
インフォメーション

・ 畑で採れた野菜の料理や果物など美味しい物をたくさん
頂いて感謝！この地域ならではの、今まで食べたことのな
い珍しいものを食べられ、おばあちゃんの秘伝のレシピ
も教えてもらえました。（20代女性）

・ ほぼ100%自給の生活を見せてもらい、普段できない経験をさせてもら
えて嬉しかった。また泊まりに来たいです。（20代女性）

・農村の自然や人に深く接することができて良かった。農業
体験だけでなく、歴史や神社など良いところを沢山教え
てもらい、地域に親しみがわきました。もっともっと知っ
ていきたいと思いました。（20代男性）
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何度来ても楽しめるからリピーターも増えています！

お楽しみもいっぱい！　体験施設＆祭り・イベント情報

また お
いでね～

！

楽しみ い
ろいろ！

・ 農村の地域の皆さんと交流できたことは大変有意義でした。普段の仕事
のヒントとなることも感じることができました。（40代男性）

・ 農家の皆さんの普段の生活を見て話を聞けて、改めて自分の生き方を
考えるきっかけになりました。人の生き方について考えました。貴重な体
験ができてありがとうございました。（30代男性）

・ あたたかいおもてなしに心が癒やされました。ゆっくりと農村で過ごす時
間は、自分について考えを巡らせる機会となりました。
農家民宿に泊まらなかったら出会えなかった地域の
皆さんと交流でき、とても刺激的でした。また訪れた
いです！（40代女性）

くだもの狩り

ガラス製品製作、こけしの絵付けなど

バードウォッチング

縄文ものづくり体験、縄文体験

和紙漉き体験

二本松万古焼・二本松焼 陶芸体験

カヌー体験

霊山太鼓

竹細工・木工など

ピザ焼き体験、木工・竹細工など

座禅体験

工場見学

史跡・文化財散策 

機織り体験

座禅・陶芸体験

民話体験

体験内容 問い合わせ先 実施場所
℡024-531-6428

℡024-593-0105

℡024-531-8411

℡024-573-0015

℡0243-61-3200

℡0243-23-2195

℡0243-46-4111

℡090-4888-0646

℡024-586-2647

℡024-587-1032

℡024-571-1777

℡0243-44-3354

℡0243-34-1170（アサヒビール福島工場）

℡024-585-2967

℡024-565-4889

℡024-566-2044

℡0243-48-2040

℡0243-24-8096

フルーツライン沿いなど

四季の里工芸館

小鳥の森

じょーもぴあ宮畑

和紙伝承館（道の駅安達内）

㈲井上窯

阿武隈漕艇場

霊山町内各地

りょうぜん里山がっこう

つきだて交流館もりもり

岩角寺

町内各地

おりもの展示館

常泉寺

フォレストパークあだたら

森の民話茶屋

（福島市観光案内所）

（四季の里工芸館）

（小鳥の森ネイチャーセンター）

（じょーもぴあ宮畑）

（二本松市和紙伝承館）

（㈲井上窯）

（福島県カヌー協会）

（霊山太鼓保存会）

（福島ふるさと体験スクールやまとだ）

（りょうぜん里山がっこう）

（つきだて交流館もりもり）

（岩角寺）　

℡0243-36-3175（東北協同乳業）

（国見町まちづくり交流課）

（おりもの展示館）

（常泉寺）

（フォレストパークあだたら）

（大玉村産業課）

※予約の要・不要や実施時間など、事前にお問い合わせの上お出かけください。

クラフト体験、組み木、
生活雑貨づくりなど

森のガイド、
木の枝クラフト作り体験など

アサヒビール福島工場
東北協同乳業※団体のみ

福島ふるさと体験スクール
やまとだ

福
島
市

二
本
松
市

伊
達
市

本
宮
市

国見町

川
俣
町

大
玉
村

 8月予定　 霊山太鼓まつり［伊達市］
350年余り前から伊達市霊山町に伝わる祭りで、力強い太鼓の音
と響きに元気をもらえます。
問／伊達市霊山総合支所　TEL024-586-3404

 8月上旬　 おおたま夏まつり［大玉村］
様々なステージイベントや、三角くじ抽選会、会場から300m先で打ち
上げられる迫力満点の花火大会などが行われ、多くの観客が訪れます！
問／大玉村産業課商工観光係　TEL0243-24-8096

