ここが違う！
！
ふくしまの合宿
裏磐梯観光協会

福島県南ホテル連合会

高田 徹

［東京都］東海大学

スポーツパーク桧原湖

陸上競技部

箱根駅伝優勝に向け、準高地である裏磐梯において強化
トレーニングを毎年実施。

【学生のコメント】 桧原湖周囲は適度に起伏があ
り、実際の箱根駅伝のコースをイメージしながら、実
践的で充実した練習ができます。競技用トラックも隣
接しているため、
トラックとロードの走り分けを意識し
て丁寧に鍛えることができ、幅広い練習が可能なた
め内容の濃い合宿ができました。
［合宿地］二本松市 :

［東京都］中央大学

エビスサーキット

自動車部

裏磐梯高原は、磐梯山や吾妻山に囲まれ
た標高850mの高原で、首都圏からは約4
時 間のところに位 置します。夏は涼しく音
楽系の合宿では気兼ねなく音出しもできる
最適な環境です。
また高所トレーニングに
対応した400mトラックもあり陸上系合宿
でも好評です。当協会にはホテル、旅館、
ペンション、民宿 等の会員がおり人 数 、目
的に合わせて紹介をさせていただきます。
H P

http://www.urabandai-inf.com/

夏は過ごしやすく、冬は比較的温暖な
県 南 地 域にある「 福 島 県 南ホテル連
合 会 」では硬 式 野 球 場 5 球 場・体 育
館・グラウンド・プール等の豊富な体育
施設とホテル手配を一括でご提案。首
都圏から車で２時間半とアクセスも良
好でこれまでも運動・文化系合宿や中
高一貫校の合同合宿等の様々な実績
がございます。是非一度お問い合わせ
ください。
H P

http://fkh-rengo.com/

相 馬 市は、首 都 圏（ 三 郷 I C ）〜常 磐自動
車道で3時間半とアクセスも良く、夏は涼し
く冬は雪がほとんど降らない温 暖な気 候
で、年間を通してスポーツ合宿に適した地
です。天 然 芝・人 工 芝のグランドを有する
光 陽 サッカー場では青 森 山 田 高 校 サッ
カー部等の強豪校が合宿！相馬市観光協
会では、
ワンストップ窓口として宿の手配、
合宿施設の手配、補助金等のご案内をし
ておりますので是非お電話ください。
H P

http://soma-kanko.jp/

くるまの遊園地エビスサーキットにて実施。創部80年以上
の歴史ある部活動。
福島市

【学生のコメント】 長い歴史と伝統のある自動車部と
後輩たちを育てることを目標にしています。福島県は

県

夏が過ごしやすい気候であることや、優しく対応してい

各地域問合せ先

ただいた事が好印象で、今年も福島県を選びました。
［合宿地］福島市

ニットーボー
［東京都］専修大学

スカッシュ
ラケット部

福島県での合宿は同校スカッシュラケット部の伝統行事の一つとして毎年実施。
全国でも数少ないスカッシュラケットの練習場を貸切り、
思う存分練習に励んだ。

［合宿地］喜多方市

福島県営
荻野漕艇場

［東京都］
開成中学校・高校

ボート部

き継がれており、部の伝統を守るという意味でも継続して実施していきたい

平成19年度から継続しているボート部恒例の夏季合宿として来県。中学生は、
新メンバー基礎技術と体力の向上をテーマに、高校生は関東選抜東京都予
選の大会出場へ向けた最終調整として今回の合宿に臨んだ。

です。合宿先として福島県は練習場の近くに温泉があり、ご飯もとても美味

【学生のコメント】 水上コースは上流から下流まで広々と使うことができ、

【学生のコメント】 福島県で行うスカッシュラケットの練習は先輩方から引

この福島合宿で確実に漕ぎの質が良くなっていると実感しています。

しくて練習の疲れを和らげることができました。

［合宿地］相馬市

相馬光陽
サッカー場

［青森県］
青森山田中学校

サッカー部

大会出場の事前合宿として相馬市において合宿を実施。冬でも比較的温暖
で降雪も少なく、人工芝・天然芝のどちらのコートも完備されているため大会
本番のコートに合わせて練習ができる。
【学生のコメント】 相馬市光陽サッカー場は練習会場の整備がきちんと
されており、冬でも雪が無いため強化合宿の条件が整っています。

