FIT・阿武隈地域魅力発見発信強化事業

FIT サイクリング
C yc l i n g

福島の魅力体感!!
FIT・阿武隈地域の魅力を再発見し、
ふくしまのサイクリングコースの魅力を発信します!!

つながる
走好!!

チャリンコ福島魅力アップセミナー

12 13

日

●時間／13:30〜15:45（受付開始13:00）
●会場／矢吹町・ホテルニュー日活 寿の間

ゲストはモデルコースのPR動画に出演した石井正則さん。
プログラム

01

プログラム

サイクリスト
石井正則さんトークショー
「矢祭・益子コース」を走行した石井正則さんが
地域と自転車の魅力を大いに語ります。
プログラム

俳優・タレント・声優

石井正則さん

03

02

先着順受付

「FIT・阿武隈地域魅力発見・
発信強化事業」紹介
豊かな自然・歴史・文化・食など、固有の観光資
源を活用したサイクリング事業をご紹介します。
プログラム

限定50名様
参加者募集

04

FIT・阿武隈地域サイクリング
パネルディスカッション

FIT・阿武隈地域サイクリング
モデルコース発表

県内各地で事業を推進する皆さんが、サイクリン
グによる誘客の課題や可能性をクロストーク。

令和2年度に造成したモデルコースのプロモー
ション動画を紹介します。

新型コロナウイルス感染症防止対策にご協力をお願いいたします。
染症防止

定員になり次第、応募終了となります。

申込方法
ふくしまサイクリング
セミナーの参加申込は
WEBサイトからどうぞ

至郡山
ローソン
● ● 幸楽苑
G.S ●

ホテル
ニュー日活

矢吹郵便局
●

無料駐車場
完備

国
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至白河

受付で検温

参加者名簿記入

マスク着用

手指消毒

主催／福島県企画調整部地域振興課
運営事務局／ 株式会社郡中トラベル TEL 024-953-4887
セミナーに関するお問合せ ／月曜〜土曜10:00〜18:00（日曜・祝日休業）

接触確認アプリ

ソーシャルディスタンス

最新情報を4つのアプリで
発信中!!「いいね!」
「シェア」
「リツイート」してね!!
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R
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駅

