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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閉幕！
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木

30 「

福島県観光キャンペーン 2016
」

場所：福島テルサ
時間：10：30～11：30

アフターDCクロージングセレモニー

後方中央 左から
東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 執 行 役 員 水 戸 支 社 長 輿石 逸樹
福島県観光復興キャンペーン委員会会長（福島県知事） 内堀 雅雄
東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 執 行 役 員 仙 台 支 社 長 松木 茂

「福が満開、
福のしま。
」
をキャッチコピーに、
花・食・温泉をテーマとして、
一昨年のプレDCから今年のアフターDCまで、
３か年にわたり開催して

きた福島県の大型観光キャンペーンが幕を閉じました。

最終日の6月30日、県内観光関係者及びJR関係者が一堂に会し、アフ

ターDCの閉幕と、
DC３か年を振り返るクロージングセレモニーが行わ
れました。
映像による振り返りや基調報告の他、
この日で解散する
「福が

満開ふくしま隊」が最終演舞を披露。最後に福島県観光復興キャンペー

ン委員会会長である内堀知事が閉幕宣言を行い、今後も地域が一丸と
なった取組を継続し、
さらに発展させていくことを再確認いたしました。

多くの観光客の皆さんを直接おもてなししてきた各方部代表の皆さんからこれまでの取組内容などを発表いただきました

浜通り
株式会社ワンダーファーム
代表取締役 元木寛さん

会津地方
高清水自然公園 青木泰さん
南会津町役場 近藤功一さん

中通り
ふくしま若旦那プロジェクト柳沼公貴さん
ほか、
プロジェクトメンバーの皆さん
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「ふくしまで出逢ったおもてなしエピソード」の
パネルを展示し、皆様からお寄せ頂いた、福島
県内で出逢った
「おもてなしのエピソード」
をご
紹介しました。

関連記事3・4ページ▶▶▶

クロージングセレモニー

「福が満開ふくしま隊」解散式
セレモニーでは「福が満開ふくしま隊」の解散式が行われまし
た。福島県の花、食、温泉、復興、おもてなしといった、ふくしま
の魅力を全国に発信するとともに、
ふくしまを訪れた多くの観
光客を笑顔でお迎えした
「福が満開ふくしま隊」
です。

▲会場内では3か年の
歩みを紹介

▲内堀知事より感謝状が手渡されました

福が満開ふくしま隊の活動を経て
福が満開ふく
しま隊

鶴ヶ城八重さん

私達
「福が満開ふく
しま隊」
は、
福島県の観光PR隊として、
ふく
しまデス
ティネーションキャンペーンの3年間、
全国の皆様に福島県の元気と魅
力をお伝えして参りました。
出逢う方々からたくさんの応援のお言葉を頂
戴し、
いつも感謝で胸がいっぱいでした。
見ていて、
支えてくれている人がいる、
全国の皆様に本当に福島県は愛
されていたんだと、
この活動を通して実感することができました。
本日をも
ちまして、
私達の活動は終了となりますが、
これからも福島県民として、
ずっとこの愛する故郷福島県を応援し続けて参ります。
皆様誠にありがとうございました！

「
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」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した。
土

日

４月1日から開催したふくしまアフターDCの閉幕に伴い、県内
主要駅でクロージングイベント等が開催されました。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しました。
エベレスト登頂を達成した

団長」
のなすびさんが登場！

新白河駅
26日

「ふくしまＤＣけんぽく応援

福島駅
25土・26日

会津若松駅
25土・26日

会津若松駅では、
会津地方のおいしいお酒が
振舞われました。

郡山駅
26日
キビタンや、
がくとくんをは
じめ、
県中エリアのご当地
キャラが大集合！

幼稚園児による合唱が行

わ れ、し ら か わ ん な ど、

県南地方のご当地キャラ

が駆けつけました。

ハワイアンズダンシングチー
ムによるフラダンスの披露
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ふくしまDC
3か年の
主なあゆみ
2014年 4月5日

ふくしまプレDC
オープニングセレモニー・イベント

2015年 6月28日

2015年 1月12日

ふくしま大交流フェアでのDCのPR

ふくしまDC

ふくしまDCファイナルイベント
SLふくしまDC号に
「手を振ろう! !」

プレDC
ふくしまDCの締めくくりとして「SLふくしまDC号」の
運行にあわせて、県民みんなでSLに手を振る、ふくしま
DCファイナルイベントを開催しました。

2015年 2月2日

ふくしまDC共同記者会見

2015年 6月27日・28日

ふくしまDC

ふくしまDCファイナルセレモニー・イベント

プレDCの開催を記念して、オープニングセレモニー
を開催し、県内を訪れる観光客の皆様を各地でお出迎
え・お見送りを行いました。

2014年 5月21日

ふくしまDC全国宣伝販売促進会議

2015年 2月5日・6日

ふくしまDC直前首都圏観光キャラバン

プレDC

ふくしまDC

2015年 4月1日

ふくしまDCオープニングセレモニー
全国の旅行会社の商品造成担当者やメディアの方々、JRグルー
プ関係者をお招きし、本県の観光資源や新たな取組みを紹介
するプレDC最大のイベントを3日間の日程で開催しました。

2014年 6月28日・29日

ふくしまプレDC
クロージングセレモニー・イベント

2016年 2月4日

アフターDC共同記者会見

プレDC

ふくしまDCの開幕にあたって、JR福島駅において福
島県知事や観光関係者によるオープニングセレモ
ニーを開催しました。当日は福が満開ふくしま隊の演
舞のあと、桜の花びらのフラワーシャワーが降り注ぐ
中、ふくしまDCの開幕を高らかに宣言しました。

