誘客を図るため、首都圏のJR主要駅で
の観光キャラバンを実施します。
このキャラ
バンでは、県内自治体、旅館の女将やキャン
ペーンクルーなどの観光関係者総勢約100
名が、観光パンフレットやノベルティを配布し ※写真は前回の首都圏キャラバンの様子
て、本県の観光PRを行います。
お見かけの 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
際は応援よろしくお願いいたします！
様々な情報をお届けします！

開催告知！
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「

6/2木

有楽町
恵比寿
川崎
池袋
中野

立川
柏
船橋
市川

6/3金

横浜
町田
八王子
浦和
大宮

川越
錦糸町
新橋
秋葉原
北千住

福島県観光キャンペーン 2016
」

アフターDCクロージングイベント
25・ 26 アフターDCの締め括り
となるクロージングイベントが各地で開催されます。
土

日

４月1日から開催してまいりましたふくしまアフターDCは、6月30日をもって閉幕いたします。閉幕にあたって最終の週末となる6月25
日
（土）、26日
（日）には県内主要駅でクロージングイベント等が開催されます。期間中の来県への感謝をお伝えするとともに、再び本
県を訪れていただけるよう、各地の魅力をPR致します。

会津若松駅
25土・26日

福島駅
25土・26日

日程：6/25土・26日（セレモニーは26日のみ）
場所：JR会津若松駅前タクシープール

日程：6/25土・26日
場所：JR福島駅東口駅前広場

郷土芸能、ご当地アイドル出演のステージイベントや、
「 会津若松駅前物産市」
（１０時～１６時：両日）、
「会津の地酒酔いまつり」
（１６時～１９時：25日のみ）を開催

ステージイベント、
ブースの出展

郡山駅
25土・26日
日程：6/25土・26日

場所：ＪＲ郡山駅

ステーションコンサートの開催など

新白河駅
26日
日程：6/26日

湯本駅
26日

場所：JR新白河駅

大信こだま太鼓・幼稚園児による合唱等のステージや、県南地方
の特産品を振舞い、駅利用者におもてなしをするイベントを開催

日程：6/26日

場所：ＪＲ湯本駅

フラダンスの披露や、駅構内でのお出迎え、
お見送りなど

※写真は前回のクロージングイベントの様子
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6

木

30 「

」福島県観光キャンペーン 2016

アフターDC
クロージングセレモニー

アフターDCとして開催している
「福が満開、福のしま。」福島県観光キャンペーン2016
が6月末で閉幕することから、
その最終日となる6月30日に県内観光関係者及びJR関
係者を集めて、
アフターDCの閉幕式を行うとともに、一昨年のプレDC及び昨年のDC
を含む3ヶ年を振り返るセレモニーを行います。

場所：福島テルサ
時間：10：30～11：30

※写真は昨年のファイナルセレモニーの様子

各地のアフターDCおもてなし情報
会津エリア
会津若松市

11/30水まで

まちなかライトアップ＆まちなか周遊バス夜間運行

「福島県観光キャンペーン2016」に合わせ、4月からライトアップ
がはじまっています。
期間中、会津若松市内の鶴ケ城や酒蔵など歴史的な建物がライ
トアップされます。夜の城下町の散策をお楽しみ下さい。
また、
まちなか周遊バスの夜間運行も実施されています。
問：会津若松市観光課 ☎ 0242-39-1251
【まちなか周遊バス夜間運行に関するお問合先】
会津乗合自動車株式会社 若松営業所
0242-22-5555（6：00～21：00）
場所：会津若松市内各所
時間：
（まちなかライトアップ）
日没～21：00
※参加施設により点灯期間が異なります

