とっておきの蔵めぐりコース
(通常は非公開の蔵座敷や庭園をめぐります)

大滝トレッキング
10月23日(日)予定

■場所 川入地区
■お問合せ
山都地区グリーンツーリズム推進協議会
TEL:0241-38-3831

蔵のまち喜多方は残された蔵の数が多く、蔵の使用方法や種類も様々！
贅を尽くした豪商の蔵や遊び心が生きた蔵座敷などを見て回る事が出来ます。
■開催日 通年(要予約)
■料 金 お1人様 1回ガイド1名につき3,000円(2時間)
(以後1時間毎1,000円、10名以内のグループに限る)
■お申込み・お問合せ 喜多方観光物産協会 TEL:0241-24-5200
URL http://www.kitakata-kanko.jp/

蔵のまちアート・ぶらり〜
10/7(金)〜16(日)
■場所 各施設
■お問合せ
蔵のまちアートぶらりー実行委員会
TEL:0241-22-1103 (佐藤)

一ノ戸川鉄橋
ライトアップ
9/17(土)〜19(月祝)
10/15(土)〜16(日)
12/3(土)〜 4(日)

会津ご当地フードフェスティバル
10/2(日)

■時間 10：00〜15：00
■場所 道の駅 ふれあいパーク喜多の郷 ふるさと亭
■お問合せ 会津ご当地フードフェスティバル実行委員

※注】 急な坂や沢歩きの箇所がありますので軽登山の装備が必要です。（登山靴等）

美蔵紀行2016
〜祝

日本遺産

喜多方・夢・アートプロジェクト2016
大原美術館所蔵作品展

「せぴろまの夢 まはマティスのマ展」
10/23(日)〜11/13(日)

学芸員と巡る喜多方の観音道〜

10/30（日）

■集合時間
西四ツ谷観光駐車場 8:20(予定)
■料
金 お一人様 5,500円（交通費・昼食・拝観料含む）
■募集人員 20名（最少催行人数15名）
■申込み・旅行企画・実施 会津トラベルサービス㈱ ☎0242-24-6666
福島県知事登録旅行業 第2-62号 総合旅行業務取扱管理者 高久 敦
■イベント企画・問合せ 喜多方観光物産協会 ☎0241-24-5200
【旅行行程】

■時間 10：00〜18：00(最終入館17:30) ※水曜日休館
■料金 一般 500円（400円）大・高校生 300円（250円）
小・中学生 200円（150円）※( )は20名以上の団体
■お問合せ 喜多方市美術館 TEL:0241-23-0404

津上みゆき作 2005年
大原美術館ARKO
での滞在制作作品

※出発時間等予定は変更になることがございます。

西四ツ谷観光駐車場→1番大木(常安寺)→2番松野(良縁寺)→3番綾金(金泉寺)
→4番高吉(徳勝寺)→5番熱塩(示現寺)→石室三十三観音と草木塔(車窓)
→道の駅喜多の郷 レストランふるさと亭(昼食)→6番勝(勝福寺)
→7番熊倉(光明寺)→8番竹屋(観音寺)→9番遠田(大光寺)→西四ツ谷観光駐車場
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会津塩川
バルーンフェスティバル2016
10/9(日)・10/10(月祝)

■場所 日中線記念館
■お問合せ
NPO法人喜多方市民活動サポートネットワーク
TEL:0241-22-0603

■場所 熱塩加納総合支所前 集合
■お問合せ 黒森山登山実行委員会
(熱塩加納総合支所産業課)
TEL:0241-36-2115

長床ウォーク
11/19(土)

■場所 喜多方駅前広場 集合
■お問合せ
秋の喜多方長床ウォーク実行委員会
TEL:0241-24-5319

たかさと
リバーサイドウォーク
10/30(日)予定

■場所 旧雷神山スキー場駐車場
■お問合せ
たかさとリバーサイドウォーク実行委員会事務局
TEL:0241‐44-2114

TEL: 0241-24-5235

三ノ倉スキー場オープン
12/23(金祝)予定

■お問合せ/三ノ倉スキー場 ☎0241-36-2071

■場所 新宮熊野神社長床
■お問合せ 新宮地区重要文化財保存会
TEL:0241-23-0775
※熊野神社宝物殿の拝観は有料。

■米・こめカップパラグライダー大会 10/15(土)・16(日)
時間/8：30受付 料金/一日5,000円
場所/三ノ倉高原
※有資格者のみ参加可 申込み締切 9/30(金)
お問合せ/NPO法人 ひめさゆりくらぶ TEL：080-6002-1009(昆野)