2015年 4月4日・5日

ふくしまDCオープニングイベント

2014年 10月2・7・8・9・15・20日

全国旅行会社説明会

10/2札幌、10/7名古屋
10/8大阪、10/9金沢
10/15福岡、10/20仙台

2016年 2月9日～10日

アフターDC直前首都圏観光キャラバン

ふくしまDC

プレDCの終了に伴い、県内各駅でクロージングイベ
ントを開催し、日本酒の振る舞いや物産市の開催な
ど、さまざまなおもてなしを実施し、来県いただいた
お客様へ御礼の気持ちを伝えました。

2014年 11月4日～7日

ふくしまDCの閉幕にあたり、DC期間中最後の週末と
なる6月27日・28日に福島県内主要駅でファイナルセ
レモニー・イベントを実施しました。お客様にDC期間
中の来県への感謝をお伝えする観光関係イベントを
開催し、DCで生まれた各地域での盛り上がりを継続
していくと同時に、再び本県に訪れていただけるよ
う、アフターDCへのつながりを広くPRしました。

2016年 4月2日

アフター DC

アフターDCオープニングセレモニー
ふくしまDC開幕後、最初の週末となった4月4日・5日
に福島県内各駅でオープニングイベントを開催しま
した。各駅ごとにエリアの特色を活かし趣向を凝らし
たおもてなしを実施し、本格的な観光客の皆様のお出
迎えを開始いたしました。

2015年 4月18日

SL福が満開ふくしま号出発式

ふくしまDC

ふくしま産直市（大宮駅）
でのDCのPR

アフターDCの開催に合わせて、福島駅にてオープニ
ングセレモニーが開催されました。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した。

D51機関車「SL福が満開ふくしま号」がJR磐越西線郡
山～会津若松間を2日間運行するのに合わせ、郡山駅
で出発セレモニーを開催。
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2016年 6月30日

アフター DC

アフターDCクロージングセレモニー

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、
福島県の偉人、野口英世ツウのこの方です！

敷地内にある英世の生家

この人に ！
た
ききまし

野口英世記念館

野口 由紀子さん
私のオススメ！
人間味溢れる
「素顔の英世」コーナーが
お勧めです！

野口英世記念館

平成27年4月にリニューアルされた野口英世記念館（福島県登録博物館第1号）

のぐちひでよきねんかん

DATA
住所●猪苗代町大字三ツ和字前田81番地
電話●0242-65-2319
開館時間●4～10月 9：00～17：30（入館締切17：00）
1 1～3月 9：00～16：30（入館締切16：00）
開館日●年中無休（ただし12/29～1/3を除く）
見学所要時間●約40～50分
入館料金●大人600円・こども（小中学生）300円
※20名様以上から団体割引あり（学校引率の場合20名様未満でも適用）
http://www.noguchihideyo.or.jp/

Q. 「野口英世記念館」について教えてください。

A.

千円札の肖像画でもおなじみの偉人・野口
英世は、
猪苗代町が生んだ世界的にも有名
な細菌学者です。
野口英世記念館は英世の
生家と展示室からなり、展示室は平成27
年4月にリニューアル。従来の写真中心の
展示から楽しく学べる体験型の博物館に
生まれ変わりました。
ゲームやタッチパネル
などを体験しながら英世の生涯と業績につ
いて学ぶ事ができます。

Q.

新しいおもてなし企画も好評ですね！

新展示館の主な見どころ
1 素顔の英世

A.
2 体験！バクテリウム

3 博士の一日

英世の素顔を方言で紹介する紙芝居や、学芸員による
ピンポイントガイド、付け髭と白衣で英世になりきって
写真撮影や見学ができる「なりきり！英世博士」、英世だ
るまの絵付け体験、また、科学の目をより一層養って頂け
るワークシートなど、子供から大人まで楽しめる様々な
おもてなし企画を開催して喜ばれております。

◀野口英世記念館広報大使：ヒディ
1 ニューヨーク郊外にあった別荘をイメージ。趣味や交遊、
ライ
フスタイルを紹介。2 クイズやタッチパネルで英世が挑んだ細
菌の世界を楽しく学べる。3 研究に没頭した英世の一日をアメ
コミ風イラストで紹介。
研究をモチーフとしたゲームを体験。

Q.

A.

おもてなし企画

インタビュー

リレー

（無料） なりきり！英世博士（無料）
紙芝居 野口英世（無料） ピンポイントガイド

小林文紀さんの質問です！
英世と交流があった
著名人は誰ですか？

お答え
します！

最後にPRを！

アフターDC期間中はおもてなしディを開催して多くのお
客様に楽しんで頂く事ができました。来る夏休みにも、楽し
い企画をご用意する予定です。
今後も近隣の観光施設と連携を図り、
より満足して頂ける
よう努力してまいります。ぜひ生まれ変わった野口英世記
念館へ足をお運び頂きますようお願いいたします。

12回に渡り福島の観光ツウの方々に登場して頂きました！
福きびツウ。 か？ 他にもまだまだ沢山の観光ツウが皆様をお待ちしています。
いかがでした
これからもおもてなし溢れる

実はあの発明王エジソ
ンや、飛行家チャールズ・
リンドバーグとも友達
だったんです！
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7-8

～7/10

いわきし

いわき市

アクアマリンの七夕祭り
あくあまりんの

たなばたまつり

アクアマリンふくしまで人気の海の生き物「ナ
メダンゴ」、
「 ゴマフアザラシ」、
「 アバチャン」、
「かっぱ」
、
調査・研究をしている
「シーラカンス」
をモデルにした七夕飾りを展示します。
また、
今
回は、
アクアマリンふくしまのキャラクター
「権
兵衛」の飾りも登場します。七夕飾りは、高さ
5m、
アクアマリンふくしま職員の手作りです。

