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　　　　　真冬のレンゲ沼に灯る3,000本の
キャンドルは、息をのむ美しさで、灯した数だけ
天使が舞い降りて、幸せになると言われていま
す。（2/19、2/20開催）その他にも冬の裏磐梯な
らではのプログラムが盛りだくさんです。

きたかた
観 光
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 問合せ先   三ノ倉スキー場 ☎0241-36-2071　喜多方市ふるさと振興㈱熱塩加納事業所 ☎0241-36-2272　喜多方市熱塩加納総合支所 ☎0241-36-2115

リフト料金（税込） ※小人は中学生以下

大　人 小　人
1,500円
1,500円
2,500円
200円
2,000円
1,500円
20,000円
24,000円

1,000円
1,000円
1,800円
150円
1,500円
1,000円
10,000円
12,000円

午前券 （  9：00～13：00）

午後券 （13：00～17：00）

1 日 券 （  9：00～17：00）

1 回 券

回数券 （11回）

ナイター券 （17：00～21：00）

シーズン券市内

シーズン券市外

券　　　　種

※スキー・スノーボードスクールは、当日の申し込みでも
　受け付けております。ただし、インストラクター及び生
　徒の人数によっては、お断りする場合もございますの
　で、事前のお申込みをおすすめします。
※休業日・ナイターのみの営業日があります。詳しくは
お問い合せください。

レンタル料金（税込）
1日のレンタルの料金です。

スキー＆スノーボードスクール（税込）受付：山小屋くらら内※貸出の際は、身分証明証の提示が必要です。
※小人は小学生以下

大　人 小　人
3,500円
2,500円
1,700円
3,500円
2,500円
1,700円
3,000円
500円

2,500円
1,700円
1,200円
2,500円
1,700円
1,200円
2,500円
500円

スキーセット
　スキー板
　スキー用ブーツ
スノーボードセット
　スノーボード板
　スノーボード用ブーツ
ウェア
手袋（スキー・スノーボード兼用）

一般レッスン

ジュニアレッスン
（小学2年生～6年生）

キッズレッスン
（4歳～小学1年生）

時間外レッスン

3,000円

4,000円

4,000円

5,000円

6,000円

7,000円

半日2時間 1日4時間

各1,000円増

営業期間12/19㈯～3/21㈪ 
昼 9：00～17：00　ナイター 17：00～21：00
水～土曜はナイター営業もいたします。（12/31～1/5 除く）
  「雪マジ！ふくしま」実施
20～22歳の方は平日限定でリフト券がタダ！
（12/28～31は除く。アプリによる事前登録要）

保存版
きたか

た

スキー場三ノ倉
日本一 好 いてる

スキー場

日　時
平成28年2月19日（金）～21日（日）
場　所 裏磐梯サイトステーション・レンゲ沼

問合せ 裏磐梯雪まつり実行委員会
（裏磐梯観光協会）0241-32-2349

内　容

問合せ
カイギュウランドたかさと
住所：喜多方市高郷町西羽賀字和尚堂3163
TEL・FAX：0241-44-2024　休館日：毎週月曜日

第8回  裏磐梯雪まつり
エコナイトファンタジー

第9回
蔵・倉かんじきウォーク

喜多方ラーメンを世界へ！
　平成27年9月、日本貿易振興機構（ジェトロ）の
主催で開催した日本産農水産物・食品輸出商談会
に、喜多方の若手経営者で結成する「会津喜多方グ
ローバル倶楽部」が、自身らで開発したオリジナル
喜多方ラーメン「喜多方一番星麺」を持参し参加し
ました。
　同倶楽部は、平成25年度に、タイ市場をターゲッ
トに喜多方ラーメン、醸造産品（味噌、醤油、酒）、農
産物、お菓子等、喜多方産品の売込のため、各個人
事業所として日本食商談会に参加しました。その結果を踏まえ、個人事
業所より異種事業所がまとまり団体を結成し海外への輸出事業に取り
組むべく、平成26年6月に「会津喜多方グローバル倶楽部」を立ち上げま
した。事業の目的として、「喜多方の物産と観光土産品等の製造技術の
向上、国内・国外等への販路拡大、併せて事業者間の相互の連帯交流を
図ること」を目指し日々活動をしています。
　タイは非常に親日的で多くの日本食レストランがあり、震災以降いち
早く福島県の桃を輸入した国でもあります。
　また、タイはASEAN（東南アジア諸国連合）の中心的な都市でもある
ことから、タイを起点にして各国への輸出
へ繋げようと、平成27年12月に最初の取
引を開始し、世界への第一歩を踏み出しま
した。
　近い将来、世界各国で喜多方ラーメンが
食べられる日がやってくるかもしれませんね。

