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ひろげよう！わたしの好きなまち すかがわ
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「特撮の日」と、1964年東京オリンピックでの
幸吉選手のゼッケンナンバー「77」にちなみ、

令和3年7月7日㈬に英二監督と
幸吉選手の須賀川市名誉

市民章授与式が行われました。

円谷英二 監督
　英二監督は、若かりし頃から撮影技術の

研究に励み、1963年には株式会社円谷特技

プロダクションを設立。人々の娯楽として定

着し始めていたテレビに怪獣を登場させ、日

本中に“怪獣旋風”を巻き起こしました。

　英二監督が生み出し、1966年に放送が開

始された「ウルトラマン」は、55周年を迎え

た今でも、世代を超え世界中の人々に愛され

ています。

円谷幸吉 選手
　幸吉選手は、1964年に開催

された東京オリンピックのマラ

ソン競技で銅メダルを獲得し、

当時低迷していた日本陸上競

技界の救世主となりました。

　1983年から始まった「円谷

幸吉メモリアルマラソン大会」

では、多くのランナーが市内を

駆け抜けます。近年では、本市

出身のランナーが国内を飛び

越え世界の舞台でも活躍する

など、幸吉選手のレガシーが今

もふるさとの人々に受け継がれ

ています。

名誉市民章授与名誉市民章授与
二人の円谷二人の円谷

▼

名誉市民章

©円谷プロ

サポーターズクラブ
Facebook

サポーターズクラブ
Twitter 須賀川市観光物産振興協会

HP＆Facebook

その他、
様々なお礼品を
ご用意 !！

●ちょっと気になるすかがわ情報
●観光イベント情報
●市内外で開催する物産展等情報
●クラブに関する情報

HP
はこちらから

Facebook
はこちらから

みなさんにとって、須賀川市がより身近に感
じられるような情報発信をしていきたいと思
いますので、応援よろしくお願いします。

「いいね！　　」お待ちしています！

すかがわの「見る」「食べる」「学ぶ」「遊ぶ」「買
う」「泊まる」「イベント」情報を発信！お出かけ
前に情報をチェックして須賀川を楽しんでく
ださい！

市の魅力や暮らしに役立つ情報を効果的に
発信するため、市公式LINEアカウントで情
報発信しています。イベント・観光情報、自然
災害などの緊急情報を受信できるほか、
ホームページと連携した情報提供も行って
います。

2021年度も新型コロナウイルス感染症の影響は収まらず、
各地での物産展などの中止が続きましたが、本市において
は、コロナ禍であっても、感染拡大防止の対策を講じ、伝統
行事の継承や規模縮小でのイベント開催など、形を変えな
がら様々な取組を実施しました。また、会員の皆様には、ア
フターコロナを見据え、SNSや口コミによる須賀川市の魅
力発信、活動報告書の作成など、さまざまな支援をいただ
き、誠にありがとうございました！
今後も、より多くの方々へ須賀川市の魅力が届くように活動
してまいりますので、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。

12月11日㈯、須賀川駅前（中山地
内）で「スカイランタンin須賀川」
が行われました。このイベントは、
福島大学と連携して行っている
「須賀川駅周辺地区まちづくり
ワークショップ」に参加する高校
生などがアイデアを出し、開催し
たものです。参加者の願いを込め
た短冊をつるしたスカイランタン
が夜空に舞い、須賀川の夜を優し
く照らしました。

いただいた寄附金が、
須賀川市の未来 に
生かされます！
寄附額に応じて、お礼の品を
お選びいただけます。

お申し込みはこちら⬇
ポータルサイトからお申し込みください。

須賀川市ふるさと納税
ふるさとチョイス須賀川市

検索

さとふる須賀川市

検索

税納とさるふ

応援し
て

ほしい
ボー！

！

お問い合せ先

たとえば…

ぜひ、友だち登録をお願いします！

須賀川市
公式LINE

アカウント名 ＠sukagawacity　「須賀川市」

スカイランタンin須賀川2021年度の活動について

TEL：0248-88-9123（8：30～17：15まで）　FAX：0248-94-4564

部署：須賀川市財務部税務課　住所：〒962-8601 福島県須賀川市八幡町135番地
Eメール：zeimu@city.sukagawa.fukushima.jp

今年度、お礼品が
さらに充実しました！！

●阿部農縁
　旬のお野菜わくわくセット
●渡辺果樹園の桃
●かめまんの玄米パン
●「須賀川特産岩瀬
　きゅうり」使用かっぱ麺
●ウルトラマン焼きショコラ
●須賀川のお米「ぼたん姫」

など

●発行元／須賀川サポーターズクラブ事務局 ● 〒962-8601 福島県須賀川市八幡町135 須賀川市文化交流部観光交流課内 
　　　　　TEL.0248-88-9145 ● FAX.0248-94-4563 ● 　 E-mail  kankou@city.sukagawa.fukushima.jp
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第3回

in すかがわ＆福島空港

参加者を県内・100名限定と規模縮小し、
様々な新型コロナウイルス感染症対策を講じて開催しました。

参加者には、「春・牡丹園」をテーマに牡丹園を経由する
コース約6.8㎞を歩いてもらい、

本市の温泉や食、文化・観光資源など
地域の魅力を体験していただきました。

すかがわ観光物産館 flatto

ハローワーク須賀川ハローワーク須賀川

須賀川市
産業会館
須賀川市
産業会館

須賀川市立第三中須賀川市立第三中

須賀川市立第三小須賀川市立第三小
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須賀川市役所須賀川市役所

ミニストップミニストップ

須賀川牡丹園須賀川牡丹園

tettetette

乙字ヶ滝乙字ヶ滝
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翠ヶ丘公園（五老山）翠ヶ丘公園（五老山）

※コースは目安となります。時間内であれば
　自由にチェックポイントをまわることができます。

!
歩行の際は交通ルールを守り、
車両の通行には十分注意してください。

福島空港到着後、滑走路な
どいつもは立ち入り禁止の
場所をバスで案内しました!