 8月上旬の2日間　 福島わらじまつり［福島市］
長さ12m・重さ2tの日本一の大わらじを奉納した後、平成わらじ
音頭の踊り流しや、ラップ調にリメイクしたダンシングそーだナ
イトを情熱的に踊り続けます。
問／福島わらじまつり実行委員会（福島市商工会議所内）
　　TEL024-536-5511

 8月下旬　 川俣シャモまつり［川俣町］
川俣町の特産品であり福島県ブランド認証地鶏である「川俣シャ
モ」を、存分に味わうことができるイベントです。
問／川俣町産業課　TEL024-566-2111

 9月予定　 義経まつり［国見町］
奥州藤原泰衡軍と源頼朝軍が激戦を繰り広げた舞台を再現した祭り。
源義経達に扮した一行が練り歩く勇敢な「義経公行列」は見もの。
問／国見町企画情報課　TEL024-585-2217

 10月4日～6日　 二本松の提灯祭り［二本松市］
350年以上の伝統を誇る、二本松市を代表するお祭りの一つ。一番
の見どころは4日夜の宵祭りで、7台の太鼓台がお囃子に合わせて
市街地を練り歩きます。
問／二本松市観光課　TEL0243-55-5122

 10月中旬予定　ふくしまバーガーサミット2017in桑折［桑折町］
桑折町ふれあい広場に県内外から25種類以上のバーガーが集結
し、東日本ご当地バーガーグランプリを決定します。
問／桑折町商工会青年部　TEL024-582-2474
 
 10月の第四土曜日を挟む金～日　もとみや秋祭り［本宮市］
150店以上の露店が並び、賑やかな先囃子、勇壮な男衆の裸神輿、女
性が担ぐ華やかな真結女御輿で盛り上がる本宮の秋の風物詩です。
問／本宮市観光物産協会（本宮市商工観光課内）
　　TEL0243-24-5382

農業体験
してみました！

おおたま夏まつり 川俣シャモまつり

福島わらじまつり 霊山太鼓まつり

美
味
し
い
手
料
理
が
楽
し
み
！

と
言
う
人
が
続
出
中
！

一緒に汗を流せば、
心がグンと近づきます

　「農家民宿」は、農家の自宅に泊まり、
豊かな自然の中で農作業体験をしたり、
その土地の習慣や文化に触れることがで
きる、新しい宿泊の
スタイル。故郷に帰っ
た様な懐かしい雰囲
気が味わえます！

「農家民宿」に
泊まろう！

楽 し さ 満 載！　 笑 顔 満 載！

福島県県北農林事務所・福島県県北地方振興局

採れた
ての

新鮮野
菜をガ

ブリ！

おいでよ！

農家民宿
県北の
け ん   ぽ く

福島県



〒964-0203　二本松市木幡字田ノ入 270
TEL：0243-46-2958　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ] 野菜の作付や収穫体験、炭焼き体験、餅つ
き体験、田植えや稲刈り体験、オーナーとの酒盛り

来て！ 見て！ 味わって
！

体験して
！

魅力いっぱい  
　　　県北の農家民宿

NPO法人ゆうきの里東和 
ふるさとづくり協議会
TEL：0243-46-2116
　　 （担当：東和地域グリーンツーリズム推進協議会　民宿担当）
E-mail：yuukinosato@piano.ocn.ne.jp
http://www.touwanosato.net/minsyuku.html

本宮農家民宿連絡協議会
TEL：080-2844-2727（事務局：加藤）
　　　（受付時間 9：00～ 21：00）
E-mail motomiya-minpaku@docomo.ne.jp
http://motomiya-noukaminsyuku.com

［ご利用に当たっての注意点］
●宿泊料金は、大人1泊2食付の料金（平成29年3
月現在）を掲載しています。変更となっている場
合がありますので、詳しくは各施設にお問い合
わせください。