会津若松観光ナビ▶http://www.aizukanko.com/

県中エリア 萩姫まつり５０周年記念
7/31日
郡山市 「萩姫が歩いた道程をゆく」ゴール（予定）

県中エリア 祝！日本遺産認定
郡山市 開成館特別展示開催中

熱海町商工会青年部・磐梯熱海

温泉旅館協同組合青年部では、
磐梯熱海温泉で8月に開催され

る「萩姫まつり」の50周年記念
事業として、京都市から磐梯熱

海を流れる五百川まで、南北朝

時代に萩姫が京都からたどった行程を巡ります。道中、
ミス萩姫

らメンバーがPRを行いながらFacebookで発信しています。

▲安積歴史博物館

問：磐梯熱海温泉観光協会

郡山市発展の礎となった「安積疏水」のストーリーが、文化庁認
定の日本遺産に登録されました。

☎ 024-984-2625

Facebook▶http://www.facebook.com/hagihime50/

構成文化財は、開拓時の郡役所である
「郡山市開成館」、継続的

いわきエリア いわき湯本温泉「フラのまち」宣言
いわき市

な発展のための人材育成を目的とした「旧福島県尋常中学校
本館（安積歴史博物館）」、安積開拓のシンボルで現在でも開拓

温泉の持つ「和」の文化とスパリゾート

時に植えられた桜が咲き誇る
「開成山公園」など、計37箇所。

ハワイアンズに代表される「フラ」の文

この日本遺産認定を記念して開成館で企画展を開催中です。

化を融合させた「フラのまち」を宣言し、

問：郡山市文化振興課 ☎ 024-924-2661
場所：郡山市開成館 企画展示室
時間：10：00～17：00
料金：一般200円、高校生・大学生等100円
小学生以下・65歳以上無料

“フラ女将”を代表するフラによる「おも

てなし」や「まちづくり」
を行っています。
問：
「フラのまち宣言」推進委員会事務局 ☎0246-43-2111
／会長☎0246-42-2135
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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、
ふくしまの駅弁ツウのこの方です！
『福が満開、福のしま。
』
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この人に ！
た
ききまし
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20 1 6

ふくしまど真ん中！
元気プロジェクト開発メンバー

小林 文紀さん

（福豆屋専務取締役）

スメ！
私のオス
まみや
お酒のおつ

うぞ！
お土 産にもど

おもてなし女子駅弁
おもてなしじょしえきべん
DATA
販売場所●JR郡山駅構内2階エスパル口在来線改札内福豆屋売店
価格●1,100円（税込）
販売に関する問い合わせ・予約●024-943-0528（福豆屋）
※予約可能（1~4個は前日まで5個以上は3日前まで）
企画に関する問い合わせ●
024-935-1323（ふくしまど真ん中！元気プロジェクト事務局
（福島県県中地方振興局企画商工部内））
ふくしまど真ん中！元気プロジェクトHP
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01220a/fukushima-nakanaka.html

Q. 「おもてなし女子駅弁」について教えて下さい。

A.
Q.

A.
Q.

A.

県の中央に位置する県中12市町村の自慢の味が一度に味わえる、
福島の恵みがギュッと詰まった駅弁です。
ふくしま
DCをきっかけに、
食や旅にアクティブな女性が集まり開発しました。
パッケージのかわいらしさにもこ
だわり、
お洒落な観光ミニブックも付いています。
おいしいものを少しずつたくさん味わいたい、
そんな
女性の視点を生かした、
まさに“食べる観光パンフレット”です！

お弁当の内容について教えて下さい。
例えば、
「特製だし巻き玉子」
は、
洞爺湖サミットでも使用された濃厚でコクのある浅川町特産の卵を使用。
「田村市の
ハム工房都路のソーセージ」
は直売所でしか手に入らないレアな食材で作りました。
そして、
白米はなんと国際大会
８年連続金賞を誇る天栄村の天栄米を味わうことができます！さらに、
スイーツも和洋1品ずつご用意しました。

アフターDC特別企画にもなっていますが、PRを！

インタビュー

リレー

今回は、
石川町の
「大野農園のりんごのコンポート」
があらたにメニューに加わり
ました。
歯応えのある食材の良さを生かしたスイーツです。
また、
郡山市の一組
（い
ちくみ）
さんがデザインした掛け紙も期間限定です。
ぜひこの機会に、
このお弁当
で県中エリアの魅力を感じとって頂き、
食材のふるさとを訪れていただけましたら
嬉しいです。

