
磐梯吾妻高原を日本の「ボルダー※」にしよう

Let’s ノルディックウォーキング in あづま（シニア対象）

高地トレーニング関連イベント コンサート情報

磐梯吾妻スカイラインロードワーク・磐梯吾妻高原高地トレーニング
セミナー・高地トレーニング実践体験教室（市民ランナー対象）

吾妻山自然教室

女声合唱団Avvenirサマーコンサートin浄土平 ～涼風に歌声をのせて～

浄土平ビジターセンターイベント

紙飛行機教室＆大会

天体望遠鏡製作講習会

天体写真教室

自然絵画教室

浄土平天文台イベント

夏休み特別
夜間開館

オープニングコンサート

アコースティックライブ 歌姫コンサート

ロマンチックコンサート

なつかしいポップス＆
ロックコンサート

磐梯吾妻スカイライン・磐梯山ゴールドライン・
磐梯吾妻レークラインの3ラインセット券で
お得なサービスを楽しもう！

販売取扱い先●3ライン料金所・道の駅つちゆ 他
お問い合わせ●福島道路公社 024-521-5530
※サービス期間（6月～8月）が過ぎても有料道路通行券として使えます。

で 530円
お得！
3,230円を
2,700円に！
発売期間

5月30日～8月31日

セット券を提示して
その場で特典をゲット！

応募券を送って
抽選でプレゼントを

ゲット！

通常
価格
特別
価格

3路線で
合計

プレミアム
特典付

観光有料道路セット券
お得をゲット！
観光有料道路セット券
お得をゲット！
観光有料道路セット券
お得をゲット！

＆

7月２６日（土）から８月２３日（土）まで
日曜、月曜日を除き毎日（雨天中止）
２０：００～２２：００（最終入館２１：３０）

♪ ♬
♩

♪ ♬
♩

サマーコンサートin浄土平
～涼風に歌声をのせて～

吾妻小舎ランプコンサート
「ハーモニカと歌の夕べ」

磐梯吾妻高原高地トレーニング教室Vol.2【県民カレッジ連携講座】

8/17（日）　10：00～15：00
「浄土平第2駐車場」及び「桶沼自然探勝路」
500円（昼食は各自）
ＯＧＡＳＡＫＡ SKＩ 堀米 光男さん

　ノルディックウォーキングは数あるエクササイズの中でも、手軽な割
に全身運動によるダイエット効果のでやすいフィットネスです。講習会
終了後は浄土平の高山植物や地塘に彩られた湿原をウォーキングで
楽しみながらトレーニングします。

日　時

場　所

参加料

講　師
（長野オリンピック40kmリレー7位入賞／3走ラップ2位）

8/23（土）13：30～翌日12：00（1泊2日）
浄土平周辺及び「スポーツパーク桧原湖」
セミナー及び宿泊は猪苗代湖畔の森「国民宿舎翁島荘」

磐梯吾妻高原高地トレーニング教室Vol.3【県民カレッジ連携講座】

　山岳道路や高原でのトレーニングを積むことで心肺機能を強化。1
泊2日の実践体験教室で競技力のレベルアップを図ります。

詳細のお問い合わせ、申し込み先
福島県観光物産交流協会総務部　☎024-525-4080

日　時

場　所

15,000円（1泊2食付き、セミナー参加料、レセプション費用含む）
福島陸上競技協会 三浦武彦先生他

参加料

講　師

鎌沼自然探勝路を吾妻山を熟知する案内人と登山します。所要時間は2
時間30分から3時間。登山できる準備をしてご参加ください。

自然解説おじさん
浄土平湿原を「解説おじさん」こと福島県植物研究会の先生と散策しま
す。特別な準備は必要ありませんが、歩きやすい服装、靴と雨具を携行
してください。お気軽にご参加ください。

７／２７（日）　８／１０（日）　８／２４（日）
【時間】①９：３０～１０：３０　②１３：００～１４：００
各回１５名

日　時

参加定員

100名参加定員

福島県植物研究会講　師

吾妻の星空と夏山を楽しもう ～キャンプ場ｏｒ吾妻小舎で一泊～（日帰り可）
夏の真っ盛り、家族で吾妻山に泊まり、野外活動、天体観測、登山体験な
どを通して吾妻ならではの静寂で神秘な自然を体験します。
家族の夏の思い出作りにいかがですか。

福島市の子どもの夢を育む施設「こむこ
む」で生まれた素人ジャズバンド。
『子どもに夢を持ってもらおう』という熱
い思いが詰まった演奏を、標高1,600m
の星空の下で、お楽しみ下さい。

８／16（土）1９：３０～8／17（日）１5：0０
２０名（キャンプ場または吾妻小舎で宿泊可能な小学生以上の家族連れ）
無料 ※だたし、吾妻小舎宿泊料（食事付）、またはキャンプ場利用料、
 　１７日の弁当代（希望者）が別途かかります。