●宿泊はすべて事前予約が必要です。受付締切
などについては、各施設にお問い合わせくだ
さい。

〈伊達市エリア〉

原発事故の前、所有す
る山からスギ、ヒノキな
どを切り出し、地元産
の純粋の無垢材で建て
たペンション風の建物。

〒960-0806　伊達市霊山町山戸田花水 6
TEL：024-586-2647　　
宿泊料金（税込）／ 6,000 円 ※体験料は要相談

[ イチオシ農村体験 ] 稲刈り体験、あんぽ柿つくり体験、季節の
野菜の収穫体験、郷土料理の調理体験、竹細工・木工体験

福島ふるさと体験スクール　やまとだ1

自然の中で色々な農業
体験ができます。夜は
きれいな星を見ながら
一杯やりましょう。カ
エルの大合唱が盛り上
げてくれますよ。

〒964-0433　二本松市百目木字岩下 18
TEL：0243-56-2360
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ]トマトやりんごの収穫体験

マルエイ6

採れたての野菜たっぷ
りの料理でお待ちして
ます。珍しい飛べない
鳥「エミュー」もぜひ見
てください。お待ちし
ております！

〒964-0202　二本松市針道字入柿ノ作 2
TEL：0243-46-2913　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ]野菜の収穫体験、オーナーとの酒盛り

大野農園
おお　の　 のう  えん

4

〈二本松市エリア〉

イタリアンの農家レスト
ランもやってます。美
しい景色と満天の星空
を眺めながら、ゆっく
りとお過ごしください。

〒964-0111　二本松市太田字一本松 7
TEL：0243-46-2166　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ]なめこピザ作り体験

東和季の子工房3

自然豊かな山里で、安
達太良山から吾妻連峰
まで眺められます。季
節によってはきれいな
雲海も見られるかも！

風の家
かぜ いえ

8

〒964-0203　二本松市木幡字仲山 386
TEL：0243-47-3766　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ]牛の世話の体験

自然の中で体験したい
ことができるりんご農
家です。星もきれいに
見えますよ。かわいい
犬の「シェルティ」も
出迎えます！

〒964-0433　二本松市百目木字平 175
TEL：0243-56-2135　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ]りんごの摘花や収穫体験

まさ7

四季折々の花が咲くこ
の地で直に自然にふれ
て、農業体験をしたり、
夜空の星を眺めたり、
ゆっくり過ごしてみま
せんか。待ってます。

いどばた16

〒964-0203　二本松市木幡字田ノ入 319-6
TEL：0243-46-2972　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ] 野菜の作付や収穫体験、田植えや稲刈り体
験、炭焼き体験、オーナーとの酒盛り

明治25年築の趣のあ
る家です。太い大黒柱
や神棚が自慢！庭も見
て下さいね。

たんご21

〒964-0203　二本松市木幡字杉田 267
TEL：0243-46-2989　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ] 野菜の植付けや収穫体験、オーナーとの酒
盛り

四季折々の農業体験と
うまい有機野菜、地酒
が楽しめます。

agrihome たんとたんと
アグリホ ー ム

14

〒964-0111　二本松市太田字西谷 27-1
TEL：0243-47-3534　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ]野菜の収穫体験、満天の星空観察、オーナー
との酒盛り

田舎料理でおもてな
し。満天の星空を眺め
ながら酒盛りをしま
しょう。

山里の家
やま　さと いえ

13

〒964-0202　二本松市針道字笹ノ田 73
TEL：0243-46-3840　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ]野菜の収穫体験、オーナーとの酒盛り

星空を眺めながら、
ゆったりと我が家で栽
培したぶどうを使った
オリジナルワインでも
一緒に飲みませんか。
お待ちしております。

関場
せき　 ば

20

〒964-0203　二本松市木幡字四方北 32
TEL：0243-46-2984　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ] ぶどうの手入れ作業体験、オーナーとの酒
盛り

最近では珍しい4世代
家族です。空気がきれ
いで、夜は満天の星が
見れる自然豊かな山里
へぜひお越しください。
待ってます！

成上
なり　あげ

19

〒964-0203　二本松市木幡字成上 43
TEL：0243-46-3007　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ] 野菜の収穫体験、稲刈り、牛の世話、草刈
り体験

我が家自慢のお米、野
菜、加工品の数々を広々
とした施設でゆっくり
味わってくださいませ。
お待ちしております。

遊雲の里
ゆ　 う さと

18

〒964-0111　二本松市太田字布沢 282
TEL：0243-47-3434　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ] 野菜の収穫体験、田植えや稲刈り体験、農
作業全般の体験

