
 

サムライロード
旅程

「会津の旅」　春・秋　編

日 到着 出発 行程 補足
1日目 13:00 会津若松駅集合・出発 会津若松までは各自

鶴ヶ城　　 まちなか周遊バス
御薬園

17:00 東山温泉 宿泊（連泊）

2日目 8:30 東山温泉出発 専用バス
日新館 専用バス
十六橋 ウォーキング
滝沢峠
飯盛山

17:00 東山温泉 宿泊

3日目 8:30 東山温泉出発
9:00 会津若松駅 会津鉄道
10:00 会津下郷駅 下野街道ウォーキング

大内宿 茅葺き技術伝承会
17:00 湯野上温泉 宿泊

4日目 8:00 湯野上温泉出発 専用バス
木地小屋集落 木地師講話
昭和村 ウォーキング
大芦集落
矢野原湿原・からむし織 織姫講話

17:00 昭和村 宿泊

5日目 8:00 昭和村出発 貸切バス
喜多方
北塩原村（山塩工場見学）
檜原湖・大山祇神社

18:00 裏磐梯 宿泊

6日目 9:00 裏磐梯出発
裏磐梯噴火記念館
五色沼 ウォーキング

17:00 裏磐梯 宿泊（連泊）

7日目 10:00 裏磐梯出発 専用バス
12:00 郡山駅 解散

「会津の旅」　冬　編

日 到着 出発 行程 補足
1日目 13:00 会津若松駅集合・出発 会津若松まで各自

鶴ヶ城　　 まちなか周遊バス
御薬園

17:00 東山温泉 宿泊
2日目 9:00 会津若松駅 会津鉄道

10:00 会津下郷駅 スノーシュー体験
大内宿 茅葺き技術伝承会
会津若松市内（本郷焼）
会津若松市内（酒蔵）

17:00 東山温泉 宿泊（連泊）
3日目 7:41 会津若松駅 只見線

9:20 早戸駅
霧幻峡
沼沢湖

17:00 会津柳津 宿泊
4日目 8:00 会津柳津出発 貸切バス

福満虚空蔵尊（円蔵寺）
裏磐梯散策 スノーシュー体験

17:00 裏磐梯 宿泊
5日目 11:00 裏磐梯出発

12:00 猪苗代駅 解散

　■特長
　　　　ツアー行程の中で、古くから伝わる会津の伝統や文　
　　　化、考え方、生活の知恵などを、その道の伝承者から
　　　聞き、地域への理解を深めていける旅にする。
　　　　通り一遍の旅行ではなく、地域の魅力を知り、五感　
　　　で体験する旅を創出・紹介していく。



出発地 會津藩校日新館 帰着地 會津藩校日新館

写真

15:00 講話と修了式（⽩⻁⼑をプレゼント）

14:40 雑巾がけ（弓道場の掃除。道場への感謝をこめて）

14:00 弓道　(射ち方の指導、模範演技、礼に始まり礼に終わる）

12:30 昼食

11:00 坐禅（坐禅をする意義を知る）

概要
かつてサムライが生きた時代に、その精神を教えていた会津藩校日新館で当時の学びを実際に体験。
「礼に始まり、礼に終わる」サムライスピリッツを通し「感謝の心」に触れる体験。
午前は「文道」、午後は「武道」が中心のプログラムでサムライに一歩近づく体験を。

⾏程

10:30 日新館について・スケジュール説明(当時の授業を再現）・武士道精神を学んでもらう旨アナウンス

11:40 書道　(正座で体験し、気持ちを集中させる)

13:10 茶道

15:30 終了

商品名 サムライの原点を学ぶ サムライスクール体験

エリア 福島県会津若松市

サムライの原点を学ぶ サムライスクール体験



元⼑鍛冶工房で釘から作るレターオープナー
商品名 元⼑鍛冶工房で釘から作るレターオープナー

エリア 福島県会津若松市

持ち⼿の部分を成型→刃になる箇所を叩く→持ち⼿を伸ばす→持ち⼿をねじって装飾→作業終了

概要

1627年〜1876年の「廃⼑令」が発せられるまで、250年の⻑きに渡る⼑鍛冶の歴史がある。廃⼑令後は刃物鍛冶となり
多くの鍛冶を輩出したが、鍛冶屋の仕事も減少の道をたどる。しかし一切の妥協を許さない姿勢で元鍛冶屋の技術を生か
し現在は「鍬つくり」で全国展開。会津の元⼑鍛冶工房の職人が作り方を教える鉄を鍛えるペーパーナイフづくりで「錆びな
い心」「Aizu Samurai Spirit」を学ぶ。