問・場所：環境水族館アクアマリンふくしま ☎ 0246-73-2525

7月上旬
～8月上旬

いわきし

いわき市

国宝白水阿弥陀堂の古代ハス
こくほう

しらみずあみだどうの

～7/13

こだいはす

平安時代に建立された白水阿弥陀堂。江戸時代、池にはたくさんのハス
が咲いていました。
付近の人からは
「蓮の御堂」
と呼ばれていたという話
を聞いた先代の住職が、
これを復活させようと10数年前から株を譲り受
けて増やしてきました。また一部の古代ハスは、阿弥陀堂を建立した徳
姫のふるさと、平泉の中尊寺金色堂から出土した種から発芽したもの
で、
阿弥陀堂へは2001年に株分けされました。

いわきし

いわき市

問：平田村役場産業課 ☎ 0247-55-3115 場所：ジュピアランドひらた

7/1～8/31

つみとりたいけん

除草剤・農薬を使用せず有機肥料で育てた安心・安全
なベリー類。そのため採った果実をそのまま口に入れ
ることができます。
ブルーベリーのほかラズベリーやブ
ラックベリー、ルバーブというハーブも栽培しており、
手作りジャム作りやピザ作り体験も行われています。

あいづばんげまち

会津坂下町

あいづわかまつし

会津若松市
あいづ

てづかおさむ

会津 手塚治虫
キャラクタースタンプラリー

きゃらくたー

すたんぷらりー

この夏、
会津と手塚治虫キャラクターがコラボした
「会津
手塚治虫キャラクタースタンプラリー」
を開催します！スタン
プを集めて応募すれば、
総額約100万円の賞品が当たりま
す。
ご家族やご友人、
もちろんお一人でもお気軽にどうぞ。
この夏は手塚治虫のキャラクターを探しに是非会津へ！

問・場所：大和田自然農園 ☎ 0246-36-2591
料金：大人1,000円、小学生以下500円（予約制、1パック持ち帰り付き）
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せかいのあじさいえん・ゆりえん

ジュピアランドひらたに整備中の
「世界のあじさい園・ゆり園」
を無料開
放します。5月末時点であじさいは約14,000本350品種、ゆり約23,000本
35品種の植栽を終えており、
あじさいは今後も植栽を続け最終的に800
品種を取り揃える計画です。

ブルーベリー摘み採り体験
ぶるーべりー

世界のあじさい園・ゆり園

※写真はイメージです

問・場所：白水阿弥陀堂 ☎ 0246-26-7008

7月～8月

ひらたむら

平田村

問：極上の会津プロジェクト協議会 ☎ 0242-39-1251
場所：会津17市町村の観光施設等
http://gokujo-aizu.com/tezuka_rally/

御田植祭

会津17市町村に60箇所
（常設スタンプ37箇所、
イベントスタンプ23箇

おたうえまつり

スタンプラリー 所）
に手塚治虫キャラクターのスタンプを設置され、
1市町村につき1キャ
内容
ラクターのスタンプが設定されています。
スタンプ数に応じて会津の特

産品やオリジナル商品をプレゼント！※スタンプ2個以上から応募可能。
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しらかわし

白河市

ご当地グルメ対決！
第２回県南S-1グランプリinたいしん
ごとうちぐるめたいけつ！

県南地方の11の商工会青年部が、各地にある地
域資源を生かした食材を使用したご当地グルメ
を創作し、
販売・投票を行い、
県南地方のご当地グ
ルメのNo.1を決定します。
ご当地グルメの販売の他、
大信こだま太鼓などの
地元アーティスト等によるステージ演奏や、今年
誕生した白河市大信地区のご当地キャラ
「ひじり
ん」
や、
県南地方のご当地キャラも大集合します。

一年の五穀豊穣を祈念して奉納親善相撲や御輿渡御が行われます。
さら
に、春の訪れを告げる早乙女踊りが奉納されます。
（会津農林高校の生徒による踊りも奉納されます。）
問：
（一社）会津坂下町観光物産協会 ☎ 0242-83-2111
場所：諏訪神社、栗村神社周辺 時間：10：00～

7/9～8/14

いわきし

いわき市

問：県南S-1グランプリ実行委員会（大信商工会内） ☎ 0248-46-2070
場所：白河市大信総合運動公園多目的グラウンド 時間：9：00～22：00

鬼ヶ城ブルーベリー園オープン
おにがじょうぶるーべりーえん

だい2かい けんなん えすわん ぐらんぷ り いん たいしん
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おーぷん

いわき市川前町の「いわきの里 鬼ヶ城」でブルーベ
リー園がオープンします。園内での試食は無料。お持ち
帰りの場合、1㎏あたり1,500円かかります。
その他にも、
コテージ前に壮大に広がるラベンダー畑をご覧になれ
るほか、石窯でのピザづくり体験も実施しています。

あいづわかまつし

会津若松市

ほおずき市
ほおずきいち

ほおずき市は夏の風物詩。ゆかた姿が似合います!
商店街を歩行者天国とし、ほおずきの販売、ふるま
い酒、子供神輿やおはやしなどのイベントを開催し
ます。お日市の縁日風の雰囲気をお楽しみください！

問：大町四ツ角中央商店街振興組合事務局 ☎ 0242-25-2085
場所：会津若松市大町（大町四つ角周辺） 時間：12：30～21：00
（予定）

問・場所：いわきの里 鬼ヶ城 ☎0246-84-2288

6

7/12

あいづみさとまち

会津美里町

伊佐須美神社 御田植祭
いさすみじんじゃ

7/16・17

おたうえまつり

7/16・17

いわきし

いわき市

いわき市 平成28年度いわき市海水浴場海開き！
夏はいわきの海へ！！今年もいわき市では勿
来海水浴場と四倉海水浴場の2か所で海水浴
場を開設します。
安全面や衛生面、
公共工事等
の安全などを考慮・検討し、
総合的に判断した
ものです。平成28年度の海開きは、7月16日
（土）
に勿来海水浴場をメイン会場とし開催さ
れます。小さなお子様が砂遊びできるサンド
パークも開設されます。いわきの海で夏休み
を満喫しませんか？

