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時間 内容

11:00 県内学生と合流

11:30-12:15 昼食 @市場食堂 いわき市

12:15-12:45 東日本大震災のパネル展示の見学
@いわきららミュウ いわき市

13:00-14:00 震災語り部の講話
@豊間薄磯海岸 いわき市

15:00-15:45 富岡町職員の方からの講話
@さくらモール富岡

15:45-17:00 楢葉町視察 @楢葉町

18:00 いわき湯本温泉「新つた」到着 @いわき市

18:30-19:00 夕食交流会

19:10-20:00 1日目の振り返り

1日目 8月22日（火）
県内学生と交流

昼食@市場食堂
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時間 内容

09:00 湯本の街づくりの講話

10:00-12:00 湯本温泉街歩き

13:00 好間町商工会議所到着

13:00-13:45 好間名物ジャンボメニュー紹介！

14:00-15:00 昼食（好間のジャンボメニュー）

17:00 穴原温泉「ホテル吉川屋」到着
@福島市

18:30-19:00 リフレクション

19:10-20:00 全体交流会

20:00-22:00 報告会準備

2日目 8月23日（水）
湯本の街づくり講話
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福島の魅力



ふくしまの魅力！



私たちのツアーのテーマは…

食 温泉震災
（復興）



食

海
鮮
丼

市場食堂
40年以上いわき市民に愛されてい
る海鮮丼のお店
旬の食材でつくる20種類以上の新
鮮な魚料理を提供している
画像は「海鮮ちらし」
生うにと10種類のお刺身が乗って
おり、ボリューム満点！



よしまジャンボメニュー

・まちおこしのために、平成21年から始まった事業

・震災後は、「震災復興の声はいわきから」をスローガンに

掲げ、毎年ジャンボメニューの催しや津波で被災した商業

施設などを巡るツアーを実施し、地域の活性化に取り組

んでいる

食



ジャンボメニュー紹介

↑そば八
4人前の量のそばに30㎝

のイカ天、さらにワカメが
たっぷりのった「ジャンボ
イカ天そば」

↓めーあべるく
麺500g＋ハンバーグ＋
じゃがいも丸々1個使って
いる、「ジャンボ焼きスパ」

→下坂食肉店
縦20㎝横30㎝
重さ1.4㎏の
「巨大メンチ」

↑B級グルメ食堂大将
通常のラーメンの3倍の量
の「ジャンボ大将ラーメン」



震災（復興）
震災後、復興のためにがんばっている人々がいる

そのがんばっている人々こそ、ふくしまの魅力だ

いわき語り部の会 大河内さん

震災時、津波を実際に目にする、という経験をした
自身の震災体験を語る活動をしている

さくらモールとみおか

4月に避難指示が解除された富岡町で、住民
の帰還を促そうとオープンした複合商業施設
季節ごとに様々なイベントを開催している



震災（復興）

WAI・WAI・SHOP店長 小林さん
・いわき市湯本町でコンビニWAI・WAI・SHOPを
経営している
・湯本町についてとても詳しく、温泉はもちろん
女将の話などもいろいろ知っている
・震災時も商品を販売し続け、地元の方々の助
けになった
・老若男女問わず、地元の方に愛されている



温泉
いわき湯本温泉は、「三箱の御湯」と呼ばれ、道後温泉、有

馬温泉と共に日本の三古泉として知られている。

「雨情の宿 新つた」

・“しゃぼん玉”や“赤い靴”をはじめ

数多くの動揺を手掛けた詩人

野口雨情ゆかりの宿

・自慢の庭園露店風呂は

源泉かけ流し



温泉
フラ女将

いわき湯本温泉でフラダンスを踊る、旅館の女将さんたちのこと

私たちが愛してやまない、いわき湯本温泉を後世まで残したい！という思
いから始まった活動

普段は旅館で心からのおもてなしをし、ある時は町でお客様と語らい、ま
たある時は着物でフラを踊るなど、いわき湯本温泉の魅力を伝えるための
活動をしている



情報発信方法



【テーマ】

福島の今を発信し続けるための
仕掛けづくり



#あづばれふくしま

SNSハッシュタグ拡散作戦



【目的】
福島の魅力を #あづばれふくしまのタ
グにまとめ、多くの人に伝える

【ターゲット】

SNSを利用している人



・県外

受信

広げる

・県内

発信いいね
シェア

[#タグ検索したくなる] [#タグで投稿したくなる]



・実現性

・コスト０

・持続性

・分かりやすさ

・学生らしさ

今日からできる
明日からもできる
三年後もできる

ポイント



実際の#あづばれふくしま のSNS投稿



〈思い〉

首都圏学生：福島のことをずっと心に
留めておけるようにする

県内学生：福島の”今”や”日常”、
”変化”をずっと知ってほしい
と思い続ける

#あづばれふくしま で、福島を取り巻くみんなが発信できるよう
にしたい
今回スタディツアーに参加した人以外も巻き込んで、#あづばれ
ふくしまを盛り上げることで、福島のことを忘れないようにしたい



SNS投稿をベースとして、さらに
取り組みを発展させる

タグの投稿で紹介された
福島の魅力をまとめたフ
リーペーパーの発行

福島の学生が県外の学生
に福島の魅力を案内する
”トモダチツアー”の開催



スタディツアー参加者だけでなく、多くの人を巻
き込むことが必要

県庁などの協力の下、#あづばれふくしまの認
知度を高めるプロモーションを実施

【今後の課題】
→持続可能な取り組みへ
第三者が参加したくなるインセンティブ作り



タグを使って福
島の魅力を発信

投稿を閲覧、
シェア

実際に福島
を訪れ、魅力
を体感

福島の魅力を伝え合う循環を構築



まとめ

・福島の今を発信し続けるためには、

参加者自身の能動的な情報の発信、拡散が必要

・第三者を巻き込むためには、福島に関する投稿

に#あづばれふくしまを使用したレスポンスを行う

など、継続的な活動と積み重ねが重要