日　時

参加定員

参加料

福島虫の会会長 小林潤一郎氏
浄土平VC 宍戸　憲二氏

講　師

８／３（日）　８／１７（日）　９：３０～日　時 無料参加料

無料参加料

埼玉県在住のグループ１１人によるコンサートです。澄み切った空気の
中、さわやかな歌声が響きます。

８／１０（日）　１３：００～１４：００日　時 無料参加料

谷地平ｄｅ秘境探索！
キンコウカ、トリカブトなどが咲く谷地平ならではの夏を楽しみながらオ
オシラビソ、コメツガの極相林の中を登山します。

８／１６（土）　８：３０～１６：００
１０名（登山経験者の上級者向き）

日　時

参加料

無料
参加定員

参加料参加料

浄土平VC　　　宍戸　憲二氏案　内

7月26日（土）　１８：００～２０：００

浄土平レストハウス場　所

２００名参加料定　員

料　金 無料

浄土平レストハウス
２００名定　員

１００Ｗｓ、
The Year Code 
Running Night 他

出　演

場　所

料　金 無料

「紙」と「はさみ」と「のり」で作る紙飛行機。講師に立体紙飛行機の大家
アンドリュー・デュアー氏を迎え、指導していただきます。天候がよければ
滞空時間を競う大会も予定しています。自然の空気と風を感じる瞬間。

約２時間で作れる天体望遠鏡。でも、月のクレーターや土星の輪、木星の衛
星も見えてしまうモノなのです。自分の作った望遠鏡で見る宇宙に感激。

７／２６（土）
１３：００～１５：００
３０名

日　時

参加定員

無料
アンドリュー・デュアー氏

参加料

講　師

天体観測教室
夜空を見上げたときにチョット知っていれば別の世界が広がり、星の世界
が身近に感じられるように初心者を対象とした観測、星の見方を紹介。
あなたの想いは無限の宇宙へ・・・。

７／２６（土）　８／２（土）
８／９（土）　８／２３（土）
２０：００～２１：３０

日　時 各回　５０名参加定員

参加料 無料
福島天文同好会会員講　師

７／２６（土）　８／２（土）
８／９（土）　８／２３（土）
１５：００～１７：００

日　時

各回　３０名参加定員

２，７００円（望遠鏡キット代）参加料

福島天文同好会会員講　師

天体写真は難しいと思っている方、専門家でないと撮影できないと思っ
ている方、手軽に撮れる方法から少しレベルを上げた方法までを紹介。
手軽に楽しく本当の星空を思い出の一枚に・・・。バルブ機能のついたカメ
ラと三脚をお持ちの方はご持参ください。レリーズもあると便利です。

吾妻の自然を感じながら描いてみませんか。講師に白河市出身で国立
市在住の薄井崇友氏を迎え、吾妻の自然を題材に夏の思い出を絵にし
ましょう。スケッチ、水彩、油絵、いろいろなんでも自由です。歩ける支
度、軽食持参で、ハイキング感覚で参加してください。

※浄土平レストハウス及び福島県観光物産館（福島駅西口コラッセふくしま１F）でも好評発売中！

８／９（土）　８／２３（土）
２０：００～２１：３０
各回　３０名

日　時

参加定員

無料
福島天文同好会会員

参加料

講　師

８／２３（土）　１０：００～１４：００
２０名

日　時

参加定員
無料
薄井 崇友氏

参加料

講　師

※ボルダー：アメリカコロラド州ロッキー山脈にある標高1,600m～3,000mの高地。マラソンの高橋尚子選手など、トップアスリートが低酸素トレーニングに取り組む。

星空コ
ンサート Part

1

スノーラビット
ジャズオーケストラ
スノーラビット
ジャズオーケストラ
スノーラビット
ジャズオーケストラ

8月2日（土）　　１８：００～２０：００ 8月9日（土）　　１８：００～２０：００
星空コ

ンサート Part
2

浄土平レストハウス
２００名参加料定　員

古瀬陽子、
丹治明美、
花詩巣（カシス）

出　演

場　所

案　内 無料

星空コ
ンサート Part

3

浄土平ビジターセンター
1００名定　員

女声合唱団
Ａｖｖｅｎｉｒ

出　演

場　所

料　金 無料

8月10日（日）　１3：００～14：００ 8月16日（土）　１８：００～２０：００

浄土平レストハウス
２００名参加料定　員

ア・キュート
【若月美香（フルート）、
深谷順子（ピアノ）】他

出　演

場　所

案　内 無料

星空コ
ンサート Part

4

吾妻小舎
6０名（内宿泊は40名まで）定　員

藤村起夫（ふじむらたつお）出　演

場　所

料　金 500円（宿泊料は別途）

8月16日（土）　１9：００～２０：００ 8月23日（土）　１８：００～２０：００

浄土平レストハウス
２００名参加料定　員

スリーアンドツー（清野哲大）、
サウンドファイブ他

出　演

場　所

案　内 無料

星空コ
ンサート Part

5


