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●協力：会津美里町社会福祉協議会 楢葉町社会福祉協議会
震災からの復興に向けて会津美里町で暮らすみなさんと地域を結ぶ情報紙
会津美里町で仮設住宅・借上げ住宅におすまいのみなさんに情報の提供を通して、
お互いが交流を深めるための情報紙『おたがいさま新聞』
を
お届けしました。応急仮設住宅内の催事や美里町内の見どころなどを紹介します。 ※天候や都合により、内容が変更になる場合もございますのでご了承下さい。

定員

38 名様

10/9(金）
までに
お申込み下さい。

●22日（木）(三川観光きのこ園)

きのこ園で、
きのこ狩りを楽しみましょう。

参加費：1,200円（昼食「きのこ御飯定食」
・保険・お茶代）
お土産代は自己負担です。
（お土産は100ｇ、100円で販売しています）
出発時刻10時10分 きのこ園11時40分〜13時40分
帰宅予定15時30分(予定）

楢 葉 町 以 外 から 避 難されてい
る 方 や ︑自 主 避 難 さ れ てい る
方も︑ご利用いただけます︒

サロンならは

10月の
予定

◆お問合せ サポートセンターならは（会津）
TEL:0242-55-0177

瀬戸物・雑貨、たこ焼き、
やきとり、焼きそば等、
すべて108円で販売します！
キレイ塾によるダンス披露や抽選会などもあります。
主催：6区中央商栄会 元気が出る街作り実行委員会

会津美里町合併 10 周年記念

14:30〜大沼高校生バンド[Bee]
15:00〜S☆C☆S
15:30〜あこますかっつ
16:00〜青木真一バンド
17:00〜まーちゃんバンド
（一部）

17:50〜まーちゃんバンド
（二部）

主催：風人の祭実行委員会 in 会津美里
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10/

祝

伊佐須美の杜

陶器まつり

工人と

末廣まつり

＊飲酒される方のお車での来場、ペット同伴のご来場はご遠慮ください。

▶11/木5

参加者募集

『天海さんを知って見っぺ バスツアー」

…文殊堂…伊佐須美神社（御手植えの桧）…本郷インフォにて解散（16:00)

11月1日
（日）9：３０集合・受付
本郷インフォメーションセンター（野菜ビュッフェいわたて隣）
駐車場は瀬戸町観光駐車場をご利用ください。
●参加料：1,000円（天海長寿食弁当・拝観料含）
●申込・問合せ：会津美里町観光協会事務局（火曜定休）
TEL:0242-56-4882 FAX:0242-56-4876
定員

法用寺奉納菊花展

三重塔で有名な法用寺境内で行われる、秋の風物詩
といえる菊祭りです。丹精込めて育てられた菊が美し
さを競い、会場を訪れる人々の目を楽しませます。開
催期間中は、国指定重要文化財の木造金剛力士像
を拝観できる絶好のチャンスですので、是非この機会
にご覧下さい！！(会津美里町雀林三番山下)

10/

50 名様

※定員になり次第申込終了です。
※加費は当日集金させていただきます。

10/25(日）
までに
会津美里町の偉人天海さん満喫のバスツアーです。
お申込み下さい。
ご参加お待ちしています。

◆お問合せ:会津本郷焼事業協同組合
TEL:0242ー56-3007

【日時】11月3日
（火）雨天決行！入場無料！
10時〜15時（最終入場14時30分）
【会場】末廣酒造株式会社 博士蔵（宮里応急仮設住宅となり）
【内容】●酒粕、当日限定新酒発売 ●大富くじ抽選会
（先着5,000名様に抽選券進呈）午前・午後の2回
●末廣風屋台 ●会津美里町の名産店
【主催】末廣酒造株式会社 TEL：0242-54-7788
【後援】会津美里町・会津美里町物産振興協会