平成28年2月27日（土）
午前８時30分 集合 ※予定

日　　時

三ノ倉スキー場　山小屋くらら前集合場所

50名定　　員

大人800円、小・中学生300円（未就学児無料）参 加 費

お申し込みやその他詳しい内容は
お問合せください。
問熱塩加納総合支所産業課
☎0241-36-2115

そ の 他

誰も歩いていない雪原に足跡を残す。
かんじきでしか行けない場所、冬ならではの
景色、新しい驚きを発見するウォーキングです。

カイギュウランドたかさと 冬のイベント
情報

室内で化石の発掘体験し、
クリーニングして化石をきれいに取り出します。

1/30㈯ 化石発掘体験会(室内)

1月29日（金）申込締切 一般500円，小中学生400円料　金

今年も化石チョコ作ります！カイギュウランドバレンタイン企画。
アンモナイトや高郷産の貝化石やサメの歯チョコ、そしてカイ
ギュウランドのキャラクターカイギュウちゃんのチョコなども。
寒天で型を作ってチョコレートで化石レプリカを完成させよう！

2/14㈰ 体験企画｢あまーいあまい化石づくり｣

エプロン、三角巾、手をふくタオル持ち物
2月13日（土）申込締切 一般600円，小中学生500円料　金

室内で化石の発掘体験し、
クリーニングして化石をきれいに取り出します。

2/27㈯ 化石発掘体験会(室内) 2月26日（金）申込締切
一般500円，
小中学生400円

料　金

会津や東北地域にまつわる歴史や
文学の中にでてくる、石や化石についてご紹介します。

2/28㈰～3/27㈰ 企画展「東北の歴史・文学の中の地質学」

室内で化石の発掘体験し、
クリーニングして化石をきれいに取り出します。

3/26㈯ 化石発掘体験会(室内)

3月25日（金）申込締切 一般500円，小中学生400円料　金



喜多方そばフェスタ

●喜多方市役所 観光交流課　●各総合支所 産業課（熱塩加納・塩川・山都・高郷）
●喜多方シティエフエム　●喜多方プラザ文化センター
●各観光案内所（喜多方駅・西四ツ谷・新道・喜多の郷）
■そ ば フェ スタ  …  1枚券600円、3枚綴り券（前売りのみ）1,500円
■ラーメンフェスタ  …  600円
■四　　季　　祭  …  前売り券500円、当日券600円

冬まつり各種チケットのお買い求めは下記まで

その他、詳しい情報につきましては冬まつりパンフレットをご覧ください！

無料シャトルバス
運行のお知らせ
　そばフェスタ・ラーメンフェスタ当日は、
指定の臨時駐車場ならびに喜多方駅経由の無
料シャトルバスが運行されます。当日の会場付
近駐車場は大変混雑が予想されますので、便利
な無料シャトルバスをご利用ください。
　詳しい運行表・コースについては冬まつり
パンフレットをご覧ください。

期　間 2月6日（土） ～ 2月14日（日）
会　場 市内加盟店
内　容 加盟店を巡ってスタンプを集めよう！

抽選会場で地場産品をその場で当てちゃおう！

抽せん付スタンプ蔵めぐり･冬

期　間 2月13日（土） ・ 2月14日（日）
会　場 喜多方プラザ文化センター　大ホール前ロビー

蔵のまち喜多方観光写真展

期　間 2月6日（土） 会　場 岩月交遊館ほか

雪と火の祭典2016

期　間 2月中旬 ～ 3月上旬
会　場 市内参加店
問合せ 会津喜多方商工会議所

TEL：0241-24-3131

ひなの蔵めぐり

日　時 平成28年2月14日（日）
予定　8：45集合

集合場所 いいでのゆ
募集人数 50人（要予約・先着順）
料　金 未定（昨年参考　3,000円）

山都七不思議探索ツアー第５弾
氷筍洞窟トレッキング

日　時
平成28年3月19日（土）・20日（日）
10：00～15：00（入場は14：00まで）
会　場 山都体育館
料　金 未定　前売り券有

第19回
会津山都寒晒しそばまつり

日　時 3月下旬～4月中旬
料　金 協力金として300円
場　所 山都町沼ノ平地区

第19回福寿草まつり

冬まつり

　昨年7月、世界的なワインのコンテスト「IWC（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）」
の酒部門で、喜多方のほまれ酒造が世界一の栄冠に輝きました。他にも、全国新酒鑑評会
では毎年受賞蔵元を輩出するなど、屈指の酒処　喜多方市。
　その酒処　喜多方の新酒が完成しまし
た！新酒だけありまだ若い味わいですが、
しっかりとした雑味のない旨味や甘味を
醸し出しています。まろやかで甘みさえ感
じる喜多方の水、その水で育った味わい深
い喜多方の米、それらを見事に活かし美し
い酒に変える杜氏の技。今宵は喜多方のお
酒で一杯いかがでしょうか。

　喜多方市がラーメンで有名なのは当
然ですが、その喜多方ラーメンと喜多
方の地酒がコラボレーションしたメ
ニューがあるのをご存知ですか？その
名も「酒粕ラーメン（にごりそば）」！
　おいしい喜多方の地酒の副産物で
ある酒粕を、絶妙なブレンドで喜多方ラーメンと合わせた酒
粕ラーメンは、酒粕の味が全面に出つつもしっかりとした
ラーメンに仕上がっています！
　冷えた身体を中から温めてくれる冬季限定の酒粕ラーメ
ン。一度味わってみてはいかがですか？

全国ラーメンフェスタ

　き た か た

【その他協賛イベント】

山都町イベント

喜多方SAKEフェスタ2016

酒が美味けりゃ“酒粕”も美味い
？！

喜多方の新酒ができました!

