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■長床の紅葉見頃
　10月下旬～11月下旬
■拝観料
　大人300円（250円）
　高校生200円（150円）
　中学生以下無料
　※（）内は20名以上の団体料金
■問い合わせ
　新宮地区重要文化財保存会
　TEL：0241-23-0775

■開催日時
　11月21日（土）
　9：00～14：00
■料金（※要予約）
　大人500円
　中学生以下300円
　（当日申込みは200円増）
■問い合わせ
　秋の喜多方
　長床ウォーク実行委員会
　TEL：0241-24-5319

■開催期間
　11月15日（日）
　　　～22日（日）
　17：30～19：30

■開催日時
　12月31日（木）
　23：00頃～

長床ウォーク長床 大イチョウ
　  ライトアップ

絵ろうそくまつり

絵ろうそくまつり

長床ウォーク
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大イチョウライトアップ

　喜多方のお祭りや風景写真など、「観光ポスターやパンフレットなど
で喜多方を広く宣伝できる写真」をテーマに、蔵のまち喜多方観光写
真コンテスト応募作品を現在募集中です！
　みなさまの自慢の写真をお待ちしております！応募用紙が入手できな
い場合は郵送やFAXでの送付も承りますのでご連絡ください！

　7月16日、ロンドンで開かれた世界最大級のワイン品評
会インターナショナル・ワイン・チャレンジ（ＩＷＣ）で、
300蔵元876銘柄の中から日本酒部門の最優秀賞「チャ
ンピオン・サケ」に、ほまれ酒造の「会津ほまれ　播州産山
田錦仕込　純米大吟醸酒」が選ばれました！県内蔵元で
初の世界一という快挙を達成しました！
　唐橋裕幸社長は授賞式で、「風評に負けずに県内の酒
蔵が一丸となって切磋琢磨してきた成果です。未来への夢
や希望、誇りになればうれしい。県産品の風評払拭の助け
になればいいと思う。」と話しています。
　さらに、夢心酒造の「夢心」も普通酒の部でトロフィー
を受賞、純米酒の部で笹正宗酒造の「特別純米 笹正宗」
が、産地を称賛する福島トロフィーに選ばれました。

蔵のまち喜多方 観光写真コンテスト

締め切り迫る！

写真専門店で出力したカラープリント四切（ワイド可）
喜多方市内全域、北塩原村（大塩・北山地区の蔵に限る）
■グランプリ　1点　賞金5万円、賞状及び副賞
■蔵めぐり特別賞　6点　賞金2千円、賞状及び副賞
《春夏秋冬部門》
■金賞　各季節1点　賞金1万円、賞状及び副賞
■銀賞　各季節1点　賞金5千円、賞状及び副賞
■金賞　各季節1点　賞金3千円、賞状及び副賞
平成27年11月30日（月）必着
平成28年1月上旬
喜多方観光物産協会　TEL：0241-24-5200

応募要件
撮影エリア
　 賞 　

応募締切
発 表
問い合わせ

どの写真も
とっても

綺麗だな～♪

トロフィー受賞酒
〈純米吟醸酒・純米大吟醸酒〉
■トロフィー、チャンピオン・サケ
　会津ほまれ
　播州産山田錦仕込
　純米大吟醸酒（ほまれ酒造）
〈普通酒〉
■トロフィー　夢心（夢心酒造）

〈普通酒〉
■金　　　賞　夢心（夢心酒造）

〈純米酒〉
■福島トロフィー　特別純米  笹正宗（笹正宗酒造）

メダル受賞酒・大会推奨酒
〈純米酒〉
■金　　　賞　特別純米  笹正宗（笹正宗酒造）
■大会推奨酒　奈良萬  純米酒  無ろ過瓶火入れ（夢心酒造）
〈純米吟醸酒・純米大吟醸酒〉
■金　　　賞　会津ほまれ  播州産山田錦仕込  純米大吟醸酒（ほまれ酒造）
■銀　　　賞　笹正宗  純米大吟醸原酒  生一本（笹正宗酒造）
■大会推奨酒　純米大吟醸  いのち（大和川酒造店）
〈本醸造酒〉
■大会推奨酒　会津ほまれ  しぼりたて生  本醸造生原酒（ほまれ酒造）
〈吟醸酒、大吟醸酒〉
■銅　　　賞　会津ほまれ  大吟醸酒（ほまれ酒造）
〈スパークリング〉
■大会推奨酒　奈良萬  純米生酒
　　　　　　　おりがらみ（夢心酒造）