■山都新そばまつり

■ひめさゆりクラブ秋色フェスティバル 10/15(土)・16(日)
時間/8：30受付 料金/ウォーキング700円、グランドゴルフ1,000円
場所/三ノ倉高原 申込み締切 9/30(金)
お問合せ/NPO法人 ひめさゆりくらぶ TEL/090-7072-1310(平林)

10/15(土)・16(日)

料金/1杯600円 場所/山都みちくさ通り
お問合せ/新そばまつり実行委員会 TEL:0241-38-3831

■会津たかさと雷神新そばまつり

■日中線記念館クリスマスライトアップ 12月クリスマス時期の予定
時間/未定 料金/無料 場所/日中線記念館
お問合せ/熱塩加納総合支所 産業課 ☎0241-36-2115
■喜多方駅前イルミネーション 12月1〜2月中旬(予定)※冬まつり最終日まで
時間/17：00〜23：00 料金/無料
お問合せ/駅前 甲斐商店 ☎0241-22-0033

※写真は全てイメージです。

■時間 9:00〜15:00
■料金 入場無料
■お問合せ 喜多方市役所農林課

長床「大イチョウ」
ライトアップ
11/15(火)〜22(火)

■喜多の郷収穫祭 10/22(土)・23(日)
料金 1,500円(そば2皿、天ぷら他3品) 場所/喜多の郷
お問合せ/喜多方市ふるさと振興㈱ TEL/0241-21-1139

第3回日中線秋のしだれ桜延長ウォーク
10/2(日)

ふれあい喜多方農業まつり
11/12(土)・13(日)

■時間/10：00〜15：00
■場所/ふれあい通り他 料金/無料
■お問合せ/蔵ずまいの日準備室
TEL/090-9427-4421

■お十夜会(願成寺) 10/7(金)〜16(日)
場所/願成寺
お問合せ/願成寺 TEL/0241-22-1565

約30機もの色とりどりの熱気球が秋の空を
舞台に競技を行います！競技フライト6:30〜9:00
「バルーンナイトグロー」
10/9 18:00〜18:30
10/９・10「熱気球体験搭乗」 6:00〜受付 ※両日とも先着100名限定
■場所:日橋川緑地公園自由広場
※天候状況により、中断や中止の場合あり。
お問合せ:塩川総合支所 TEL:0241-27-2111

黒森山秋登山
10/29(土)

■場所 ふれあい通り
■お問合せ
会津喜多方YOSAKOI庄助踊り実行委員会事務局
金今 TEL: 090-3756-5364

蔵ずまいの日
〜まち巡り・蔵めぐり〜
11/23(水祝)

高橋 恒弘 TEL:090-4887-6618

10/22(土)・23(日)

料金/大人(中学生以上)3,500円、小人(小学生)2,500円
※要予約
場所/そでやま夢交流館
お問合せ/ふれあいランド高郷 TEL:0241-44-2888

■雄国新そばまつり

アンリ・マティス《マティス嬢の肖像》大原美術館蔵

2016喝祭きたかた＆音魂コンサート
11/3(木祝)

2016音con
｢〜音のある街コンサート〜｣

100組出演
9/17(土)・18(日)
■場所 ふれあい通り、他全７会場
■お問合せ 音のある街コンサート実行委員長

■場所 一ノ戸川鉄橋周辺
■お問合せ 山都総合支所産業課
TEL:0241-38-3831

11月6日(日)

料金/もりかけ 600円、かきあげ100円等
場所/おぐに交流の郷
お問合せ/おぐにの郷 庶務 武藤 TEL:090-3642-0591

新そばま
つり

■岩月新そばまつり

11月6日(日)予定

■塩川新そばまつり

11/23(水祝)

料金/1杯600円(予定) 場所/岩月交遊館(予定)
時間/11：00〜14：00
お問合せ/交遊館まつり実行委員会 TEL:0241-22-1324
料金/前売り500円、当日600円 場所/塩川蔵史館
お問合せ/塩川新そばまつり実行委員会
TEL:0241-27-2122

☆お問合せ☆きたかた喜楽里博運営委員会事務局(喜多方観光物産協会内)
TEL: 0241-24-5200 FAX:0241-24-5284 E-mail：kirari@kitakata-kanko.jp URL:http://kirari.kitakata-kanko.jp

※各イベントは日時など内容が変更になる場合がございます。
各イベントのHPやお知らせを随時ご確認ください。