鈴木真理子さんからの質問です！

Q. 小林文紀さんの
質問です！

お弁当の開発にはどれ位の
期間がかかりましたか？

英世と交流があった
著名人は誰ですか？

いくつかの試作を経て
お答え
完成まで1年４ヶ月
します！
かかりました。

す！
しつもんで
4

次回は…

福島県出身の細菌学者
「野口英世」
ツウの方に
インタビューします。
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6/3～5

ばんだいまち

磐梯町

6/1～30

おおやままつり

問：にしあいづ観光交流協会 ☎ 0241-45-2213
場所：西会津町野沢 大久保地区 時間：
（野点）9:00～15:00・
（御神楽奉納）10:00～14:00

～千のともしび 幽玄の空間～
～せんのともしび

大山まつり

3年続けてお詣りすればどんな願いも聞きなさ
る野沢の山の神様・大山祇神社の春の例大祭。
毎週土曜日には野点、日曜日には御神楽奉納が
行われます。遙拝殿から御本社までの約4㎞の
参道は、
樹齢400年以上の杉並木や2つの滝があ
り、山の息使いが聞こえそうな静寂に包まれた
癒しのウォーキングコースとして人気です。

月待ちの灯り
つきまちのあかり

にしあいづまち

西会津町

6/4～5

ゆ う げ ん の く う か ん～

（1泊2日）

たむらし

田村市

福島県田村市の

春の農業と暮らし体験2日間

黒米の田植えとひまわりの植栽体験ツアー

ふくしまけんたむらしのはるののうぎょうとくらしたいけんふつかかん

『福が満開、福のしま。
』

くろまいのたうえとひまわりのしょくさいたいけんつあー

福島県観光
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約1,000個の灯籠が史跡慧日寺跡金堂と中門を照らし、思わず写真を撮り
たくなる幻想的な空間を生み出します。
灯籠の灯りで昼間とは全く違う金堂周辺を散策したり、慧日寺に関するビ
デオを鑑賞することもできます。初夏の宵闇に浮かび上がる金堂・中門と
灯籠の共演をお楽しみください。
灯籠の中には、磐梯町のマスコットキャラクター
「ロボばんじぃ」の灯籠も
あり、見つけた方にはいいことがあるかも？

田村市を巡る春のツアーは1泊2日で、滝根町・大越町を中心に周遊しま
す。１日目（6/4）は東京から田村市に移住されたご夫婦が運営されてい
る
「福福堂」を訪れ、黒米の田植え体験を実施します。２日目（6/5）は、大
越町の牧野地区で約20年前からひまわりでの地域おこしを実施している
「ひまわり会」
を訪れ、夏に見ごろを迎えるひまわりの植栽を体験します。
２日間での交流をとおして、田村市での暮らしや春の季節を感じていた
だきます。
（※要予約）

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：19：00～20：30 料金：無料

6/4

ふくしまし

福島市

問：田村市産業部商工観光課 商工係 ☎ 0247-81-2136
場所：福島県田村市内（発着場所：東京駅）
時間：東京駅8：00集合 料金：5000円
（モニター価格）

ふくしま県北山車フェスタ2016

6/5

ふくしまけんぽくだしふぇすた2016

ふくしまし

福島市

梅沢富美男ふくしまトークショー
うめざわとみおふくしまとーくしょー

国指定重要文化財に指定されている旧廣瀬座にお
いて、梅沢富美男さんの特別トークショーを開催し
ます。当時の寄席帳には、梅沢さんのご両親が公演
していた記録が残っており、
こうした縁のある舞台
で梅沢さんの役者人生を振り返るトークショーと
なっておりますので、是非足をお運びください。
問：旧廣瀬座事業実行委員会
（事務局：福島市文化課） ☎ 024-525-3785
場所：福島市民家園 旧廣瀬座
時間：1回目13：00～ 2回目15：30～
料金：2,500円
（全席指定）
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にしあいづまち