みしままち

7/16
～8/31

いわきし

いわき市

7/17

やないづまち

柳津町

７/21
県南エリア
～24

いわき市遠野オートキャンプ場
いわき市 体験イベント 魚のつかみ取り

ダンロップ・スリクソン福島オープン
だんろっぷ・すりくそん

ふくしまおーぷん

東 北で は 唯 一となる男 子 ツ
アートーナメント。
トッププレ
イヤー約150人が、福島で繰り
広げる熱い戦いにご期待くだ
さい。当日は、地元の飲食店が
ブース出店し、その他ふくしま
特産品の販売が行われます。

問：ダンロップ・スリクソン福島オープン大会事務局
（FCT事業推進部内）☎ 024-923-4071（平日：9：30～17：30）
場所：グランディ那須白河ゴルフクラブ
（西郷村）

7/23・24

しょうわむら

昭和村

第31回からむし織の里フェア
だい31かい

この時期しか見られないから
むしの苧引きや、苧績み・撚
りかけ・地機の織り実演のほ
か、着物ショー・芸能ステー
ジなど楽しい催し目白押しで
す。
「からむし畑」や丁寧に育
てられている
「カスミソウ畑」
を見学できるツアーも開催し
ています。

八雲神社祭礼
やぐもじんじゃ

ほこうしゃてんごくいべんと 「もん★てん」

さかなのつかみどり

問・場所：遠野オートキャンプ場 ☎ 0246-74-1031
時間：
【午前の部】11：00～12：30【午後の部】13：30～15：00
定員：各回30名 参加費：1,200円
募集期間【午前の部】7月16日
（土）
まで 【午後の部】7月17日
（日）
まで

みはるまち

歩行者天国イベント
「Mon★Ten」

問：柳津町地域振興課観光商工班 ☎ 0241-42‐2114
場所：寺家町地内及びきよひめ公園 時間：10：00～20：00（予定）

いわきし

三春町

ぷーるらんど いん はわいあんず かいさい

福満虚空藏菩薩圓藏寺（ふくまんこくぞうぼさつ
えんぞうじ）で栄える門前町を歩行者天国にし、
柳津グルメをはじめとした各種出店や路上パ
フォーマンス、夜の部のLIVEなどが行われます。

遠野オートキャンプ場では、
自然豊かな遠野町
の山間で、昔ながらの手作り体験を楽しむこと
ができます。体験内容は「手仕事＆物作り体験」
「食文化体験」
「アウトドア体験」に分かれてお
り、
さまざまな分野を体験することができます。
7月23日
（土）は午前と午後の部に分かれ、魚の
つかみ取り体験をします。参加は事前申し込み
が必要です。対象は2歳～12歳（小学生）
までのお子様が対象になります。
水着着用がオススメで、お着替えを忘れずにお持ちください。

7/26

プールランドinハワイアンズ開催

えいが「ふぁいんでぃんぐ・どりー」こうかいきねん

けんなんえりあ

とおのおーときゃんぷじょう たいけんいべんと

映画「ファインディング・ドリー」公開記念

問・場所：スパリゾートハワイアンズ ☎ 0570-550-550

今年も三島町に関するフォトコンテストを
開催します。
子どもからお年寄りまで、
どな
たでも応募OKです。
あなたの出会った素
敵な三島町を教えてください。詳しい応
募方法については、
HPをご確認ください。
たくさんのご応募をお待ちしています。
な
お、
8月には入賞者への表彰式、
そして応
募全作品の展示会を予定しています。

いわきし

なつま つり

し め き りせまる！

問・場所：三島町交流センター山びこ ☎ 0241-52-2165 http://www.yuruibata.jp/

7/23

さまーふぇすてぃばる

7月16日（土）に公開される映画「ファインディ
ング・ドリー」
の公開を記念し、
スパリゾートハ
ワイアンズがタイアップします。
プールランド
限定のすべり台や映画をモチーフにした装飾
など、
ハワイアンズに
「ドリー」
の世界観を体験
できるプールが登場します。

作品募集！三島町のフォトコンテスト締切迫る！
さくひんぼしゅう！ みしままちの ふぉとこんてすと

ふらわーせんたー

問・場所：いわき市フラワーセンター ☎ 0246-22-5667

問：いわき市役所観光事業課観光施設係 ☎ 0246-22-7480
場所：勿来海水浴場／四倉海水浴場
時間：9：00～16：00 駐車場・トイレ有

三島町

フラワーセンターサマーフェスティバル 夏祭り

いわき市フラワーセンターは、石森山頂上近くにある
無料の観光花園です。温室には多肉植物や南国の草
花が年中咲いています。サマーフェスティバル夏祭り
では、寄せ植えや木製プランター作りなどの各種体験
や、いわきの農産物販売や模擬店も出店します。

夏はいわきの海へ！

な つ は い わ き の う み へ ！ へ い せ い 2 8 ね ん ど い わ き し か い す い よ く じ ょ う う み び らき！

締切日
7/18まで

たむらたいげんじんじゃ さいれい

問：みはる観光協会 ☎ 0247-62-3690 場所：田村大元神社

問：会津美里町観光協会
☎ 0242-56-4882
場所：伊佐須美神社 他
いわきし

田村大元神社祭礼

田村大元神社は、戦国時代に田村義顕が居城を三春
に移した際に、郡山市守山から移された伝えられる
田村地方の惣鎮守です。表門の金剛力士像や本殿等
に施された彫刻が見事な神社です。祭礼では長獅子
舞や三匹獅子舞が奉納されます。