日本酒
お さ け喜
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お一人様 3,800円（昼食･拝観･見学料含む）
20名（最小催行人員15名）
11月2日（月）
【喜多方駅】8：50　【西四ツ谷観光駐車場】9：00

旅行代金
募集人員
出  発  日
集合場所

喜多方駅 ─ 西四ツ谷観光駐車場 ─ 徒歩にて熊倉宿散策・杉の下墓地 佐藤銀十郎・中根米七の墓・舟形の湯殿山碑・光明寺・川瀬みそ醤油

店（検断屋敷跡）・高柳 渡部邸 ─ 雄国農園 百日紅館 ─ 関柴町 閑月窯 ─ 慶徳町 新宮熊野神社 長床 ─ 喜多方駅 ─ 西四ツ谷観光駐車場
〈9：20～11：20〉〈9：00〉〈8：50〉

〈12：00～13：00〉 〈13：10～13：30〉 〈13：50～14：30〉 〈14：40〉 〈14：50〉

×
  

昼  ×

知らなかった喜多方の
魅力に出会える旅

～ 旧米沢街道「熊倉宿」と新そば「長床の大イチョウ」 ～

美蔵紀行2015
びっ    くら

〈見どころ〉  光明寺千手観音、検断屋敷跡の宝篋印塔、高柳渡部邸の縞柿の間、雄国農園からの眺め、新宮熊野神社「長床」

【イベント企画・問合せ】喜多方観光物産協会　TEL.0241-24-5200
【申込み・旅行企画・実施】喜多方観光バス㈱　　TEL.0241-21-1100　  福島県知事登録旅行業  第 2-312 号  総合旅行業務取扱管理者  石嶋 和義
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- Event I
nformation - そばまつり

イベント

10月17日㈯・18日㈰
山都新そばまつり

■時間／10:00～16:00
　　　 （18日～15:00）
■場所／みちくさ通り
■料金／1杯600円～

問合せ／同実行委員会 ☎0241-38-3831

10月17日㈯・18日㈰
会津たかさと雷神新そばまつり

■時間／11:00～13:00
　　　　16:00～18:00
■場所／そでやま夢交流館
■料金／大人3,500円
　　　　小学生2,500円

問合せ／ふれあいランド高郷 ☎0241-44-2888

11月1日㈰予定
雄国新そばまつり

■時間／未定　■場所／おぐにの郷
■料金／そばセット1,000円（予定）
問合せ／おぐに交流の郷 会長齋藤 ☎0241-25-7038

11月3日（火・祝）
岩月新そばまつり

■時間／10:00～15:00（予定）
■場所／岩月交遊館 岩月夢想館
■料金／1杯500円（予定）
問合せ／同実行委員会 ☎0241-22-1324

11月23日（月・祝）
■時間／10:00～15:00　■場所／塩川蔵史館
■料金／前売り500円、当日600円
問合せ／同実行委員会 ☎0241-27-2122

ウォーク＆スポーツ

10月4日㈰

第2回
日中線秋のしだれ桜延長ウォーク

■時間／7:30受付
■場所／日中線記念館集合  ■料金／1,000円
問合せ／NPO法人日中線しだれ桜プロジェクト ☎0241-22-1026

10月25日㈰
大滝トレッキング

■時間／8:00～14:00
■場所／川入地区　■料金／1,500円
問合せ／山都地区グリーン･ツーリズム推進協議会 ☎0241-38-3831

10月31日㈯
黒森山秋登山

■時間／7:50～15:00
■場所／熱塩加納総合支所前集合
■料金／大人1,000円、子供500円
問合せ／同実行委員会 ☎0241-36-2115

11月1日㈰
たかさとリバーサイドウォーク

■時間／8:00～
■場所／旧雷神山スキー場　集合
■料金／大人600円、中学生以下300円
問合せ／同実行委員会 ☎0241-44-2114

12月19日㈯
三ノ倉スキー場オープン

■時間／要問合せ　■場所／三ノ倉スキー場
■料金／要問合せ
問合せ／三ノ倉スキー場☎0241-36-2071

美味しい
おそばが
た～くさん！！

遊
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塩川新そばまつり

10月17日㈯・18日㈰
■時間／8:30～　■場所／三ノ倉高原　■料金／1日5,000円

問合せ／NPO法人ひめさゆりくらぶ ☎090-7072-1310

米・こめカップパラグライダー大会

10月12日（月・祝）■時間／9:00～12:00
■場所／御殿場グラウンド  ■料金／無料

問合せ／塩川公民館 ☎0241-27-4174

チャレンジフェスタin塩川

10月17日㈯・18日㈰
■時間／8:30～　■場所／三ノ倉高原内
■料金／ウォーク700円、グラウンドゴルフ1,000円

問合せ／NPO法人ひめさゆりくらぶ ☎090-7072-1310

ひめさゆりクラブ秋色フェスティバル
（グラウンドゴルフ＆ウォーク）

11月3日（火・祝）
■時間／7:00～　■場所／押切川公園スポーツ広場
■料金／小中学生1,000円、高校生1,500円
　　　　一般2,000円、ファミリー2,500円