西会津町

福島市と周辺市町の各町会に伝わる山車総勢20
台以上が福島市街地に一堂に集い、太鼓やお囃
子を披露しながら賑やかにふくしまの夜を練り歩
きます。

しもごうまち

下郷町

愛と絆～１００万年ウォーク～
大高嶺バラ祭

あいときずな～ひゃくまんねんうぉーく

おおたかねばらまつり

湯野上温泉駅から天然記念物の塔
のへつり、中山風穴などを巡ります。
ウォーキングを楽しみながら、100
万年の歳月をかけてつくられた下
郷町の自然、文化、風習を体感して
いただくイベントです。
自分のペースで歩ける
「マイペース
コース」や、
ガイドが見どころを案内
してくれる
「100万年ウォークコース」など、4つのコースから選べます。
リ
ピーター多数のウォーキングイベントです！
（先着500名）
ウォーキング後は、湯野上温泉駅の足湯で疲れを癒してください。

問：ふくしま山車フェスタ実行委員会
（事務局：福島民報社事業局内） ☎ 024-531-4171
場所：国道13号線（アックス福島～福島信用金庫交差点）
時間：17：40～20：30

奥川七観音ウォーク
お くが わ な な か ん の ん う ぉ ー く

奥川みらい交流館発着で、いにしえの
奥川七観音を巡る約14kmのウォー
ク。
オリジナル御朱印帳付きです。

問：下郷町商工会 ☎ 0241-67-3135
場所：会津鉄道湯野上温泉駅（受付場所）
時間：8：00～8：50（受付）
・9：10（スタート）
・15：00（解散）
料金：
（事前申し込み）大人500円、小中学生300円※6/3締切
（当日申し込み）大人700円、小中学生500円
※「やせ馬作り体験」
を申し込む方は追加で300円（要事前申込、先着100名）

問：にしあいづ観光交流協会
☎ 0241-45-2213
場所：西会津町奥川地区
時間：9:30 料金：1,500円
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ふくしまし

福島市

2016Ｊリーグ
ヤマザキナビスコカップ

6/5

金刀比羅神社湯立神事

いわきし

いわき市

ことひらじんじゃくがたちしんじ

建立以来斎行されており、大釜に沸
かした湯を笹の葉で交ぜ、周囲にし
ぶきを散らします。
しぶきにあたる
と厄難から逃れられると言われてお
り、神事に使われた笹の葉は神棚に
飾るとよいとされています。

湘南ベルマーレVSヴィッセル神戸

2016じぇいりーぐやまざきなびすこかっぷしょうなんべるまーれぶいえすゔぃっせるこうべ

湘南ベルマーレは東日本大震災以降、多くの方々と協
力しサッカーを通して継続的な支援を行ってきまし
た。今回は提携クラブの福島ユナイテッドFCと協力
し、福島市で開催いたします。
トッププロ同士が90分間全力でピッチを駆け抜ける
姿を是非間近で体感できるこの機会をお見逃しなく！

問：金刀比羅神社 ☎ 0246-43-1001
場所：金刀比羅神社
時間：11：00～

問：㈱湘南ベルマーレ ☎0463-25-1211 場所：とうほう・みんなのスタジアム
時間：14：00キックオフ 料金：自由席1,500円～
URL:http://www.bellmare.co.jp/

6/12

こおりやまし

郡山市

6/19 いわき市 いわき市市制施行50周年記念事業
いわきし

日本遺産認定
「東京電力沼上発電所」特別見学
にほんいさんにんてい「とうきょうでんりょくぬまがみはつでんしょ」とくべつけんがく

いわきビッグバンドジャズフェス2016

日本遺産の構成文化財の1つである沼上発電
所の特別見学が開催されます。沼上発電所は
安積疏水の落差を利用して明治32年に運転
が開始された、
日本の長距離送電の草分けで
す。磐梯熱海駅からシャトルバスも運行します
（25人乗り・先着順）。

いわきししせいしこう50しゅうねんきねんじぎょういわきびっぐばんどじゃずふぇす2016

問：磐梯熱海温泉観光協会 ☎ 024-984-2625
場所：沼上発電所 時間：10：00～12：00 料金：無料

6/17～19 福島市
ふくしまし

問：パナフィック・ライフ・サトウ ☎ 0246-25-4660
場所：ラトブ６階いわき産業創造館企画展示ホール
時間：13：00～17：00 料金：無料
ただみまち