福島市コンベンションビューロー

〒960-8031 福島市栄町1-1
TEL.024-531-6432
http://www.f-kankou.jp/

して、運転技術のみならず、社会においても活躍できる

［合宿地］磐梯町

星野リゾート
アルツ磐梯

［京都府］
同志社大学

サッカー部

同志社大学サッカーサークルＫＦＣが体力づくりのため磐梯町においてスキー・ス
ノーボード合宿を実施。部員のほとんどが、
スノーボード初心者だが、経験者の指
導のもとスムーズに滑走する姿がみられた。芝生から離れたゲレンデでのトレーニ
ングは、筋力や体幹を鍛えるだけでなく、気持ちのリフレッシュにもつながった。
【学生のコメント】 スノーボードでは普段使わない筋肉を使い筋肉痛になりました

が、効果的な運動をしているという実感がありました。サッカーは足腰が重要であ

り、
スノーボードも同じなので、少しでもサッカーの動きの向上につなげたいです。

猪苗代町

猪苗代観光協会

〒969-3133 耶麻郡猪苗代町千代田扇田1-4
TEL. 0242-62-2048
http://www.bandaisan.or.jp/

南会津町

みなみやま観光

南

磐梯町

福島県南ホテル連合会

会津若松市

磐梯町観光協会

郡山市観光協会

いわき観光まちづくりビューロー

会津若松観光ビューロー

〒965-0873 会津若松市追手町5-10
TEL. 0242-23-8000
http://www.tsurugajo.com/

北塩原村

〒969-3392 耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855
TEL.0242-74-1214
http://www.town.bandai.fukushima.jp/site/kanko/

〒972-8321 いわき市常磐湯本町向田3-1
TEL.0246-22-1279
http://kankou-iwaki.or.jp/

郡山市

〒963-8001 郡山市大町一丁目3番15号 ラ・プラド 2階
TEL.024-954-8922
https://www.kanko-koriyama.gr.jp/

〒969-0201 西白河郡矢吹町大町44-1（ホテルニュー日活内）
TEL.0248-42-3721
http://fkh-rengo.com/

いわき市

〒967-0004 南会津郡南会津町田島後町甲3973-1
TEL.0120-915-221
http://www.minamiaizu.co.jp/

裏磐梯観光協会

〒969-2701 耶麻郡北塩原村桧原剣ケ峯1093
TEL.0241-32-2349
http://www.urabandai-inf.com/

相馬市

相馬市観光協会（相馬スポーツツーリズム推進協議会）

〒976-0042 相馬市中村北町55-1
TEL.0244-35-3300
http://soma-kanko.jp/

福島県の教育旅行情報満載のホームページ！

フクシマ教育旅行

フクシマ教育旅行

合宿施設の検索や、福島県で
合宿を行った学校の事例紹介、
福島県の見どころなど、
情報満載のホームページ！
福島県のすばらしさを
今すぐチェックしよう！

福島県教育旅行

ワンストップ窓口

SPORTS & CULTURE

さん

さん

さん

山口 公一

［合宿地］北塩原村 :

福島、行こう

相馬市観光協会

遠藤 美貴子

た
福島県で実施し
取材を通して
特色ある合宿の
た。
をいただきまし
みなさまから声

福島県には、数多くの運動、文化、宿泊施設があり、充実した合宿ができます。
陸上競技や野球、サッカー、ラクロス、スキーなどのスポーツ系から、合唱や
吹奏楽、ゼミなどの文化系まで、多種多様な合宿を行うことが可能です。
福島県でエリアごとに目的に叶った合宿地を探してください。

福 島 県では、教 育 旅 行を強 力にサポートするために、専 門 窓 口を設 置しております。
県 内にある体 験プログラム受 入 団 体の情 報を一 括 管 理し、ワンストップでまとめて、学校の先生方や
旅 行 会 社の方々のお 問 合せや資 料 請 求にお 答えします。ぜひ、ご利 用ください。
公益財団法人福島県観光物産交流協会

観光部 教育旅行推進課

☎ 024-525-4024

［発行］公益財団法人福島県観光物産交流協会 〒960-8053 福島県福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま7階