薪ボイラーのあったか
お風呂です。山の中な
ので何もありません
が、運が良ければイノ
シシに遭えるかも！夜
は地酒を飲み交わしま
しょう。待ってます。

稲香ぴよぴよ荘
いな　か

17

〒964-0201　二本松市戸沢字石塚 81
TEL：0243-46-2216　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ]トマトもぎとり体験、鶏のたまご採り体験

お父さんの作るうまい
米+息子が作るアスパ
ラ＝お母さんの愛情ご
飯♡　農作業体験も出
来ます。

いとうさんち26

〒969-1107　本宮市青田字殕森 28
TEL：0243-33-5570　　
宿泊料金（税込）／ 6,500 円

[ イチオシ農村体験 ]田植え、稲刈り、アスパラの収穫体験

山に囲まれた静かな環
境です。田舎料理のも
てなしですが、ぜひお
越しください。待って
ます。

つくしの郷
さと

25

〒969-1203　本宮市白岩字馬場 14-2
TEL：0243-44-2420　　
宿泊料金（税込）／ 6,500 円

[ イチオシ農村体験 ]野菜の収穫、惣菜作り体験

〈本宮市エリア〉

山里で小さな暮らし、
まんまる苔玉づくり体
験してみませんか。

だんだん24

〒969-1204　本宮市糠沢字高松 242-2
TEL：080-1805-9768　　
宿泊料金（税込）／ 6,500 円

[ イチオシ農村体験 ]苔玉づくり体験

自然豊かな山里で農業
体験をしながら土に触
れたり、料理（うどん
打ちなど）を作ったり
しませんか。尺八の音
色も聞けます。

よもぎた23

〒964-0203　二本松市木幡字四方北 184
TEL：0243-46-4009　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ] 田植え、野菜の植付けや収穫体験、郷土料
理づくり

自然に触れ、食に触
れ、農に触れ、暮らし
に触れ、そして人情に
触れたら心も体も栄養
いっぱい。野菜をいっ
ぱい作って待ってます！

さかいヒル22

〒964-0203　二本松市木幡字堺 198-2
TEL：0243-46-2988
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ] 野菜の収穫体験、星空観察、選べる散歩コー
ス（田園コース、見晴コース）あり、オーナーとの酒盛り

野菜やお米を使ったお
漬物・お菓子を作って
います。色々な面から
見た農業が体験できま
す。ミーネに来てみー
ね !

農家のお宿　Miine
ミーネ

29

〒969-1107　本宮市青田字寄松 100
TEL：0243-24-1363　　
宿泊料金（税込）／ 6,500 円

[ イチオシ農村体験 ]野菜の収穫体験、加工品（漬物・米粉パン・
クッキー）作り

花いっぱいの癒しのひ
と時を過ごしにお越し
ください。

大内農園
おお  うち  のう  えん

33

〒969-1206　本宮市長屋字作之介 15
TEL：0243-44-2164　　
宿泊料金（税込）／ 6,500 円

[ イチオシ農村体験 ]花の植えつけ・収穫体験

山に囲まれた自然豊か
な所です。自家製野菜
で家族総出でお待ちし
ています。

森さん家
もり ち

32

〒969-1204　本宮市糠沢字山中 305
TEL：0243-44-3823　　
宿泊料金（税込）／ 6,500 円

[ イチオシ農村体験 ]野菜の収穫体験

羽山の麓のりんご農家
です。春はりんごの花
が一斉に咲き、秋は
真っ赤なりんごが実る
里山でジャズでも聴い
てのんびりしませんか。

Jazzは4ビート
ジャズ フォー

15

〒964-0201　二本松市戸沢字広曽根山 4-4
TEL：0243-46-2277
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ] りんごの摘花体験（5～6 月）、りんごの収
穫体験（9～10月）

本宮市エリア二本松市エリア

ワンストップ受付窓口も設置しています
きとう わ こ

自然乾燥米のコシヒカ
リや、健康維持にエゴマ
を食べに来てください。
夜は地元のお酒で盛り
上がりましょう。楽し
い話題はおまかせくだ
さい。みなさんを笑い
の世界へ
引き込み
ます！

田ん坊
た ぼう

10

ほっこり、の～んび
り、「なべちゃん」でお
過ごしください。

なべちゃん34

〒969-1103　本宮市仁井田字吹上 37-100
TEL：0243-34-4280　　
宿泊料金（税込）／ 6,500 円

[ イチオシ農村体験 ]野菜の収穫体験

「ほっこ里」は養蚕農家をモデル
につくったスギとヒノキの癒し
の空間です。パンの香りが漂う
里山がっこうの木造校舎で朝
食。米粉ピザ体験で焼き立て満
喫のお昼メニュー。泊まって深