只見町

はわいあんふぇすいんふくしまいいざか

全国のハワイアン愛好者たちが一堂に会
し、ハワイの雰囲気を味わえるイベント！フ
ラダンスやハワイアンソング、ハワイアン
フードなどを温泉街で披露！サクランボの
振る舞いもあります。

いわきで活動する4つのバンドが一堂に集結し、
スタンダードジャズやラ
テンなど様々なジャズを披露します。

6/19

ハワイアンフェスinふくしま飯坂

問：湘南フェスタ実行委員会 ☎ 090-6535-5388
場所：17日 福島駅東口／18・19日 飯坂温泉特設ステージ
時間：17日13：00～／18日13：00～・19日10：00～

只見雪むろまつり
た だみ ゆ き む ろ ま つ り

6/24
～25

ふくしまし

福島市

第30回 飯坂温泉ほろ酔いウォーク2016
だい30かい いいざかおんせんほろよいうぉーく2016

『福が満開、福のしま。
』

福島県観光

キャンペーン
『福が満開、福のしま。
』

2016
2016

福島県観光

キャンペーン
2016
2 016

「只見ふるさとの雪まつり」で使用した雪で
作った雪むろで貯蔵した米・酒・野菜・そば等
をふるまうイベントです。屋台の出店やステー
ジイベント等、楽しい企画が盛りだくさんです
ので、皆さんぜひお越しください。

飯坂温泉の夜の街を楽しく飲み歩くイベント。店の種類も豊富で参加者
の好みに合わせお店をチョイス！ゴール後のお楽しみ抽選会では宿泊券
や自転車など豪華な賞品もゲットできます。前売券3,500円
（当日券4,000
円）
で5軒のお店を回れます。

問：只見町雪むろ実行委員会 ☎ 0241-83-1733
場所：只見駅前広場 時間：10：00～20：00

6/25

ふくしまし

福島市

問：飯坂温泉観光協会 ☎ 024-542-4241
料金：
（前売券）3,500円
（当日券）4,000円

飯坂deサンバ！
いいざかでさんば!

6/25

浅草サンバカーニバルに毎
年参加している「アレグリア」
が温泉街をサンバパレードし
ます。サンバの踊りのリズム
は気持ちを明るく高揚させ、
熱く盛り上げます。
また、飯坂
電車を貸し切っての「飯電de
サンバ」
も同時開催します。

いわきし

いわき市

場所：飯坂温泉

いわきゴスペルフェスティバル2016
いわきごすぺるふぇすてぃばる2016

東日本大震災復興支援コンサートとして開
催しており、今年で5回目となります。市内外
から様々な団体が参加し、歌声を披露しま
す。
あなたと一緒に歌いたい♪いわきアリオ
スのステージで一緒に歌いませんか？参加
費は無料、初心者の方も大歓迎です。
ゴスペ
ルワークショップも開催されます。

問：飯坂温泉観光協会
☎ 024-542-4241
場所：飯坂温泉

問：いわきゴスペルフェスティバル事務局 ☎ 0246-38-4244（平日10：00～18：00）
場所：いわき芸術文化交流館アリオス中劇場
時間：13：30（開場）14：00（開演）
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7/2

しもごうまち

下郷町

大内宿半夏祭り
おおうちじゅくはんげまつり

高倉宮以仁王を祀る高倉神社の祭礼。
毎年7月2日に行われる、古式ゆかしい伝統行
事です。
白装束の男衆や高下駄を履いた天狗、御神輿
の行列が村内を練り歩き、茅葺き屋根の集落
に笛と太鼓の素朴な音色が響きわたります。
問：大内宿観光協会 ☎ 0241-68-3611
場所：大内宿
時間：11：00～15：00

ふくしま山情報
6/11

あいづわかまつし

会津若松市

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？

大戸岳山開き
おおとだけやまびらき

市内最高峰（1415.9ｍ）大戸岳の山開きとして、シーズン中
の安全を祈願し山開きを行います。大戸岳（闇川登山口）は、
中級から上級者向けのコースです。準備を整え、無理のない
様、登山を楽しんでください。山頂からは天気が良ければ飯
豊連峰を望むことができます。