レターオープナーつくり開始

⑴作業工程と完成イメージについて説明。工程⼿順書配布

⑵作業開始

⑶当日お渡しか郵送かを選ぶ　※郵送の場合別途料⾦

写真　

16:00〜17:00 当日受け渡しの場合はこの間に受取

出発地 堤製作所 帰着地 堤製作所

11:00 ⑷⼿ぬぐいのプレゼントをして終了

⾏程

10:00 堤製作所について⼑鍛冶から年数、姫鍬の由来、⼑鍛冶技術の踏襲について

10:10 着替え　※⽩装束or姫鍬オリジナルエプロンかを選んで着替え

10:15



極上のお花⾒ディナー

実施場所 鶴ヶ城公園帯廓（会津若松市追⼿町1番地内）の特設会場　※⾬天時は隣接城内での実施

⾏程

16︓00〜 会場準備（セット内容︓陣幕、演舞台、床板とホットカーペット、ブランケット（配布⽤）、照明⾳響器具）

17︓45〜 お料理、飲み物、座席等の準備（セット内容︓ちゃぶ台、座椅⼦、曲げわっぱのお重のお⾷事、飲み⽐べ
セット、メニュー案内書）

18︓20〜 待ち合わせ（公園内・観光案内所前）

18︓30〜

〜20︓45 会場撤去、清掃作業

スタート　着席後お⾷事開始

説明
難攻不落とうたわれる鶴ヶ城をバックに、会津の⾷材を⽣かしたお料理でお花⾒を楽しみませんか︖
お客様は⼿ぶらで鶴ヶ城公園に来ていただくだけ︕場所の⼿配、お⾷事・飲み物の準備、後⽚付けを完全サポート
お殿様気分で心ゆくまでお楽しみください。

概要

・完全予約制（一日限定6名様）
・お花⾒の場所を確保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・お
客様は⼿ぶらで来場するだけ︕
・お⾷事（郷⼟のお料理）
・お飲み物（三種の清酒飲み⽐べ）
・芸妓の舞、写真撮影、お座敷遊び
・会津塗のお猪口お⼟産（希望者にオプション販売）
・準備、後⽚付けを完全サポート

商品名 極上のお花⾒ディナー

エリア 会津若松市・鶴ヶ城公園

アナウンス（歓迎あいさつ）

19︓00〜 東⼭芸妓の舞踊の披露、写真撮影

20:00 終了　スタッフがアナウンス、お⾒送り

・お料理のご案内

・清酒飲み⽐べのご案内（3種類の清酒をご⽤意）

芸妓とのお座敷遊び︓「こんぴらふねふね」、「菊の花」など

写真

〜19︓45 終了後歓談　

※⾬天時は鶴ヶ城公園内の別会場（屋内）にて⾷事の提供となります。別会場から鶴ヶ城公園の桜を
　 ご覧頂くことはできません。⼜、返⾦もございません。

出発地 現地集合 帰着地 現地解散



写真

出発地 御薬園 帰着地 御薬園

茶道体験開始

①講師によるお点前披露︓講師の方の作法やシナリオシートを⾒て学ぶ

②作法体験︓参加者にお茶を提供し、学んだ作法を実践してお茶を嗜んでもらう

11:00 終了

⾏程

9:30 御薬園入口受付

9:40 御薬園園内

散策︓歴史解説説明。御薬園の歴史や当時の役割など

10:10 お茶屋御殿

概要
日本ならではの茶道を、会津藩の藩主が実際に嗜んだ場所、同じ目線で体験。
茶道のイロハ（心構え、作法、茶器）の説明を受けた後
「御茶屋御殿」で四季折々の景⾊を楽しみながら、作法を体験する。

御薬園の茶道体験
商品名 御薬園の茶道体験

エリア 福島県会津若松市　御薬園



散策︓庭園のいわれである園内の薬草園を中心に説明

10:00 重陽閣にてハーブティーブレンド体験

自分だけの和漢ハーバルティーブレンド体験
商品名 自分だけの和漢ハーバルティーブレンド体験

エリア 福島県会津若松市　御薬園

概要 会津藩主が領⺠を疫病から救うため整備した薬草園がその名の由来である「御薬園」。
御薬園で今も栽培している薬草を使いながら、自分だけのハーブティーをブレンドし、その場で味わう体験。

10:50 ③ティータイム　お茶を蒸らす間は持ち帰り用の袋を折り紙で作る。 ＊お茶菓⼦用意

①オープニング（自⼰紹介・体験の流れ説明・お客様の心⾝の悩みをヒアリングしてそれにあった薬草ご提案・薬草効能のおおよその説明）

10:25 ②体験開始

⑴半紙を折って薬草を入れる袋を作る

⑵小皿に準備された薬草数種の中から好きなものをチョイス

⑶選んだ薬草を薬研ですり潰す

⑷すり潰した薬草をスキレットで煙が出るまで炒る　＊虫止めのため。香りを楽しむため。

⑸お茶パック２つに半分ずつ入れる。＊持ち帰り用と試飲用

写真

おたね人参について・震災後の取り組み・薬草と神仏/昔の暮らしについて・効能詳細説明をお話

11:30 終了

出発地 御薬園 帰着地 御薬園

⾏程

9:30 御薬園入口受付

9:40 御薬園園内
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