TEL.024-525-4024
FAX.024-525-4087

− 福 島 県 合 宿 ガ イド −

会津エリア

喜多方市

押切川公園体育館

1

〒966-0094 喜多方市押切1丁目86
TEL.0241-23-0771
○ＪＲ喜多方駅から車で約５分
○会津若松ＩＣから車で約20分
【メインアリーナ】バレーボール（3面）
・バスケットボール（2面）
・
バドミントン（10面）
・軟式テニス（3面）
・卓球 【サブアリーナ】バレー
ボール（1面）
・バスケットボール（1面）
・バドミントン（3面）
・卓球
HP https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/syougaku/1134.html

会津エリア

猪苗代町

会津エリア

2

喜多方市

福島県営荻野（オギノ）漕艇場

会津エリア

3

磐梯町

磐梯町ふれあいセンター

会津エリア

4

全

北塩原村

スポーツパーク桧原湖

〒969-3301 耶麻郡磐梯町大字磐梯町在家８
TEL.0242-73-3617
○ＪＲ磐梯町駅から車で約2分
○磐梯河東ICから車で約5分

〒966-0400 耶麻郡北塩原村大字桧原字早稲沢527-128
TEL.0241-34-2256（スポーツパーク桧原湖管理組合）
○ＪＲ猪苗代駅から車で約35分
○猪苗代磐梯高原ICから車で約35分

コース全長1,000m×6レーン
コース上流で直線約1,500ｍ乗艇練習可

水泳（25ｍプール/6レーン）
・バスケットボール（2面）

全天候型グラウンド（1週400ｍ/4コース）
・
クロスカントリーコース（3㎞/幅員3m）
・
低酸素室及びエアロバイク2台完備

会津エリア

猪苗代町

HP http://www.town.bandai.fukushima.jp/

会津エリア

猪苗代町

東京→郡山

猪苗代町総合体育館（カメリーナ）

6

猪苗代町運動公園

7

〒969-2752 耶麻郡猪苗代町大字蚕養沼尻山甲2855-173
TEL.0242-64-3239
○ＪＲ猪苗代駅から車で約30分
○猪苗代磐梯高原ICから車で約30分

【メインアリーナ】バスケットボール（2面）
・バレーボール（3面）
・バドミント
ン（10面）
・卓球（34台）
・柔道・剣道 【サブアリーナ】バスケットボール（1
面）
・バレーボール（1面）
・バドミントン（4面）
・卓球（12台）
・柔道・剣道

硬式野球（1面）
・ソフトボール（3面）
・サッカー（1面）
・
テニス（ 6 面 ）
・陸 上（ 4 0 0 ｍトラック/ 8レ ーン）
（フィールド
96m/68m）

バスケットボール（1面）
・バレーボール（2面）
・
バドミントン（3面）
・卓球（10台）

HP http://www.town.inawashiro.fukushima.jp/cb/hpc/Article-28-2009.html

HP http://www.town.inawashiro.fukushima.jp/taiken/taiiku.html

会津エリア

柳津町

会津エリア

会津若松市

HP http://www.town.inawashiro.fukushima.jp/taiken/taiiku.html

会津エリア

バスケットボール（4面）
・バレーボール（5面）
・
テニスコート
（3面）
・ バドミントン（21面）
・
ハンドボール（2面）
・フットサル（2面）・卓球（32面）

音楽関係（音楽スタジオ5ヵ所）

HP http://www.azumapark.or.jp

HP http://www.noahhouse.com/pia/

県中エリア

8０分

川口 JCT→白河 IC

120 分

約

福 島 県は東 北 新 幹 線でも、東 北自動 車 道でも、
意外と近いことをご存じでしたか？高速道路から
鉄道まで交通網も整備されていますので、渋滞
も少なく、スムーズな目的地移動が可能です。