問：会津まつり協会 ☎ 0242-23-4141
場所：福島県会津若松市大戸町高川 闇川登山口 時間：6：30～15：00（下山終了）

6/19

ばんだいまち

磐梯町

第17回廐嶽山祭り・山開き

7/17

だ い 1 7 か い う ま や さ ん ま つ り・や ま び ら き

厩嶽山祭りは、会津地方における馬頭観音信
仰の中心として、農耕馬の無病息災、安全守護
のため一緒に参拝したとされる1300年の歴
史がある祭りです。一時途絶えましたが、平成
12年に地元の方の熱意により復活しました。
また、馬を先頭に「うつくしま100名山」に選
ばれた厩嶽山（1261m）への登山イベントも
あわせて行われます。西国三十三観音の石仏
群や詠み歌を見ながら山頂を目指すと、山頂
手前の馬頭観音堂において「笹もち」や「お神
酒」が、下山後は「地ダケ汁」が地域の方から振る舞われます。
問：磐梯町商工観光課 ☎ 0242-74-1214
場所：廐嶽山（集合：榮川酒造(株)駐車場）
時間：
（受付開始）7：00（オープニングセレモニー）7：40（開会式）8：00（登山口へ出発）8：30

しもごうまち

下郷町

三倉山 山開き
みくらやまやまびらき

大峠から流石山、
大倉山、三倉山、
空沢山と縦走す
るコースです。参
加された方には
記念バッチを進
呈。そばも振る舞
われます。7月の
山肌一面に咲く
ニッコウキスゲは一見の価値あり！
問：下郷町役場産業課商工観光係 ☎ 0241-69-1144
場所：音金登山口（受付・式典会場）
時間：5：30
（受付開始）～16：30
（下山口到着）
参加料：1,000円

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。
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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

6月上旬～７月中旬

いわきし

いわき市

海竜の里センターのアジサイ
かい り ゅ う の さ と せ ん た ー の あ じ さ い

6月

いわきし

花めぐりふくしま
6/1～15

いわき市

高野花見山のラベンダー

第33回ひめさゆり祭り

こ う や は な み やまのらべんだー

フタバスズキリュウの化石が発見された、いわ
き市大久町を流れる大久川のほとりに位置す
る海竜の里センター周辺では、
この時期、多く
のアジサイが咲き誇ります。同センターには観
覧車やジェットコースター等の遊戯施設も設置
されており、家族連れで楽しんでいただくこと
ができます。
問：いわき市海竜の里センター ☎ 0246-82-2772
場所：いわき市海竜の里センター
時間：9:00～17:00
定休日：毎週月曜日
遊戯施設使用料（1回）
：大人200円 子供100円
※毎月第4日曜日は子供の使用料無料！

6/4・5

にしあいづまち

西会津町

問：高野花見山 ☎ 0246-27-2537
場所：高野花見山
時間：9：00～17：00
※摘み取り体験は開園時間中に体験していただけます。
入園料：大人（中学生以上）300円／小学生100円
／未就学児無料
摘み取り体験料金 500円

6/15～7/5

あざのおとめゆりまつり

問：安座村おこし有志会 ☎ 090-3756-0163
場所：西会津町野沢 安座地区 時間：10:00～15：00
たむらし

パラグライダー体験、フォルクスワーゲント
レッフェン、将棋大会、熱塩温泉出張足湯など
15ものイベントが土日を中心に開催され、6
月5日にはふくしまボンガーズのパチッコリン
とおかちゃんが遊びに来てくれます。ふるさと
コーナーでは地元の農産物の販売や美味し
い手打ちそばがお楽しみいただけます。
問：熱塩加納ひめさゆり祭り実行委員会
☎ 0241-36-2115