日本三田植のひとつで、小
中学生による獅子追いや
田植人形（デコサマ）
・催馬
楽（さいばら）田植歌））な
どから構成される神輿渡
御行列が町内を練り歩く古
式ゆかしい伝統行事です。

7/16
～8/16

みはるまち

三春町

さいれい

八雲神社は通称「きゅうり天王」
と呼ばれ、祭礼には疫病を追い払うと言
われるきゅうり二本を献じ、一本いただいてくる風習があり、遠くからも参
拝者が訪れ賑わいを見せます。
この荒獅子は悪魔払いとして奉納されて
いました。三春独特の獅子舞で、三春にある長獅
子の中では一番歴史が古いとされています。

からむしおりのさと

ふぇあ

問：昭和村観光協会 ☎ 0241-57-3700 場所：道の駅からむし織の里しょうわ
時間：9：00～20：00（7/23） 9：00～17：00（7/24）

問：みはる観光協会 ☎ 0247-62-3690 場所：八雲神社
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7/22

そうまし

相馬市

相馬野馬追 安全祈願祭
そ うま の ま お い

7/23～25

あんぜんきがんさい

みなみそうまし

南相馬市

相馬野馬追
そうまのまおい

祭りを翌日にひかえ、中村藩総鎮守であった妙見社（中村城跡内に
あり、現在は相馬中村神社という）
で、安全祈願祭が行われます。
相馬野馬追は、旧藩主家相馬家の当主が中心になって行う習わし
になっており、中村神社の御鳳輦（ごほうれん＝神輿）に従って出馬
する宇多郷の騎馬武者たちも打ち揃い、社殿で安全祈願が行われ
ます。祈願が終わると、社務所前で神酒を酌み交わし武勲を誓い合
います。相馬民謡同好会による
「相馬流れ山」踊り演舞や相馬中村藩
古式炮術演武、相馬高校太鼓部による相馬太鼓が披露されます。
問・相馬市千客万来館 ☎ 0244-26-4848 場所：相馬中村神社
開催時間：13：20～

7/23

そうまし

相馬市

相馬野馬追 出陣式・お繰り出し
そ うま の ま お い

し つ じ ん し き・お く り だ し

相馬氏の祖といわれている平小次郎将門が一千有余年
の昔、新しい軍事力として馬の活用を考え、下総国葛飾
郡小金ヶ原（現在の千葉県北西部）に野馬を放ち、敵兵
に見立て野馬を追い、馬を捕らえる軍事訓練として、ま
た、捕らえた馬を神前に奉じ妙見の祭礼として行った
ことが始まりと伝えられています。現在は7月末の土・
日・月の3日間に相馬野馬追を開催し、500余騎の甲冑に
身をかためた騎馬武者が腰に太刀、背に旗指物をつけ
て豪華絢爛で勇壮な戦国絵巻を繰り広げます。

毎年7月最終土・日・月曜日の3日間にわたり、相馬地方の
各市町村と、相馬中村神社（相馬市）、相馬太田神社（南
相馬市原町区）、相馬小高神社（南相馬市小高区）の3つ
の神社、各地区の騎馬会によって開催される伝統行事で
す。昭和53年（1978年）には国の重要無形民俗文化財に
指定されました。
相馬中村神社で行われる総大将の出陣式の後の宇多郷
お繰り出しでは、御鳳輦、総大将をはじめとした騎馬行
列などとても迫力があり、歴史を感じることができます。

問：相馬野馬追執行委員会事務局
（南相馬市観光交流課内） ☎ 0244-22-3064
場所：南相馬市原町区（雲雀ヶ原祭場地）等

問：相馬市千客万来館 ☎ 0244-26-4848
場所：相馬中村神社 開催時間：8：30～

7/27～31

こおりやまし

郡山市

サマーフェスタ IN KORIYAMA

2016ビール祭り
さまーふぇすた

いん

こおりやま

2016

7/29
～8/7

びーるまつり

いわきし

いわき市

第3回WBSC U-15ベースボール

ワールドカップ2016 in いわき

だい3かい だぶりゅびーえすしー

あんだー15 べーすぼーるわーるどかっぷ 2016 いん いわき

ドイツのオクトーバーフェスト郡山版。ド
イツバンドの演奏を聴きながら、生ビール
や地元素材を生かした料理が楽しめます。
縁日広場や遊具コーナーもあり、子どもか
ら大人まで大騒ぎのイベント！
問：サマーフェスタIN KORIYAMA2016実行委員会 ☎ 024-921-2600
場所：開成山公園自由広場
時間：17：00～21：00（水～金）14：00～21：00
（土、
日）
※入場は20：30まで

7/30

こおりやまし

郡山市

© Gettyimages/SamuraiJapan

世界野球・ソフトボール連盟主催により、
隔年で開催される、
15歳以下の
各国・地域代表選手で競われる野球の国際大会である
「第3回WBSC U-15
ベースボールワールドカップ2016 in いわき」
がいわき市で開催され、
世
界から12チームが参加いたします。
全試合入場無料で観戦いただけます。

湖まつり
みずうみまつり

問：第3回WBSC U-15ベースボールワールドカップ2016 inいわき
開催支援委員会 事務局 ☎ 0246-38-9306 URL:http://iwaki-u15.com/
場所：いわきグリーンスタジアム・南部スタジアム・平野球場

猪苗代湖の素晴らしさを実感するととも
に、
その恵みに感謝する祭りです。
タライ舟体験、魚つかみ大会など、湖畔な
らではの催しがあり、
家族連れなど大勢の
人で賑わいます。
夜には湖上花火大会も開
催されます。

日程：オープニングラウンド 7月29日
（金）～8月2日
（火）
スーパーラウンド・順位決定ラウンド 8月4日
（木）～8月6日
（土）
ファイナル
（決勝戦・3位決定戦）8月7日
（日）