1

磐越西線

7

2
3

8

会津若松 I.C

5

9

相双 エリア

16

17

南会津 エリア
10 市民ふれあいスポーツ広場 ふれあい体育館

〒969-3461 会津若松市河東町浅山字石堀山40-1
TEL.0242-75-5111
○ＪＲ広田駅から車で約5分
○磐梯河東ICから車で約10分

〒965-0003 会津若松市一箕町八幡字八幡2-1
TEL.0242-37-0717
○ＪＲ会津若松駅から車で約5分
○会津若松ICから車で約10分

グラウンド（硬式野球1面、軟式野球1面、ソフトボール2面）
・体育館（バレー
ボール2面、バドミントン3面、バスケット1面、卓球10台、剣道1面、テニス1面）
・
武道館（柔道128畳）
・テニスコート（人工芝8面、うち4面はナイター使用可能）

バスケットボール（5面）
・バレーボール（2面）
・軟式野球（1面）
・
硬式野球（1面）
・バドミントン（6面）
・ソフトボール・卓球（23台）
・
テニス（2面）
・クレー・フィットネスルーム・弓道（近的・遠的/6面）

バスケットボール（2面）
・バレーボール（2面）
・
バドミントン（6面）
・卓球（9台）
・テニス（2面）

HP http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/

南会津エリア

11

只見町

町下野球場

HP http://aizu-sportspark.jp/

南会津エリア

12

南会津町

しらかば公園体育館

南会津エリア

13

南会津町

びわのかげ運動公園

東北新幹線

22

東北本線

県南 エリア

いわき エリア

水郡線

都内から２００km 圏内

14

南会津町

御蔵入交流館

〒967-0006 南会津郡南会津町永田字枇杷影19-1
TEL.0241-62-2442（南会津町振興公社）
○会津鉄道 会津田島駅から車で約40分
○西那須野塩原ICから車で約80分

〒967-0004 南会津郡南会津町田島宮本東２２
TEL.0241-62-5511（南会津町生涯学習課）
○会津鉄道 会津田島駅から車で約5分
○西那須野塩原ICから車で約80分

硬式野球（1面）※隣接地に町下運動場（ナイター完備）有り

テニス
（10面）
・バレーボール
（1面）
・バスケットボール
（2面）
・
バドミントン
（2面）
・卓球・サッカー
（1面）
・ソフトボール
（2面）
・
陸上競技・ゲートボール
（2面）

競泳・陸上競技・駅伝・ソフトボール・サッカー・軟式野球・
硬式野球・軟式テニス・硬式テニス・ゲートボール・
グランドゴルフ・バウンドテニス

合唱・吹奏楽・軽音楽・ゼミ・ダンス・応援団・華道・演劇・
茶道・勉強合宿

HP http://www.minamiaizu.org/kanko/spot/cat3/000442.php

いわき中央 I.C

東京

〒967-0333 南会津郡南会津町湯ノ花
TEL.0241-78-2110（南会津町振興公社舘岩支局）
○会津鉄道 会津田島駅から車で約40分
○西那須野塩原ICから車で約80分

HP http://www.kanko-aizu.com/asobu/3418/

新白河駅
白河 I.C

福島県

南会津エリア

HP http://okura.minamiaizu.org/

県中エリア

田村市

HP http://www.city.soma.fukushima.jp/benri/institution/20softball.html

南相馬市

相双エリア

18 スカイパレスときわ クロスカントリーコース

南相馬市野球場

25

〒963-4601 田村市常葉町山根字殿上160
TEL.0247-77-2070
○ＪＲ船引駅から車で約25分
○船引・三春ICから車で約35分

〒975-0032 南相馬市原町区桜井町2丁目166
TEL.0244-22-8951（南相馬市スポーツセンター）
○ＪＲ原ノ町駅から車で約5分
○南相馬ICから車で約15分

水泳（25ｍプール/8レーン［稼働床水深0.0〜1.4ｍ/通常1.1
ｍ］）
（ 50ｍプール/10レーン［水深2.0ｍ］※50ｍプールのみ
練習用スタート台8台有）
・会議室（30名程度収容可能）