問合せ／喜多方市体育協会 ☎0241-23-0771

蔵のまち喜多方健康マラソン大会

11月29日㈰ ■時間／9:00～　■場所／押切川公園体育館
■料金／見学無料

問合せ／喜多方市太極拳協会事務局（佐々木） ☎0241-23-0389

太極拳市民交流大会

ふるさとの風景展20周年記念展

問合せ／喜多方市美術館 ☎0241-23-0404

9月12日㈯～10月18日㈰
■時間／10:00～18:00（最終入館17:30 水曜日定休）
■場所／喜多方市美術館　■料金／一般500円、大･高校生300円
　小･中学生200円　※団体割引あり

10月17日㈯・18日㈰
山都みちくさ通り賑わいイベント・手作り屋台市

■時間／10:00～16:00
■場所／山都みちくさ通り

問合せ／山都総合支所　産業課 ☎0241-38-3831

11月3日（火・祝）
2015喝祭きたかた

■時間／9:30～
■場所／ふれあい通り　■料金／無料

問合せ／会津喜多方YOSAKOI庄助踊り実行委員会事務局
　　　　☎090-3756-5364（金今）

11月3日（火・祝）
ふれあい通り秋の歩行者天国

■時間／9:00～17:00
■場所／ふれあい通り
■料金／入場無料
問合せ／島慶園 ☎0241-22-0325

12月24日㈭

日中線記念館
クリスマスイベントライトアップ

■時間／18:00～21:00
■場所／日中線記念館　■料金／無料
問合せ／熱塩加納総合支所 産業課 ☎0241-36-2115

10月31日㈯～11月23日㈪

「大原美術館 所蔵作品展」

せぴろまの夢 ろはロダンの口展

■時間／10:00～18:00（最終入館17:30 水曜日定休）
■場所／喜多方市美術館　■料金／一般500円、大･高校生300円
　小･中学生200円　※団体割引あり

問合せ／喜多方市美術館 ☎0241-23-0404

11月7日㈯・8日㈰
ふれあい喜多方農業まつり

■時間／7日 9:00～16:00
　　　　8日 9:00～15:00
■場所／押切川体育館
■料金／入場無料
問合せ／市農林課 農業振興対策室 ☎0241-24-5235

10月4日㈰
会津ご当地フードフェスティバル

■時間／10:00～15:00
■場所／道の駅 喜多の郷
■料金／出店者により異なる
問合せ／同実行委員会 ☎0241-21-1139

10月17日㈯・18日㈰
会津塩川バルーンフェスティバル

問合せ／同実行委員会 ☎0241-27-2122

10月17日㈯・18日㈰
喜多の郷 収穫祭

■時間／10:00～15:00（予定）
■場所／レストランふるさと亭
■料金／未定
問合せ／喜多方市ふるさと振興㈱ ☎0241-21-1139

11月8日㈰

第40回きらり喜多方市民健康祭
■時間／9:00～14:30
■場所／押切川公園体育館 メインアリーナ北側
■料金／無料

問合せ／市保健課 健康推進室 ☎0241-24-5223

11月23日（月・祝）
蔵ずまいの日 ～まち巡り･蔵めぐり～

■時間／10:00～15:00
■場所／ふれあい通り 他
■料金／無料

問合せ／蔵ずまいの日準備室 ☎090-9427-4421

10月9日㈮～10月18日㈰
お十夜会（願成寺）

■時間／要問合せ　■場所／上三宮町願成寺
■料金／要問合せ
問合せ／願成寺 ☎0241-22-1565

10月2日㈮～10月11日㈰
蔵のまちアート・ぶらりー

■時間／参加施設により異なる
■場所／市内各地
■料金／参加施設により異なる
問合せ／蔵のまちアートぶらりー実行委員会
　　　　（マルサ漆器） ☎0241-23-1103

　き た か た

■時間／6:00～
　　　  （17日のみ18:00～ナイトグロー）
■場所／日橋川緑地公園
■料金／体験搭乗 500円
　　　 （各日100名限定）
　　　 （未就学児無料）

事  前  予  約  制
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