問：郡山市湖南まつり実行委員会 ☎ 024-983-2117
場所：湖南町舘浜・舟津公園地内 時間：10：30～

7/30

ならはまち

楢葉町

7/30・31

Hulaと世界の美食の祭典
ふらと

せかいのびしょくのさいてん

「第3回WBSC U-15ベースボールワールドカップ2016 in いわき」に併せ
て開催される食のイベントです。
大会出場国の郷土料理や福島県内の郷
土料理を実演販売します。その他、郷土芸能やフラダンス等のステージ
イベントも開催されます。

町制施行60周年記念イベント

楢葉町サマーフェスティバル2016
ちょうせいしこう60しゅうねんきねんいべんと

いわきし

いわき市

ならはまちさまーふぇすてぃばる2016

6年ぶり、楢葉町のサマーフェ
スティバルが帰ってきます。
地 元 の 方々等 による 熱 い ス
テージイベントを始め、お笑い
芸人や豪華アーティスト多数
出演のライブステージを開催。
さらに、楢葉の夏を彩るプロ
ジェクトマッピング や 花 火 な
ど、小さなお子さんから大人ま
で一日中楽しめるイベント盛りだくさん！風情溢れる楢葉町で最高の思い
出づくりをしてみませんか。

問：Hulaと世界の美食の祭典開催委員会 ☎ 0246-38-9306
場所：21世紀の森公園内（いわきグリーンスタジアムと隣接）

7/30・31

いわきし

いわき市

第15回おなはま海遊祭
だい15かい

おなはまかいゆうさい

いわき花火大会のプレイベントとして開催されます。
アクアマリンパー
ク前の海上を舞台に、
キッズボートやジェットスキー、
バナナボート、
ク
ルーザーなどの体験乗船、
アクロバットジェットスキーのデモンストレー
ションなどが行われ、
陸上ではステージショーや子供の広場、
フリーマー
ケット、
物産展などさまざまなイベントが行われます。

問：楢葉町役場新産業創造室 ☎ 0240-23-6105
場所：楢葉町天神岬スポーツ公園 時間：10：00～ 入場料：無料

問：おなはま海遊祭事務局 ☎ 0246-53-5677
場所：小名浜アクアマリンパーク 時間：10：00～16：00
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7/30

しもごうまち

下郷町

小野祭礼
おの

7/30

さいれい

2016なこそ

小野岳のふもとにある小野観音堂で、
昔から行
われている祭礼です。
この観音堂は御蔵入三十
三観音第十番札所であり、昔から縁結び・安産
祈願のパワースポットでもありました。
「ここ
で出会った二人は結ばれる」
という言い伝えも
あります。この日は、今では珍しくなった木版
刷りのおみくじを引くこともできます。
このお
みくじで、
あなたの運勢を占ってみては？
問：下郷町役場産業課商工観光係 ☎ 0241-69-1144
場所：小野観音堂 時間：16：00～20：00

7/30

よつくら

ねぶたと

問：なこそ夏祭り実行委員会 ☎ 0246-63-6521
場所：植田町商店街パティオ通り・鮫川河川敷
時間：サンバパレード17：10～17：50
いわきおどり：18：00～19：30
花火大会20：00～21：00
（雨天7月31日（日）に順延 ※サンバパレードは順延なし）

木版刷りのおみくじ

いわきおどりのゆうべ

子どもから大人まで、
企業や団体がチームを作り
四倉商店街を踊り歩きます。
その後ろには勇壮な
武者絵やキャラクターのねぶたの山車が続き、
道
の駅よつくら港から新町通り・仲町本町通り・駅前
通りの約2㎞を踊り流します。
その後、
色鮮やかな
ねぶた・ねぷたが登場！いわきおどりは勿来と共に
皮切りとなります。

7/30・31

こおりまち

桑折町

諏訪神社例大祭・御柱祭
すわじんじゃれいたいさい・おんばしらまつり

毎年7月に五穀豊穣を祈願した例大
祭が行われ、町内の山車5台が御輿と
激しくぶつかり合う姿は圧巻です。
今年は7年に一度の御柱祭も行われ
ます。氏子たちが神木を曳いてゆく
勇壮な姿を是非お楽しみください。

問：四倉夏まつり実行委員会 ☎ 0246-32-2900
場所：四倉築港～四ツ倉駅前広場
時間：開会式：18：00～ いわきおどり18：30～

7/30
～8/20

いわきし

いわき市

問：諏訪神社社務所 ☎ 024-582-2528
場所：諏訪神社
時間：30日
（土）
8：00～22：00
31日
（日）9：00～23：00

アートミーティング田人の森に遊ぶ2016
あーとみーてぃんぐ

たびとのもりにあそぶ

2016

70名程度の国内外の作家・パフォーマーを迎え、現
代美術作品の展示や、舞踊・音楽等のパフォーマン
スを実施します。
廃校となった南大平分校と田人二
小をメイン会場とし、
廃校の内外や田人町内の自然
をキャンバスに、
想いおもいの作品を展示します。

7/30
・31

しらかわし

白河市

しもごうまち

下郷町
だい11かい

第11回下郷ふるさと祭り 楽しもごう2016
＆ 第３回會津YOSAKOI～夏の陣～

しもごうふるさとまつり

たのしもごう2016

あんど

だい3かい

あいづよさこい

～なつのじん～

下郷の夏といえばこのイベント！よさこいあり、郷土料理あり、打ち上
げ花火あり！みんなで下郷の夏を楽しもう！「第3回會津YOSAKOI～夏
の陣～」
も同時開催！迫力満点のよさこいを見に行こう！

問：アートミーティング実行委員会
田人地域振興協議会事務局（田人支所）☎ 0246-69-2111
場所：田人町（南大平分校、田人二小、野外）

7/31
～11/27

なつまつり

平成8年に市民参加型の花火大会にしようと
勿来青年会議所などが中心となって約40年
ぶりに復活した花火大会です。
いわき市の夏
の一大風物詩である「いわきおどり」の先陣
をきって実施され、
サンバパレードや花火大
会と一連の流れで開催されることから、
盛大
な賑わいをみせるお祭りの一つです。