まる出会いとふれ
あいに感動。泊ま
りたい宿には、会
いたい人がいる。

〒960-0804　伊達市霊山町大石字田代 5-1
TEL：024-587-1032　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ]米粉パンまたはピザつくり体験、木工体験、
流しそうめん、野外で砂遊び、ボルダリング、バーベキュー、
農作業体験（ジャガイモ・さつまいも・サヤインゲン収穫）

里山がっこうの家「ほっこ里」2
り

り

わが家の自慢は色鮮やかな季
節の花々と初夏のさくらん
ぼ、秋のりんご。りんごを
使ったシードルなどお酒もた
くさんあります。実り豊な田
舎にぜひ来てみなんしょ！

〒964-0201　二本松市戸沢字稲田 24-2
TEL：0243-46-2664　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ]さくらんぼやりんごの収穫体験、羽山登山、
オーナーとの酒盛り

くまさん5

はやま

安達太良山と吾妻連峰
が一望できる宿。離れ
の「いろり」で田舎料理
とおいしい地元のお酒
で一杯やりましょう！

〒964-0203　二本松市木幡字小滝 83
TEL：0243-46-2970
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ]隠津島神社見学、草取り、野菜の収穫体験、
郷土料理づくり

まとば9

おきつしま

沖縄から移住して頑
張ってます。築100年
近い古民家で日頃の疲
れを癒しに来ませんか。

〒964-0201　二本松市戸沢字宮ノ入 50
TEL：080-3273-2349　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ]野菜の収穫体験、羽山登山

ゆんた11

はやま

自然豊かなふるさと
へ。農業体験も待って
ます!!

蔵
くら

27

〒969-1204　本宮市糠沢字南箕ノ内 15
TEL：0243-44-2861　　
宿泊料金（税込）／ 6,500 円

[ イチオシ農村体験 ]野菜の収穫体験

米・野菜・たまご（本
宮烏骨鶏のたまごもあ
り）。自給自足の田舎
料理でおもてなし。農
業体験もOK！

とぉーでぇー30

〒969-1103　本宮市仁井田字上野台 9
TEL：0243-33-2589　　
宿泊料金（税込）／ 6,500 円

[ イチオシ農村体験 ]野菜の収穫体験

うこっけい
山里の風とちょっぴり
の人情を感じにお越し
ください。

風の庄
かぜ しょう

31

〒969-1201　本宮市稲沢字別当地 119
TEL：0243-44-3785　　
宿泊料金（税込）／ 6,500 円

[ イチオシ農村体験 ]野菜の収穫体験

山里の風とちょっぴり
の人情を感じにお越し
ください。

「まちぼう家」のアッ
チャンです。よろしく!

まちぼう家28
け

け

〒969-1206　本宮市長屋字征矢田 7
TEL：0243-44-2360　　
宿泊料金（税込）／ 6,500 円

[ イチオシ農村体験 ]野菜の収穫体験

昔、塩の道であった旧白
髭宿の奥州西街道沿
いにある昔ながらの宿
です。

てるや四季
し　 き

12

〒964-0111　二本松市太田字白髭 52
TEL：0243-46-2003　　
宿泊料金（税込）／ 6,480 円

[ イチオシ農村体験 ]野菜の収穫体験、田植え・稲刈り体験

しら

ひげじゅく
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至仙台市

至
山
形
市
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相
馬
市

福島駅

庭坂駅

伊達駅

桑折駅

藤田駅

松川駅

安達駅

二本松駅

本宮駅

五百川駅

郡山駅

舞
木
駅

福島
飯坂IC

国見IC

福島西IC

福島大笹生IC

福島JCT

二本松IC

本宮IC

郡山IC 郡山東IC

三春PA
船引三春IC

郡山JCT

松川PA
(ETCスマートIC)