あいづみさとまち

会津美里町

第36回

あやめ祭り

だい36かいあやめまつり

回遊式庭園に色鮮やか
なあ や め が 咲き誇りま
す。あやめ祭り期間中の
土日には野点茶会やあ
やめ流し踊りなどさまざ
まなイベントが行われま
す。会津美里町オリジナ
ル品種「高田錦」にも注
目です。晴れた日はもち
ろんで す が 、雨 の 日 に
しっとりとした雰囲気を
醸し出 すあや め 苑もお
すすめです。

町の花おとめゆりの群生地で開催される安座のおとめゆりまつり。
にしあいづ観光クルーの撮影会や安座集会所では地元産そば粉100％
の手打ちそばなども味わえます。

6/18～7/3 田村市

だい33かいひめさゆりまつり

いわき市内郷に位置する約10万㎡の広さを
誇る花の名所で、季節を通して花を楽しめる
ように、様々な種類の花が植えられています。
6月上旬には園内のラベンダーが咲き乱れる
ほか、
ラベンダーの摘み取り体験（6月1日～
30日）
もお楽しみいただけます。

安座のおとめゆりまつり

きたかたし

喜多方市

問：会津美里町観光協会 ☎ 0242-56-4882
時間：
（催し）期間中土日の10：00～16：00頃

あぶくま洞ラベンダー園開園

6/19

あぶくまどうらべんだーえんかいえん

約5万株にもおよぶ県内最大
級のラベンダー園が、6月18日
から7月3日の期間中、
あぶくま
洞園内に開園します。
観覧は無
料で、有料で摘取り体験や、
ラ
ベンダーグッズ作成も体験で
きます。7月3日には、縁日やイ
ベントが 実 施 されるラベン
ダーまつりが開催予定です。
期
間限定でラベンダーソフトク
リームも販売されます。

かがみいしまち

鏡石町

第13回鏡石あやめ祭り
だい13かいかがみいしあやめまつり

約100種類4万株の町の花「あ
やめ」が咲き誇る鳥見山公園
で、
祭りのメインイベントとして
あやめウォークを実施します
（JR東日本「駅長オススメ小さ
な旅」P9詳細）
。
他にも、
ボラン
ティア団体「あやめ株式会社」
による”あやめの株”プレゼント
（先着200名予定／午後1時か
ら）や、飲食ブースでは、“花よ
り団子”として平成27年産田ん
ぼアート米を米粉に加工して
作った
「団子」
を販売します。

問：あぶくま洞管理事務所
☎ 0247-78-2125
場所：あぶくま洞敷地内 料金：
（摘み取り体験）300円
（グッズ作成教室）500円
時間：10：00～15：00 ※天候不良の場合、
摘み取り体験は中止となります。

問：鏡石町観光協会 ☎ 0248-62-2118
場所：鳥見山公園 時間：9：40～15：00
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場所：会津美里町 あやめ苑

駅からハイキング＆ウォーキングイベント

6月12日
（日）～
6月26日
（日）

東北応援コース
4月5日
（火）
～
6月29日
（水）

※毎週木曜日を除く

伊達氏の足跡をめぐり、伊達氏発祥の地高子ヶ岡城址、伊達政宗の金山伝
説が残る高子沼など、歴史散策の旅に出掛けてみませんか。

天海大僧正ゆかりの地 会津美里町高田を歩く

【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9㎞ 【起点駅】
阿武隈急行・保原駅 ※予約不要

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。

6月18日
（土）

【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 ※予約不要

4月5日
（火）～
6月30日
（木）

会津若松「駅からまちなか歴史散策ガイド」

【受付】
只見駅 【所要時間】約3時間45分
（施設での見学時間含む）
【歩行距離】
約5㎞ 【起点駅】
只見線・只見駅
※要予約 ホームページからご予約下さい

【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 ※予約不要

駅長 オススメの

会津仏教文化発祥の地 磐梯町を訪ねる

6月5日
（日）

6月5日
（日）

6月11日
（土）

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

6月12日
（日）

6月12日
（日）

国宝建造物が残る街並みと常磐炭田発祥の地を歩く

“芭蕉まつり”と須賀川の街散策

初夏の会津坂下町 ～新緑の自然ハイキング～

新緑の田園風景を抜ければ、一級河川宮
川に到達。風が心地良い土手沿いをハイ
キングしましょう。左手に飯豊連峰、右手に
磐梯山を望むロケーションで、田園風景と
名河川に身も心も癒されます。
【集合】
若宮駅
【所要時間】
約4時間25分
【歩行距離】
約5.3㎞
【申込先】会津坂下町役場産業課商工観光班