四倉ねぶたといわきおどりの夕べ

いわきし

いわき市

2016なこそ夏まつり

いわきし

いわき市 いわきおどり勿来大会・なこそ鮫川花火大会・サンバパレード

しらかわマルシェ
しらかわ

まるしぇ

白河市をはじめ、
西白河・東白川の生産者が集結し、
特産
品や飲食物を販売する朝市を開催しています。
マルシェ
特製朝ごはん第1弾として、
9時から朝カレーが限定200
食
（200円）
を提供します。
県南地方在住なら個人･団体・
法人問わず出店可能ですのでぜひご参加ください。
問：公益財団法人白河観光物産協会 ☎ 0248-22-1147
場所：白河駅前イベント広場（JR白河駅西側）
期間：6月～11月までの毎月1回開催（ 7/31、8/21、9/25、10/30、11/27）
時間：8：00～11：00まで
（雨天決行・荒天中止）

7/31

かがみいしまち

鏡石町

問：下郷町商工会 ☎ 0241-67-3135 場所：下郷町大川ふるさと公園
時間：30日
（土）14：00～20：30 31日
（日）9：30～18：00

2016 かがみいし田んぼアート
2016

かがみいし

8/4～6

たんぼあーと

ャラが
」かくれキ
「かぐや姫 姿を現します！
ら
8月上旬か

こおりやまし

郡山市

第52回うねめまつり
だい52かい

うねめまつり

奈良時代の
「うねめ」
（宮中の女官）
伝説にち
なんだ郡山最大の祭りです。
うねめ提灯で飾られた街並み、日本一の大
きさを誇るうねめ太鼓の響き、
約6千人が参
加する踊り流しは郡山の夏の風物詩です！

田植えイベント
「豊作祈願田植え祭り」
が終了し、
今年で5回目の田んぼ
アートが完成しました。
「窓から眺める絵本～もう一つの図書館～」
をコン
セプトに、
童謡・童話、
唱歌シリーズから
「桃太郎」
「
、金太郎」
、
に引き続き、
昨年は
「浦島太郎」
、
今年は
「かぐや姫」
をキュートに描いています。
見頃の
時期は、
7月から8月にかけてが色のコントラストが一番はっきりしている
時期です。
9月中旬以降は、
黄金色に変化していく田んぼアートをお楽しみ
ください。
※稲の種類：7種類
（6色：緑と濃い緑があります）
問：鏡石町観光協会 ☎ 0248-62-2118
場所：鏡石町図書館（4階） 観覧期間：6月～10月末（予定）

問：郡山うねめまつり実行委員会

9

☎ 024-921-2610

場所：郡山駅前周辺

8/7

あいづみさとまち

会津美里町

本郷せと市
ほんごう

8/9・10

せといち

問：会津本郷せと市実行委員会
☎ 0242-56-3007
場所：会津美里町本郷地域瀬戸町通り
時間：午前4：00～昼12：00まで

7/31

三春の里夏祭り

みはるまち

三春町

みはるのさとなつまつり

問：三春の里田園生活館☎ 0247-62-8010
時間：10：00～21：00
花火・19：30～20：00

8/6

いわきし

いわき市

第63回いわき花火大会
だい63かい

いわきはなびたいかい

きたかたし

会津若松市 喜多方市

☎ 024-984-2625

ゆがわむら

湯川村

二市一ヶ村日橋川「川の祭典」
に し いっかそん

三春ダム「さくら湖」のほとりを三
春の四季をイメージした花火が
彩ります。屋台コーナーやイワナ
つかみどりなどが行われます。三
春ダム
「さくら湖」
を彩る花火の打
ち上げもあります。

はぎひめまつり

問：磐梯熱海温泉観光協会
場所：磐梯熱海温泉街

あいづわかまつし

7/31

萩姫まつり

南北朝の衣装をまとったミス萩姫が、磐
梯熱海温泉の各旅館主にお湯を分け与え
る献湯祭や、情緒あふれる万灯パレード、
フリーマーケットの「めっけ市」などが開
催されます。今年は萩姫まつり50周年の
記念の年！その記念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る記
念事業「萩姫が歩いた道程をゆく」が開催
中。
7月31日ゴール予定。

400年の伝統を持つ会津本郷焼窯
元を中心に、まだ暗いうちから焼
物の露店が本郷地域瀬戸町通り
に軒を並べます。
釉薬や絵柄など窯元によりそれ
ぞれ違うため、お気に入りの一品
を探すことができ、多くの人で賑
わう会津の夏の風物詩です。

ふくしまの花火大会

こおりやまし

郡山市

にっぱしがわ「かわのさいてん」

イカダ下りに花火大会。
夏満喫のイベントです！
日橋川の花火大会は会津地域でも大きな花火大会の一つです。
ご自分の名前で花火をあげる
こともできます。
お祝いに、
サプライズにどうぞ！ 同日開催されるイカダ下りは皆さんの参加で楽
しく盛り上がる大会です。
スピードを競うスピード部門と、
仮装を競う仮装部門があります。
もちろ
ん自分で参加するのもまた一興です。
※詳細は事務局までお問合せください。
問：日橋川「川の祭典」実行委員会事務局（きたかた商工会）☎：0241-27-3202
場所：
（イカダ下り大会）
日橋川緑地公園上流特設会場
（花火大会）
日橋川緑地公園自由広場特設花火会場
時間：
（イカダ下り大会）9：30～16：00
（予定）
（花火大会）19：30～21：00
（予定）