飯
坂
線

阿武
隈急
行

相馬福島道路（工事中）

東北中央自動車道（工事中）

東
北
自
動
車
道

西
道
路

東
北
新
幹
線

東
北
本
線

奥羽本線・
山形新幹線

土湯トン
ネル

穴原温泉

微温湯温泉
信夫温泉

岳温泉

名目津温泉

鷲倉温泉

幕川温泉 赤湯温泉

野地温泉

新野地温泉

高湯温泉

飯坂温泉

土湯温泉

伊 達 市

川 俣 町

二本松市猪苗代町

飯舘村

三春町

桑 折 町

福 島 市

本 宮 市

大 玉 村

国 見 町

米沢市

郡山市

田村市

葛尾村

浪江町

白石市

丸森町

羽山（麓山）

吾妻小富士

フォレストパーク
あだたら

霊山こどもの村

夏無沼自然公園
木幡の幡祭り

合戦場のしだれ桜

クマガイソウ群生

磐
梯
吾
妻

ス
カ
イ
ラ
イン

フル
ーツ
ライ
ン

花見山

隠津島神社本殿

高林寺

岩角山

工場見学

保原総合公園

霞ヶ城
公園 智恵子の生家

うぶかの郷

プリンス・
ウィリアムズ・
パーク

しらさわ直売所
産直さわちゃん

道の駅安達（上り線）道の駅安達
（下り線）

道の駅川俣

道の駅ふくしま東和

道の駅さくらの郷

道の駅つちゆ

道の駅国見
（2017年5月オープン）

つきだて花工房

諏訪神社例大祭諏訪神社例大祭

福島わらじまつり

川俣シャモまつり機織り体験機織り体験

常泉寺

おおたま夏まつりおおたま夏まつり
もとみや秋祭りもとみや秋祭り

中島の地蔵桜

あづま総合運動公園

やながわ希望の森公園
こおり桃源郷
（ピーチロード）

つきだて交流館もりもり

森の民話茶屋 井上窯

和紙伝承館和紙伝承館

岳山ふれあいの森

四季の里

小鳥の森

じょーもぴあ
宮畑

くだもの狩り
りょうぜん
里山がっこう

福島ふるさと体験
スクールやまとだ

阿武隈漕艇場
カヌー体験

4

459

349

金谷川駅

松川駅

安達駅

二本松駅

松川PA

名目津温泉

円東寺

夏無沼自然公園

宮森城跡

わんだの清水

稚児舞台

あじさいロード

小浜城址

木幡の幡祭り

合戦場のしだれ桜

安達ヶ原ふるさと村
クマガイソウ
群生

隠津島神社本殿

諏訪神社

高林寺

治陸寺

道の駅安達（上り線）道の駅安達
（下り線）

道の駅川俣

道の駅ふくしま東和

道の駅さくらの郷

智恵子の生家
中島の地蔵桜

和紙伝承館
阿武隈漕艇場
カヌー体験

二本松市エリア

農家民宿に泊まりながら、観光も！

けんぽく
観光マップ

福島県

県北地方
農家民宿

二本松市エリア 
伊達市エリア 

本宮市エリア

～

～
～

体験施設、
祭り・イベント

その他の
観光スポット

福島市

二本松市

国見町

桑折町

伊達市

川俣町

本宮市

大玉村

季節ごとに美味しい果物が収穫できる福島市。
春は花見山、秋は磐梯吾妻スカイラインの紅葉
など四季折々の景色が楽しめます。飯坂温泉・
土湯温泉・高湯温泉と泉質の異なる三つの温泉
地があります。

名峰安達太良山に抱かれた城下町・二本松市。
春は桜、秋には二本松の菊人形や二本松の提
灯祭り、冬はスキーや名湯岳温泉など、四季を
通じて楽しむことができます。

福島県中通りの最北端に位置する「くだものと
歴史のまち」。古くから奥州街道の要衝として交
通の便にも恵まれ、国指定史跡の阿津賀志山
防塁など多くの史跡が点在し、義経ゆかりの町
としても知られています。

「献上桃の郷」桑折町は福島県の北部に位置し、
緑豊かな半田山と桃の花が咲くと一面がピン
ク色になる「こおり桃源郷」など自然豊かな町で
す。特産の桃は23年連続皇室へ献上しており
国内最高品質を誇っています。

福島県中通り北部に位置し、桃やあんぽ柿など
一年を通して果物の栽培が盛んな地域です。伊
達氏発祥の地で、ゆかりの史跡が多く残ってい
ます。国指定史跡及び名勝の「霊山」には、紅葉
の時期を中心に多くの観光客が訪れます。