クロスカントリーコース（全長1.1km）

硬式野球・軟式野球（場内/両翼100ｍ、収容人員/5,000人）

天栄村

HP http://skypalace.jp/facilities/

いわきエリア

いわき市

HP https://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/6,1196,31,html

楢葉町

相双エリア

あぶくま
高原道路

21

20

東北自動車道
会津鉄道

〒968-0421 南会津郡只見町大字只見字町下2591-1
TEL.0241-82-5320（只見町教育委員会）
○ＪＲ只見駅から車で約3分

HP http://www.tadami.gr.jp/

会津
田島駅

12

HP http://aizu-sportspark.jp/

HP http://ｗｗｗ.soma-soccer.jp

少年軟式野球（4面）
・ソフトボール（4面）

〒963-8851 郡山市開成1丁目5-12
TEL.024-926-0450
○ＪＲ郡山駅から車で約10分
○郡山ICから車で約20分

県中エリア

常磐
自動
車道

〒969-7201 河沼郡柳津町柳津金谷沢1795
TEL. 0241-42-2246
○ＪＲ会津柳津駅から車で約5分
○会津坂下ＩＣから車で約10分

サッカーフィールド〈105m×68m〉
（天然芝/3面）
（ 人口芝/2面 ※内1面はナイター設備有）

相馬光陽ソフトボール場

24

〒976-0005 相馬市光陽4丁目2-5
TEL.0244-35-4254（NPO法人オール相馬軍ソフトボール倶楽部）
○ＪＲ相馬駅から車で約10分
○相馬ICから車で約15分

26

13

河東総合体育館

相馬光陽サッカー場

23

〒976-0005 相馬市光陽3丁目3-1
TEL.0244-35-0127
○ＪＲ相馬駅から車で約10分
○相馬ICから車で約15分

相馬市

相双エリア

19

14

9

郡山しんきん開成山プール

HP https://www.kaiseizanpool.com/

18

郡山駅

県中 エリア

11

柳津運動公園

25

磐越東線
郡山 I.C

只見線

8

17

県北 エリア

6
猪苗代磐梯高原 I.C

10
会津
若松駅

会津 エリア

会津若松市

相馬駅

福島駅

福島西 I.C

4

相馬市

24
23

相馬 I.C

山形新幹線
15

郡山市

相双エリア

阿武隈
急行線

飯坂線

磐越自動車道

〒969-3131 耶麻郡猪苗代町字上園1340-1
TEL.0242-62-4481
○ＪＲ猪苗代駅から車で約10分
○猪苗代磐梯高原ICから車で約15分

約

ペンション イノセント・エイジ

〒964-0074 二本松市岳温泉4丁目514-5
TEL.0243-24-2549
○ＪＲ二本松駅から車で約20分
○福島西ICから車で約15分

HP http://www.tif.ne.jp/jp/spot/ski.php

［東北自動車道］

猪苗代町 中ノ沢体育館

〒969-3123 耶麻郡猪苗代町鶴田141-2
TEL.0242-72-1534
○ＪＲ猪苗代駅から車で約10分
○猪苗代磐梯高原ICから車で約15分

16

二本松市

〒960-2158 福島市佐原字神事場1
TEL.024-593-1111
○ＪＲ福島駅から車で約20分
○福島西ICから車で約10分

都 心 から近 いアクセス
［東北新幹線］

5

県北エリア

県営あづま総合体育館

15

［磐梯エリア］星野リゾートアルツ磐梯・猪苗代スキー場・裏磐梯スキー
場・裏磐梯猫魔スキー場・グランデコスノーリゾート・グランドサンピ
ア猪苗代リゾートスキー場・三ノ倉スキー場・沼尻スキー場・ファミリー
スノーパークばんだい ×2・箕輪スキー場・リステルスキーファンタジア
［会津エリア］会津高原たかつえスキー場・会津高原高畑スキー場・会
津高原だいくらスキー場・会津高原南郷スキー場・尾瀬檜枝岐温泉ス
キー場・只見スキー場・フェアリーランドかねやまスキー場
［あだたら高原エリア］あだたら高原スキー場・二本松塩沢スキー場
［白河エリア］グランディ羽鳥湖スキーリゾート・スキーリゾート天栄

HP http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp

福島市

県北エリア

福島県スキー場［２２箇所］

〒969-4301 喜多方市高郷町上郷字魚筍洲丙292-1
TEL.0241-24-5327（喜多方市教育委員会生涯学習課）
○ＪＲ荻野駅から車で約5分
○会津坂下ＩＣから車で約20分