セブン ●
イレブン

会場／西白河郡矢吹町大町44−1

つながる走好!! チャリンコ福島魅力アップセミナー
時間

12 13 日

13:30〜16:00

セミナー出演者のご紹介

プログラム

13:00

受付開始 ※開会までモデルコースのPR動画をご覧いただきます。

13:30

オープニング

13:35

開会挨拶

お笑いコンビ「アリtoキリギリス」としてデビ
ューし、現在は俳優・タレント・ナレーターと

司会／武内イタル

して活躍中。約20年前より自転車を趣味と
し、自転車雑誌にも連載。2017年には自転

福島県企画調整部 地域振興課長

車活用推進研究会より「7代目自転車名人」

13:40

に選出される。2013年から（一社）自転車協

「FIT・阿武隈地域魅力発見・発信強化事業」紹介
チャリ福ガール／星栞奈さん・上石華月さん

14:10

サイクリスト・石井正則さんトークショー

14:40

石井正則さんと記念撮影

14:50

休

司会／武内イタル

ゲスト

会提供のTBSラジオ
「ミラクル・サイクル・ライ

石井正則さん

フ」
（毎週日曜18:30〜19:00）のパーソナリテ

（俳優・タレント・声優）

ィを務めている。

2000年〜2001年に「うつくしま未来博」
キャンペーンクルーとして活動。その後、スポ

憩 ※休憩時間中、モデルコースのPR動画をご覧いただきます。

ーツ実況MC、ラジオのパーソナリティ、イベ

15:00

FIT・阿武隈地域サイクリング・パネルディスカッション

ントの司会など、様々な分野で活躍。
「FIT・
阿武隈地域サイクリング」では昨年からアテ

シマノレーシングチーム ／風間 翔眞さん
司会・コーディネーター

塙町地域おこし協力隊／菅野 正明さん
サイクル工房B.B 代表／橋本

武内イタル

豊さん

ンドライダーを務め、2年間に4つのコースの
プロモーション動画に出演している。

コーディネーター ／武内 イタル

風間 翔眞さん（シマノレーシングチーム所属）

15:45

エンディング

昨年度制作したFITサイクリングPR動画2本に出演。ま
た令和元年「茨城国体」の自転車競技に出場し、団体追

サイクリストや観光客を誘客し、地域活性化を図る
「FIT・阿武隈地域魅力発見発信強化事業」を展開。
コース①

コース③

コース⑥

コース②

コース⑤

コース⑦

コース⑧

菅野 正明さん（塙町地域おこし協力隊）
東京都出身の元プロ・ロードレーサー。昨年から塙町地

ＦＩＴ地域（福島県・茨城県・栃木県）及び阿武隈地

域おこし協力隊として自転車を活用した地域活性化を

域は、豊かな自然・歴史・文化・食など、都市部には

推進。現在もレースに参戦し、自転車の魅力を発信中。

ない魅力にあふれています。この特徴を生かして

橋本

観光誘客や地域活性化を図るため、サイクリング
コース④

い抜き3位、ポイントレース6位の成績を修めている。

豊さん（サイクル工房B.B 代表）

高校時代に自転車競技を始め、
26年間の競輪選手生活

事業に取り組んでいます。令和2年3月には「福島

を経て、
現在は白河市内でサイクリングショップを経営す

県自転車活用推進計画」を策定し、自転車活用に

る傍ら、
県内の自転車競技等のスタッフとして活動。

関する総合的な施策を展開しています。

令和2年度に造成したFIT・阿武隈サイクリングモデルコースのご紹介。
1

桧原湖周遊コース
初級者向け

2

県中地域コース
初級者向け

3

羽鳥湖周遊コース
中級者向け

4

那須高原コース
中級者・上級者向け

サイクリングの魅力を
体感できる最適コース

羽鳥湖畔の四季折々の
ビューポイントを巡る

県自然保 護 課が造 成した

緑 豊かな田園風 景のなか

ファミリーで休日を楽しく

那須連峰の頂から白河まで、

磐 梯朝日国立公園の桧原

を 走る初 心 者にオススメ

過ごすのに最 適な観 光 資

リゾート地帯のアップダウン

湖畔を1周するコースです。

のコースです。

源に恵まれたコースです。

を満喫できるコースです。

裏磐梯の四季折々の
美しい景観を満喫

南湖公園から那須高
原へ、リゾートを走行

●走行距離36km（約4時間15分）

●走行距離32km（約4時間30分）

●走行距離60km（約5時間00分）

●走行距離80km（約8時間30分）

裏磐梯ビジターセンター→裏磐梯物産館→

磐城石川駅→泉崎国際サイクルスタジアム→

郡山開成山公園→道の駅季の里天栄→八木

南湖公園→マウントジーンズ那須→つつじ

道の駅裏磐梯→桧原大橋→大山祇神社→パ

ベイクショップ・ハッピーベリー→玉川村役場

沼リンゴ園→（バス）→羽鳥湖展望台→道の

吊橋駐車場→殺生石→りんどう湖→道の駅

ン工房ささき亭→裏磐梯ビジターセンター

→長命清水→道の駅たまかわ→福島空港

駅羽鳥湖高原→レジーナの森

東伊王野→白河関の森公園→南湖公園

5

矢祭・益子コース
上級者向け

6

伊達・田村コース
中級者・上級者向け

経験と実績を重ねたら
福島・栃木・茨城を巡る

山間の歴史と文化に
ふれながら快適に走る

美しい自然景観、
レジャー施
設などを巡りながら、
1日で3

7

奥久慈街道コース
中級者・上級者向け

8

那須・八溝山コース
中級者・上級者向け

美しい自然が魅了する
奥久慈街道を走る

初夏は新緑、秋は紅葉、
極上の景観の美しさ

山間の地に点在する歴史・

春は山桜、
夏は新緑、
秋は紅

四季折々に豊かな大自然が

文化 遺 産、
そして自然にふ

葉と、
大自然のパノラマが

表情を変え、
起伏に富んだ

県を一気に走るコースです。

れながら走るコースです。

眼前に広がるコースです。

道路も魅力のコースです。

●走行距離110km（約10時間00分）

●走行距離80km（約7時間00分）

●走行距離59km（約5時間50分）

●走行距離73km（約6時間50分）

矢祭山駅→道の駅奥久慈だいご→袋田の滝→

JR伊達 駅→道の駅りょうぜん→道の駅か

湯 遊 ランドは な わ → 鹿 角 平 キャンプ 場 →

南湖公園→那須フラワーワールド→りんどう

西金砂そばの郷→道の駅常陸大宮→道の駅かつ

わまた→あじせん楓亭→隠 津島 神社 三 重

手・まめ・館→棚倉町・甘盛堂→道の駅はなわ

湖レイクビュー→道の駅東伊王野→雲厳寺

ら→ツインリンクもてぎ→益子焼共販センター

塔→合戦場のしだれ桜→三春滝桜

※ランナーズインフォメーション研 究 所 認 定コース

→奥久慈茶の里公園→（バス）→南湖公園