阿武隈山系の豊かな自然に恵まれた町です。技
術が光る川俣絹（シルク）、福島県ブランド認証
地鶏の川俣シャモ、日本最大級のフォルクロー
レの祭典コスキン・エン・ハポンなど、多彩な魅
力があります。

根菜類や鶏肉などの具材を、細
かく賽の目に切りしょう油で味を
調えた汁物。今でも冠婚葬祭の
時などに食べられる伝統的な料
理です。

スルメとにんじんを細切りにし
て醤油・みりん・日本酒などで味
付けをした郷土料理。各家庭で
作られ、お酒のおつまみやおか
ずとしても親しまれています。

福島県の中央に位置する「福島のへそのまち」。
古くから交通の要衝として栄え、市の西側には
安達太良山を望み、中央に阿武隈川が流れ、里
山風景を残す自然豊かなまちでもあります。

「日本で最も美しい村連合」に加盟している自然
が豊かな村。2015年に世界初となるマチュピ
チュ村との友好都市協定を締結し、交流を深め
ています。

なつかしい味わいでおもてなしします！

ざ
く
ざ
く

い
か
に
ん
じ
ん

大根・人参・油揚げ等を甘じょっぱ
く炒め煮にした家庭料理。給食で
も出される定番メニューで、おも
ちにからめて食べるのが人気。

ひ
き
な
い
り

NEW
SPOT

2017年5月3日
にオープンする、
福島県初の宿泊
ができる道の駅。
農産物直売所の
ほか、レストラン、
カフェ、子育て世代支援施設、バンケット施設
等も完備しています。
宿泊料／7,000円予定（朝食付・税込）※要予約
　　　伊達郡国見町大字藤田字日渡二18-1
　　　問／国見まちづくり株式会社　
　　　　　TEL024-585-2132

道の駅国見 あつかしの郷「国見ステイ 風道」

代表的な県北地方の

郷土料理



インフォメーション

・ 畑で採れた野菜の料理や果物など美味しい物をたくさん
頂いて感謝！この地域ならではの、今まで食べたことのな
い珍しいものを食べられ、おばあちゃんの秘伝のレシピ
も教えてもらえました。（20代女性）

・ ほぼ100%自給の生活を見せてもらい、普段できない経験をさせてもら
えて嬉しかった。また泊まりに来たいです。（20代女性）

・農村の自然や人に深く接することができて良かった。農業
体験だけでなく、歴史や神社など良いところを沢山教え
てもらい、地域に親しみがわきました。もっともっと知っ
ていきたいと思いました。（20代男性）

発行／ 福島県県北農林事務所　福島県庁北庁舎 5Ｆ　TEL024-521-2596
 福島県県北地方振興局　福島県庁北庁舎 4Ｆ　TEL024-521-2657
  〒960-8670  福島県福島市杉妻町 2-16

何度来ても楽しめるからリピーターも増えています！

お楽しみもいっぱい！　体験施設＆祭り・イベント情報

また お
いでね～

！

楽しみ い
ろいろ！

・ 農村の地域の皆さんと交流できたことは大変有意義でした。普段の仕事
のヒントとなることも感じることができました。（40代男性）

・ 農家の皆さんの普段の生活を見て話を聞けて、改めて自分の生き方を
考えるきっかけになりました。人の生き方について考えました。貴重な体
験ができてありがとうございました。（30代男性）

・ あたたかいおもてなしに心が癒やされました。ゆっくりと農村で過ごす時
間は、自分について考えを巡らせる機会となりました。
農家民宿に泊まらなかったら出会えなかった地域の
皆さんと交流でき、とても刺激的でした。また訪れた
いです！（40代女性）