火

会津美里町観光ガイドと巡る

…龍興寺（本堂にて昼食・紙芝居）両親の墓・八葉堂…ご生誕地

会津美里町の伝統工芸品「会津本郷焼」はも
ちろん、笠間焼や益子焼などの県外産地の焼
物のお店も出ますので、ぜひおいで下さい。

文化の日の恒例イベント
「末廣まつり」今年も開催です。

10/27

1

会場：伊佐須美神社
高天ヶ原（あやめ苑となり）

10月10日 10：00〜16：00
10月11日 10：00〜16：00
10月12日 10：00〜15：00

高田小
文殊院

●前売りチケット1,000円（当日1,500円）
●高校生500円（当日同じ） 中学生以下無料

前売りはみんなのお店『きずな』
にて販売します。10/9まで
楢葉町テントでは「紅葉汁」と「マミーすいとん」をふるまいます。
◆お問合せ TEL:0242-54-2015 ※大東銀行隣の町営駐車場等をご利用下さい。

ろくろ体験も
あります︒

国道401号線
美里公民館

御田神社

中央通り商店街

会津高田駅

天海大僧正通り

至新鶴インター

横町門前町通り

美里蔵

赤留街道

至昭和村

郵便局

メインゲスト:南ぬ風人『まーちゃんうーぽー』
大地と心に木を植える三線アーティスト。まーちゃんバ
ンドを率い、情熱の島唄ライブを全国で開催中。NGOの
代表として、砂漠を緑に変えて行く
「植林ツアー」や、福
島県の子ども達の命を守るための保養プロジェクトも開
催している。

本郷インフォメーション出発（10:00）…向羽黒山ギャラリー

高田中

会津美里町
商工会

出入り自由ですが受付で
チケットをご呈示ください︒

14:00〜よさこい「絆」

日

町道１号線

JA

会場：長光寺境内

歌って踊れる文句無しに楽しいお祭りです。ぜひ、遊びに来て下さい。
（天笠）

10

公園

14:00〜18:30

かじぴとぅ

長光寺のあの大きなイチョウの木下でお祭りを開催します。老若男女、

10/
至柳津

〜大きなイチョウの木の下で〜

（出店もあるよ♪）

◆お問合せ 会津美里町商工会
TEL:0242-54-2429

会津美里町商工祭

10:00〜13:00（なくなり次第終了）

土

今年も高田地域、門前町通りにて商工祭にぎわい祭りが開催されます！
サンバカーニバルや魚つかみ取り、豪華景品を用意した大抽選会など
大人から子どもまで楽しめるイベントが目白押しです！
☆振舞い餅
☆中島ゆきこ 歌謡ショー
☆魚つかみ
☆ゴジーラ久山ショー（ものまね）
☆バンド演奏
☆サンバカーニバル

にぎわい祭り

108円まつり 会場：天海大僧正通りポケットパーク

10

にぎわい祭り 9:30〜16:30

日

15

木

10/

会津美里町商工祭
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10/

10/

25 第9回イザベラ・バードの道歴史探訪ウォーク

日

旭地区公民館集合

8:00〜受付

イギリスの女性旅行家の足跡を辿ります。秋の自然と歴史の香りを満喫しながら、峠の
古道をのんびり歩きましょう。
（約7km)
申込〆切10/14(水）
●参加費：高校生以上500円 ●小中学生：無料
定員
名様
※いも汁のサービスや地場産品があたる抽選会もあります！
●持ち物：昼食 飲み物 雨具 筆記用具 熊よけ鈴（持っている方）

100

◆お問合せ 旭地区公民館

10/

31

土

1

11/

日

TEL＆FAX：0242-54-3551(月・水・金）

SL只見線紅葉号

蒸気機関車が初秋の会津路を走ります。
◆SL只見線紅葉号（C11 325＋旧型客車3両）全車指定席
1,620円（会津若松〜只見間片道）
＋510円（指定席券）
会津若松9:18発〜会津川口11:52着
会津川口14:10発 〜会津若松16:46着
会津高田駅

＊会津若松駅〜会津川口駅間を
１日１往復します。

9:45発（下り）/16:19発（上り）

乗車券のご購入は会津若松駅「みどりの窓口」
または「えきねっと」のホーム
ページからご購入ください。
（1ヶ月前から販売開始）

【お問合せ】JR東日本お問合せセンター TEL：050-2016-1600

※運行予定は 9 月豪雨の影響で中止になる場合もあります。