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。

【受付】
しんごさん饅頭本舗内郷店
（※木曜日のみ「いわき市役所内郷支所（1F）」）
【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
※予約不要

6月18日
（土）

新緑の甲子高原 森がもつ癒し効果で、森林セラピーウォーキング

心を癒す阿武隈川源流と閑静な森でフィトンチッドを浴び、心身ともにリフレッシュし
ます。
パワースポット剣桂で松平定信公の歴史に触れます。
【集合】
新白河駅 【所要時間】
約5時間30分 【歩行距離】約6㎞ 【申込先】
新白河駅

蔵のまちに遊ぶおとなの旅～蔵を学ぶと喜多方の歴史が見える～

6月18日
（土）

江戸時代から昭和初期建造の蔵で、近
代化産業遺産や国登録有形文化財に認
定された蔵を中心に様々な用途の蔵を
見学するコースです。

「花しょうぶ祭り」と古地図を持って歩く「塩川」歴史探訪

旧米沢街道の宿場町「塩川」に残る道標や一里塚、
自由民権運動の碑がある弾正ヶ原
等の史跡を訪ねます。文政年間の軒別一覧絵図を手に、屋号から店を探しましょう。
【集合】
塩川駅 【所要時間】
約4時間45分 【歩行距離】約7.4㎞ 【申込先】喜多方駅

【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 ※予約不要

6月19日
（日）

“多彩”菖蒲めぐり ～牧場の朝のまちあやめウォーク～

日本最初の国営牧場であり、唱歌「牧場の朝」のモデルとなった岩瀬牧場を満喫できま
す。鳥見山公園内では70種類4万株の色鮮やかな鏡石町の花“あやめ”が咲き誇ります。
【集合】
鏡石駅 【所要時間】
約4時間25分 【歩行距離】約6㎞ 【申込先】郡山駅

「蔵のまち喜多方 さつきまつり」と新緑の長床へ
サイクリングロードウォーキング

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。

愛好家が育てたさつき盆栽と蔵のコントラストが見事なさつきまつりを見
学し、
濁川沿いのサイクリングロードを歩きます。

【受付】喜多方駅（観光案内所）
【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14㎞
【起点駅】磐越西線・喜多方駅 ※要予約 ホームページからご予約下さい。

コースの詳細・お申し込み

金山町新緑の山道&山菜採りウォーキング

新緑の季節を迎え、
「芭蕉まつり」
で賑わう須賀川の魅力を発見。芭蕉記念館では須賀
川の民話（語り部による昔話）
を楽しめます。
【集合】須賀川駅 【所要時間】約5時間25分 【歩行距離】約6㎞ 【申込先】郡山駅

【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
※予約不要

6月3日
（金）～
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

金山町新緑の山道を案内人とともに散策します。豊かな奥会津の自然に育まれた山
菜を採ることができます。
【集合】会津中川駅 【所要時間】約5時間45分 【歩行距離】約17.1㎞ 【申込先】会津川口駅

歴史ある温泉街と金刀比羅神社を巡りながら、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。

6月1日
（水）～
6月30日
（木）

安積発展の礎「安積疎水近代化産業遺産ウォーク」

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㎞ 【申込先】福島駅

【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 ※予約不要

4月10日
（日）～
6月26日
（日）

小さな旅

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㎞ 【申込先】郡山駅

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10日
（日）～
6月26日
（日）

自然首都・只見 縁結び三石神社とヒメサユリウォーキング

平成26年6月にユネスコエコパークに登録された自然首都・只見。只見駅
から歩いて三石神社やヒメサユリ、
まちなかのオススメスポットを見学し
ます。初夏の只見町を一緒に歩きましょう。

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。

4月5日
（火）～
6月30日
（木）

【阿武隈急行共同開催】伊達氏発祥の地を歩く史跡めぐり

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。