くだもの狩り

ガラス製品製作、こけしの絵付けなど

バードウォッチング

縄文ものづくり体験、縄文体験

和紙漉き体験

二本松万古焼・二本松焼 陶芸体験

カヌー体験

霊山太鼓

竹細工・木工など

ピザ焼き体験、木工・竹細工など

座禅体験

工場見学

史跡・文化財散策 

機織り体験

座禅・陶芸体験

民話体験

体験内容 問い合わせ先 実施場所
℡024-531-6428

℡024-593-0105

℡024-531-8411

℡024-573-0015

℡0243-61-3200

℡0243-23-2195

℡0243-46-4111

℡090-4888-0646

℡024-586-2647

℡024-587-1032

℡024-571-1777

℡0243-44-3354

℡0243-34-1170（アサヒビール福島工場）

℡024-585-2967

℡024-565-4889

℡024-566-2044

℡0243-48-2040

℡0243-24-8096

フルーツライン沿いなど

四季の里工芸館

小鳥の森

じょーもぴあ宮畑

和紙伝承館（道の駅安達内）

㈲井上窯

阿武隈漕艇場

霊山町内各地

りょうぜん里山がっこう

つきだて交流館もりもり

岩角寺

町内各地

おりもの展示館

常泉寺

フォレストパークあだたら

森の民話茶屋

（福島市観光案内所）

（四季の里工芸館）

（小鳥の森ネイチャーセンター）

（じょーもぴあ宮畑）

（二本松市和紙伝承館）

（㈲井上窯）

（福島県カヌー協会）

（霊山太鼓保存会）

（福島ふるさと体験スクールやまとだ）

（りょうぜん里山がっこう）

（つきだて交流館もりもり）

（岩角寺）　

℡0243-36-3175（東北協同乳業）

（国見町まちづくり交流課）

（おりもの展示館）

（常泉寺）

（フォレストパークあだたら）

（大玉村産業課）

※予約の要・不要や実施時間など、事前にお問い合わせの上お出かけください。

クラフト体験、組み木、
生活雑貨づくりなど

森のガイド、
木の枝クラフト作り体験など

アサヒビール福島工場
東北協同乳業※団体のみ

福島ふるさと体験スクール
やまとだ

福
島
市

二
本
松
市

伊
達
市

本
宮
市

国見町

川
俣
町

大
玉
村

 8月予定　 霊山太鼓まつり［伊達市］
350年余り前から伊達市霊山町に伝わる祭りで、力強い太鼓の音
と響きに元気をもらえます。
問／伊達市霊山総合支所　TEL024-586-3404

 8月上旬　 おおたま夏まつり［大玉村］
様々なステージイベントや、三角くじ抽選会、会場から300m先で打ち
上げられる迫力満点の花火大会などが行われ、多くの観客が訪れます！
問／大玉村産業課商工観光係　TEL0243-24-8096

 8月上旬の2日間　 福島わらじまつり［福島市］
長さ12m・重さ2tの日本一の大わらじを奉納した後、平成わらじ
音頭の踊り流しや、ラップ調にリメイクしたダンシングそーだナ
イトを情熱的に踊り続けます。
問／福島わらじまつり実行委員会（福島市商工会議所内）
　　TEL024-536-5511

 8月下旬　 川俣シャモまつり［川俣町］
川俣町の特産品であり福島県ブランド認証地鶏である「川俣シャ
モ」を、存分に味わうことができるイベントです。
問／川俣町産業課　TEL024-566-2111

 9月予定　 義経まつり［国見町］
奥州藤原泰衡軍と源頼朝軍が激戦を繰り広げた舞台を再現した祭り。
源義経達に扮した一行が練り歩く勇敢な「義経公行列」は見もの。
問／国見町企画情報課　TEL024-585-2217

 10月4日～6日　 二本松の提灯祭り［二本松市］
350年以上の伝統を誇る、二本松市を代表するお祭りの一つ。一番
の見どころは4日夜の宵祭りで、7台の太鼓台がお囃子に合わせて
市街地を練り歩きます。
問／二本松市観光課　TEL0243-55-5122

 10月中旬予定　ふくしまバーガーサミット2017in桑折［桑折町］
桑折町ふれあい広場に県内外から25種類以上のバーガーが集結
し、東日本ご当地バーガーグランプリを決定します。
問／桑折町商工会青年部　TEL024-582-2474
 
 10月の第四土曜日を挟む金～日　もとみや秋祭り［本宮市］
150店以上の露店が並び、賑やかな先囃子、勇壮な男衆の裸神輿、女
性が担ぐ華やかな真結女御輿で盛り上がる本宮の秋の風物詩です。
問／本宮市観光物産協会（本宮市商工観光課内）
　　TEL0243-24-5382

農業体験
してみました！

おおたま夏まつり 川俣シャモまつり

福島わらじまつり 霊山太鼓まつり