8/6

こおりやまし

郡山市

ふくやま夢花火
ふくやま

ゆめはなび

昼間は露店や縁日などが催され、子供まつりや大抽選会を
開催。夜は約6,000発の迫力ある花火が夜空を彩ります。
問：ふくやま夢花火実行委員会（富久山町商工会）☎ 024-923-0896
場所：富久山河川敷多目的広場
時間：14：00～（花火大会19：30～）

今年は「市制施行50周年記念大会」
としてグレード
アップした内容で開催します。
創作花火は音楽と花火
の見事なコラボレーションを見せる国内トップクラス
のグレードを誇るスターマイン花火です！またプレイ
ベントの、
おなはま海遊祭は7月30日
（土）
～31日
（日）
、
いわきおどり小名浜大会は8月5日
（金）
です。

問：いわき花火大会実行委員会 ☎ 0246-53-5677
場所：小名浜アクアマリンパーク
（小名浜港1・2号埠頭間）
時間：19：00～20：30

8/14

こおりやまし

郡山市

あさか野夏まつり
あさかの

なつまつり

約10,000発の豪華な花火と露店が、ふるさと安積の夏を演
出します。会場の園内には広大なオープンスペースが広が
り、
くつろぎながらの花火鑑賞が満喫できます。特に観覧
車からの観賞は、
ここでしか味わえない最高の眺めです！
花火は360度どこからでも眺めることができます。
問：あさか野夏まつり実行委員会（安積町商工会）☎ 024-946-2068
場所：郡山カルチャーパーク 時間：15：00～（花火大会19：30～）

いわきエリア 「いわきから感じる復興への足音！」
被災地スタディツアー催行開始！
いわき市
東日本大震災から5年。
－いわきの現状をみてほしい－

▲久之浜漁港の地盤沈下状態。
約1mが沈下しました。

いわき市では、
市内の被災地と観光地を巡るバスツアーを催行中です。
津波被災地
や、
魚の出荷前検査場の視察、
さらにいわき市を飛び出し
「楢葉町」
なども巡ります。
市内の観光地も回りながら楽しく学べるツアーになっております。
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問・申込先：いわき復興支援・観光案内所 ☎ 0246-80-2051
集合場所：いわき市石炭・化石館ほるる
（10：00）、
いわき駅
（10：35）出発
見学箇所：いわき市・楢葉町など各地
実施日：毎週土曜日
（平成28年度 毎週催行）
参加費：一人2,000円
申込方法：個人の方どなたでも申込可。WEBからお申込みください。
※団体旅行での語り部の派遣も承っております。
いわき復興支援・観光案内所までご相談ください。

http://www.iwaki-revival.com/

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
7月1日
（金）～
9月30日
（金）

7月2日
（土）

会津若松「駅からまちなか歴史散策ガイド」

郡山発展の歴史が見える街中散策

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】
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

7月1日
（金）～
9月30日
（金）

会津仏教文化発祥の地

磐梯町を訪れる

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。

安積開拓の地に、水と緑の基礎を築いた先人たちの貴重な歴史を知ること
ができるコースです。

【集合】郡山駅 【所要時間】約5時間25分 【歩行距離】約9㎞
【申込先】郡山駅

【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

7月1日
（金）～
9月30日
（金）

7月14日
（木）

地元で古くから伝わる伝
統行事「きゅうり天王祭」
にお参りし、1年間の無病
息災を願います。
毎年7月14日開催の祭り
では街中にたくさんの露
天が立ち並び、活気溢れ
る祭りです。

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
清瀧寺、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】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

7月23日
（土）～
7月30日
（土）

伝統の「きゅうり天王祭」と須賀川街中散策

【集合】須賀川駅
【所要時間】約4時間
【歩行距離】約5㎞
【申込先】郡山駅

7月17日
（日）

日橋川河川敷と塩川グルメ味わいの旅

喜多方レトロ横丁で昭和にタイムスリップしよう
喜多方の街中が懐かしい「昭和の
町並み」に様変わりします。
レトロ
スタイルでの参加は大歓迎です!
ノスタルジーに浸る大人たち、昔
遊びが新鮮な子どもたち。みんな
が子どもに返る一日をお楽しみく
ださい。

川のまち塩川は舟運と旧米沢街道の宿
場町として栄えました。日橋川河川敷の
遊歩道はオオヨシキリの涼しげなさえず
りが聞こえます。

【受付】塩川駅改札前
【所要時間】約4時間（施設での見学時間含む）
【歩行距離】約4㎞
【起点駅】磐越西線塩川駅 ※予約不要

8月5日
（金）～
8月8日
（月）

【集合】喜多方駅
【所要時間】約4時間20分
【歩行距離】約4㎞
【申込先】喜多方駅

ステージアートフェスティバル！
「喜多方発21世紀シアター」で賑わうまち歩き

7月24日
（日）

芝居・音楽・人形劇・落語に大道芸、全国からプロのエンターテインメント集
団が集結し街中が賑わいます。

【受付】喜多方駅観光案内所（喜多方駅構内）
【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

8月6日
（土）～
8月14日
（日）

おたづき蔵通り 幕末から明治へ
先人たちの息吹を感じるまちあるき

【集合】会津坂本駅
【所要時間】約3時間50分
【歩行距離】約2.5㎞
【申込先】会津坂下町役場
産業課商工観光班

おたづき蔵通りは近世に遡る町割りが良
好に残り、歴史的な建造物が多く残る通
りです。

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】喜多方駅観光案内所（喜多方駅構内）
【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

コースの詳細・お申し込み

真夏の会津坂下町～めぇ山ハイキング～

めぇ山（里山）は標高402m。美し
い里山に分け入れば夏の会津坂
下を堪能できます!
里山のアトリエ坂本分校は地域
の芸術発信拠点。子どもたちも夏
休みの自由研究のアイデアが湧
くこと請け合い!

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。