空港まるごとウォッチング

風流のはじめ館風流のはじめ館

円谷幸吉
メモリアルパーク

円谷幸吉
メモリアルパーク

須賀川市出身で 1964 年の
東京五輪男子マラソンで銅
メダルに輝いた円谷幸吉選
手を顕彰する公園

＜光の乙字ヶ滝＞
ライトアップを楽しめる
ときがあります！

伝統火祭り「松明あかし」
の会場となっています。
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グランフーズ須賀川グランフーズ須賀川

岩通マニュファクチャリング（駐車場）岩通マニュファクチャリング（駐車場）

再集合場所：tette

FLYERS
ダンスパフォーマンスを
披露しました。

川隈
武阿

ガストロポイント 提供メニュー

スタート　福島空港　＝バス乗車移動＝

ゴール　福島空港　＝バス乗車移動＝

❶ 乙字ヶ滝 ・一口饅頭
・お茶or水

・ミニ食パン ）え添ムャジの節季（ 

・楚人冠ヨーグルト
・酪王カフェオレ

・蔵元「廣戸川」麹使用
   吟醸ロース焼肉
・おにぎり、おこわ、漬物
・お酒各種
・ソフトドリンク

・地元野菜たっぷり豚汁
・お酒各種
・ソフトドリンク

きゅうり一本漬け 

・う米めん
・ミートソース
・お米の純和ロール
・紅茶

❷ 岩通マニュファクチャリング
駐車場

❸ 牡丹園

❹ グランフーズ須賀川前

❺ 風流のはじめ館

❻ 翠ヶ丘公園（五老山）

コースMAP

ガストロポイント

見学スポット トイレ

徒歩

▲

地元ならではの “いいもの”
や “美味しいもの” はもちろ
ん、須賀川ゆかりのものな

令和3年5月9日㈰に第3回を開催しました！

　東日本大震災から10年という節目の年であるととも
に、コロナ禍の困難な状況の中でも明るい未来を照ら
したいという思いから、市民や医療従事者の皆さんへ贈
る「届けエール！元気が出る花火」が、10月2日㈯に打

ち上がりました。市内5
カ所（浜尾遊水地・仁
井田・稲田・岩瀬・長
沼）で午後7時に同時
に打ち上げられ、合計
約2,000発の花火が秋
の夜空を明るく照らし
ました。

すかがわ観光物産館

flatto開館１周年
ふらっと

flatto開館１周年
ふらっと

公式Instagram・Twitterの
フォローをお願いします！

アカウント名
flatto_sukagawa

アカウント名
flatto.sukagawa

#すかがわ観光物産館flatto
#sukagawa　#お土産　#観光

ハッシュタグはコチラ！

届けエール！元気が出る花火 松明あかし

当日の様子は市公式YouTubeでチェック!➡
https://www.youtube.com/watch?v=4xxeXTDQ7oE

当日の様子は市公式YouTubeでチェック!➡
https://www.youtube.com/watch?v=kJh0iN5oCys&t=2s

ボータンcandy
「ボータン×マンゴー味」、「牡丹
× マスカット味」、「釈迦堂川花
火大会の花火×ソーダ味」の3種類のフレーバーで、数量限定
で販売中！細やかなデザインが
可愛い♪ちょっとしたお土産やお
やつにぴったりです。

flattoトートバッグ
クリーム色のキャンバス生
地に、てくてく歩く「須賀
川」の文字がかわいい♪
ちょっとしたお出かけに
ちょうどいいサイズのトート
バッグです。

新商品新商品

　

　令和３年の松明あかしは、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止の観点から、昨年同様に「伝統行事の
継承」を目的とした最小限の行事を無観客・関係者の
みで11月13日㈯に開催しました。

　「すかがわ観光物産館ふらっとflatto」が、10月2日㈯に1周年を迎え、感
謝の気持ちを込めた「開館1周年記念キャンペーン」として、催事販売やノベ
ルティグッズのプレゼントなどを行いました。まちなかに移転し、この１年の
間、地元小学校がつくったピクルスの催事販売を子どもたちと一緒におこ
なったり、職場体験の中学生を受け入れたり、高校と企業がコラボして開発
したアクセサリーの受注販売をするなど、地域に根差したお店を目指して、
観光・物産振興に励んできました！
　店舗には、地元物産品・農産物をはじめ、県内の伝統工芸品や雑貨、食
料品など、flattoならではの「いいもの・おいしいもの」を取りそろえている
ほか、開館１周年に合わせて、新たなボータンオリジナルグッズなどの販売
も開始しておりますので、皆さんが“フラっと”お立ち寄りくださることをお待
ちしております。