【喜多方】 【塩川町】

【山都町】

小荒井初市

場　所 仲町（大東銀行）～下町南部（笹屋旅館交差点）間
日　時 1月12日（火）9：00～20：00

車両交通規制 11日（月・祝）15：00～12日（火）21：00
その他

塩川初市

場　所 新町通り
日　時 1月15日（金）9：00～19：00

第24回 開運舟引き祭り

場　所 東栄町通り
その他 舟引き参加者　子供の部は子供用景品を、大人の部は御神米

を差し上げます。また、引き合い終了後に和舟の上から御守銭
や大福などをまきます。

日　時 開運祈願祭　→　1月15日（金）13：00～13：30
引き合い開始　→　13：30～（子供の部・大人の部）

小田付初市

場　所 新道（コープあいづひがし店北側交差点）～南町（三浦英次商店交差点）間
日　時 1月17日（日）10：00～20：00

車両交通規制 17日（日）9：00～21：00

問 ふるさと喜多方蔵の市実行委員会事務局
 　（商工会議所内）　TEL：0241-24-3131
※詳しくは会津喜多方商工会議所報「会議所だより」
　新年号、ならびに新聞折込チラシをご覧ください。

問 塩川初市・舟引き祭り実行委員会事務局
 　（きたかた商工会塩川地区センター） TEL：0241-27-3202

初市
　　　　 福まき開催予定。また、商品券や豪華賞品が当た
る抽選会を開催します。会場近くでは、雪小法師コンテスト
も開催！投票参加者には、お土産もご用意しております！
力作揃いの雪小法師をぜひご覧ください。

山都初市
問 きたかた商工会山都地区センター
 　TEL：0241-38-2254

場　所 山都みちくさ広場
その他 一年間の無病息災を願い、起き上がり

小法師やだるま等の縁起物を販売、
御神酒などもふるまわれます。

日　時 1月13日（水）10：00～18：00

会　場 喜多方プラザ文化センター　特設テント
料　金 前売り券2,000円、当日券2,500円（予定）
問合せ 会津喜多方商工会議所　TEL：0241-24-3131

日　時 平成28年2月10日（水）　16：00～20：30（予定）

チケット販売のお知らせ 　全国新酒鑑評会での金賞受賞数日本一の福島県。その酒のおいしさ、米のおいしさ、水の
おいしさは全国でも認められております！
　「喜多方SAKEフェスタ2016」は、全国屈指の酒処　喜多方市の酒蔵はもちろんのこと、福
島県内の地酒も飲み比べできる豪華な酒宴です！出来たての新酒とおいしい肴を思う存分
楽しんでください！イベント終了後の二次会はぜひ市内の飲食店をご利用ください！
　※喜多方駅・市役所と会場を無料シャトルバスが運行します。そちらをご利用ください。

会　場 押切川公園体育館
メインアリーナほか

時　間 2月13日（土）10：00～16：30
2月14日（日）9：30～16：30

受講料 2,000円（要予約）

冬の太極拳講習会 観覧
無料

会　場 喜多方プラザ
文化センター
小ホールほか

時　間 10：00～16：00

ときめき商工フェア
【2月6日(土)・7日(日)】

会　場 喜多方プラザ
文化センター
小ホールほか

喜多方物産展

時　間 2月13日（土）10：00～17：00
2月14日（日）9：00～16：00

【2月13日(土)・14日(日)】

10：00～
16：002/6土 ▲ 7日

10：00～20：00 9：00～16：00

2/13土 ▲ 14日
地元そば団体のそば打ち名人が打つ、
絶品そばをご賞味あれ！かけ・もり・
天ぷらなどお好みに合わせてどうぞ！

期　間 2月14日（日）
13：00開場 13：30開演

会　場 喜多方プラザ文化センター
大ホール

料　金 前売り券500円、
当日券600円

郷土芸能フェスティバル 喜多方の四季祭

小学生以下無料

会　場 喜多方プラザ文化センター 特設テント
料　金 3枚綴り券（前売りのみ）1,500円、1枚券600円

全国屈指の美味しいラーメンが冬の喜多方に
大集合！ミシュランやラーメン誌タイトル等、
話題の行列店が贈る味の競演をぜひ！！
会　場 喜多方プラザ文化センター 特設テント
料　金 1枚券600円
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