HP http://wwwcity.kitakata.fukushima.jp/

県

いわき駅
28

29

27

常磐線

19

エンゼルフォレスト那須白河

20

西郷村

甲子高原こども運動広場

〒961-8071 西白河郡西郷村大字真船字村火6-1
TEL.0248-25-1102（西郷村民体育館）
○ＪＲ新白河駅から車で約20分
○白河ICから車で約20分

県南エリア

21

泉崎村

泉崎村さつき公園野球場

J ヴィレッジ

26

2018年
7月28日より
一部営業再開

〒962-0692 岩瀬郡天栄村羽鳥湖高原
TEL.0248-85-2525
○ＪＲ新白河駅から車で約30分
○白河ICから車で約30分

〒970-8032 いわき市平下荒川字南作100
TEL.0246-29-1171（上荒川公園総合体育館）
○ＪＲいわき駅から車で約10分
○いわき中央ICから車で約15分

〒979-0513 双葉郡楢葉町山田岡美シ森8
TEL.0240-26-0111
※2018年7月28日より営業再開する施設は
天然芝5面、人工芝1.5面、アリーナ、
フィット
○ＪＲ木戸駅から車で約5分 ネスジム、
宿泊施設になります。
○広野ICから車で約10分 ※サッカー以外のスポーツもご利用になれます。

テニス
（10面）
・屋内テニスコート
（2面）
・バスケットボール
（1面）
バレーボール
（2面）
・バドミントン
（3面）
・卓球（5台）
スキー・ゼミ合宿（100名、50名、20名、各1室）
・合唱

バスケットボール（3面）
・バレーボール（4面）
・
バドミントン（16面）
・テニス（3面）
・卓球・剣道・柔道・弓道
陸上競技・硬式野球・軟式野球

天然芝グランド（サッカーピッチ7面）
・人工芝グランド（サッカーピッチ2.5面）
・
5000人収容スタジアム（天然芝）、全天候型練習場（人工芝）・アリーナ（バス
ケットコート2面分）
・フィットネスジム・宿泊施設（客室、レストラン、会議室など）

HP http://www.ang-f-ns.com

県南エリア

上荒川公園

27

県南エリア

22

棚倉町

ルネサンス棚倉

HP http://www.iwakicity-park.or.jp

いわきエリア

28

いわき市

いわき芸術文化交流館 アリオス

HP http://j-village.jp/

いわきエリア

29

いわき市

ヘレナ国際カントリー倶楽部

〒969-0101 西白河郡泉崎村大字泉崎字白石山3-1
TEL.0248-53-3775
（泉崎村教育委員会 教育課 生涯学習グループ）
○ＪＲ泉崎駅から車で約5分

〒963-6123 東白川郡棚倉町関口字一本松43-1
TEL.0247-33-4111
○ＪＲ新白河駅から車で約40分
○白河・矢吹ICから車で約45分

〒970-8026 いわき市平字三崎1-6
TEL.0246-22-8111
○ＪＲいわき駅から車で約5分
○いわき中央ICから車で約10分

〒974-8202 いわき市添野町頭巾平66-3
TEL.0246-62-0555
○ＪＲ泉駅から車で約10分
○いわき勿来ICから車で約15分

陸上（400ｍトラック/6レーン）
（クロスカントリーコース4.5㎞）
（ゴルフ場コース3.0㎞）
（ダム周回コース14.0㎞）

硬式野球（1面）
・軟式野球（1面）
・バスケットボール（2面）
・
プール（50ｍ/8コース、25ｍ/6コース）、テニスコート
（4面）
・
弓道場・ソフトボール球場・サイクルスタジアム・陸上競技場

オムニテニスコート（10面）
・インドアテニスコート（4面）
・ハードコート（6面）
・フィール
ドホッケー（1面）
・サッカー（1面）
・少年サッカー（2面）
・ソフトボール（2面）
・軟式野球
（1面）
・ラクロス（1面）
・アルティメット（2面）
・クリケット（1面）
・競泳・ダンスフロア

合唱・吹奏楽・軽音楽・ダンス・演劇

ゴルフ（18Hole

HP https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/kanko/sports/shisetsu/cat/

HP http://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/sp/page/page000586.html

HP http://www.r-tanagura.jp

HP http://iwaki-alios.jp/

Par72

7,101yard）

HP http://cc.helena-international.jp/

