８月の 「プレミアムフライデー」 情報

2019年８月２３日
プレミアムフライデー推進協議会

今月のプレミアムフライデーは、３０日（金）です。
月別推奨テーマは「サマー バカンス」。今回は、観光スポットを取り上げました。
また、「プレミアムフライデー・トピックス」として、「プレミアム”キャッシュレス”フライデー
情報」と「プレ金大学情報」を紹介いたします。

【過ごし方のご提案】
月別推奨テーマは「サマー

バカンス」。まだまだ暑い日が多い時期ですが、ちょっと足を伸ばして、観

光スポットを回ってみませんか？

身近で雄大な大自然

樽前山とウトナイ湖（北海道苫小牧市）

樽前山
樽前山は北海道の天然記念物に指定されている貴重な溶岩円
頂丘（ドーム）があり、世界的に珍しい三重式活火山として知られ
ています。市内から7合目ヒュッテまで車で約６０分、７合目から頂
上まで約５０分で登ることができます。
高山植物の観察、支笏湖や羊
蹄山等雄大な景色を堪能でき、
気軽に登山が楽しめる山として
親しまれています。
季節によって、イワギキョウ
（7月下旬～9月下旬）、イワヒゲ
（5月下旬～6月下旬）、ウコンウツギ（6月上旬～下旬）、タルマイソウ（6
月中旬～9月上旬）などの高山植物を見ることができます。

ウトナイ湖
ウトナイ湖は工業都市・苫小牧に近接しながらも、その多様な生
態系が保たれている希少な湿地帯です。植物の宝庫、野鳥の楽園
として知られ、特に鳥類はガン、カモ、ハクチョウ類等約２６０種が
確認されており、四季を通じて自然との触れ合いが楽しめます。
【アクセス】
ウトナイ湖へは、苫小牧市街から車で２５分、千歳空港から車で
１５分、苫小牧西港フェリーターミナルから車で２０分 道南バス「
ウトナイ湖」下車徒歩５分（ネイチャーセンターは「ネイチャーセン
ター入口」下車徒歩１５分）
詳細情報やその他の観光スポットについては、以下のURLをご参照ください。
（URL） http://www.tomakomai-kanko.jp/

田んぼアート（青森県田舎館村、福島県鏡石町、埼玉県行田市、長野県安曇野市）
◎青森県田舎館村（田んぼアートと石アート）
田んぼをキャンパスに見立て、色の異なる稲を絵の具代
わりに巨大な絵を描く「田んぼアート」、田舎館村では平成５
年に３色の稲でスタートし、年々技術が向上し今では７色の稲
を使いこなし繊細で緻密なアートを作り上げています。
今年（第２７回）のテーマは、第1田んぼアートは『おしん』、
第2田んぼアートは『おかあさんといっしょ ガラピコぷ～』
に挑戦！
田植え体験ツアーから稲刈り体験ツアーまで、アートの様
子をWEBでも毎週お送りしています。
会場情報
●第１田んぼアート（田舎館村展望台）

©NHK

【会場住所】 青森県南津軽郡田舎館村大字田舎舘字中辻123番地1
【観覧期間】
～８月３０日（金）８：３０～１８：００（最終入館１７：３０）
８月３１日（土）～１０月６日（日）９：００～１７：００（最終入館１６：３０）
※９月２９日（日）のみ休館

●第２田んぼアート・石アート（弥生の里展望所）
【会場住所】 青森県南津軽郡田舎館村高樋八幡10
【観覧期間】
～８月３０日（金）８：３０～１８：００（最終入館１７：３０）
８月３１日（土）～１０月６日（日）９：００～１７：００（最終入館１６：３０）
※期間中無休

その他、詳細については、下記URLをご参照ください。
（URL） http://www.vill.inakadate.lg.jp/docs/2013050200014/

（周辺地図）

◎福島県鏡石町（かがみいし２０１９田んぼアート）
「かがみいし田んぼアート」は、今年で8年目。「窓から眺め
る絵本～もう一つの“図書館”～」をコンセプトに、「眠れる森
の美女」に決定。絵柄は、有名アニメの作画を数多く手掛けた
アニメーターの湖川友謙（こがわとものり）氏がデザイン。
田んぼのキャンパスに絵本の世界を表現し、そのシーンを
町の公式キャラクター「牧場のあーさー♪」がのぞき込んで
いるように観えると思います。
8月9日（金）撮影

観覧場所情報
【観覧場所】 鏡石町図書館4階展望室
【住所】 福島県岩瀬郡鏡石町旭町440-6
【観覧時間】 ９：００～１８：３０ ※休館日は、毎週月曜日（祝日の場
合は次の日）
【観覧料】 無料
【アクセス】 JR東北本線 鏡石駅東口から徒歩で約１分
東北自動車道 鏡石スマートICから自動車で約５分
【問い合わせ】 ０２４８-６２-２１１８（鏡石町産業課）
その他の情報については、下記URLをご参照ください。
（URL）https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/tanbo/2019/index.php

（周辺地図）

◎埼玉県行田市（２０１９「田んぼアート」in行田）
ラグビーワールドカップ2019日本大会で、悲願の決勝トー
ナメント進出を目指すラグビー日本代表の応援田んぼアート
として、ラグビー日本代表オフィシャルパートナーである大
正製薬（株）の全面協力により、日本代表の主軸３選手（左か
ら姫野和樹選手、リーチマイケル選手、田中史朗選手）を描
きます。

観覧場所情報
【観覧場所】 古代蓮の里 展望室
【住所】 埼玉県行田市大字小針2375番地1
【営業時間・休業日】 8月5日～10月14日の間は、無休
8月5日～10月14日の間は、9：00～16：30
（入館受付16：00まで）
【入館料】 大人400円・こども（小・中学生）200円
【アクセス】 ・JR高崎線行田駅 ⇒ 行田市市内循環バス
（所要21分～31分）
・JR高崎線吹上駅 ⇒ タクシーで約8km
・秩父鉄道行田市駅 ⇒ 行田市市内循環バス（観光拠
点循環コース所要15分、東循環コース所要39分）
・行田市駅 ⇒ タクシーで約5km
・東北自動車道から（羽生ICから約12㎞、加須・栗橋ICから
約14㎞）
・関越自動車道から（東松山ICから約18㎞、花園ICから
約32㎞）
・圏央道から（白岡菖蒲ICから約18㎞）

（周辺地図）

その他の情報については、下記URLをご参
照ください。
（URL）
http://www.city.gyoda.lg.jp/15/05/10/2019t
anbo.html

◎長野県安曇野市（信州安曇野田んぼアート）
２０１９年の大河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺～」
は、日本人とオリンピックの歩みを、庶民の目線をまじえて描
く物語。その「いだてん」で、日本人で初めてオリンピックに
出場したマラソンランナー金栗四三を演じ、主役を務めるの
が歌舞伎俳優・中村勘九郎さん。
中村勘九郎さん演じるマラソンランナーをモチーフにして
８種類の色の異なる稲を植え、田んぼアートの絵柄を描いて
います。
安曇野スイス村前で、北アルプスと屋敷林を背景にして、
観覧展望台よりご覧いただけます。どんな田んぼアートが描
かれているのか、是非見に来て下さい。

観覧場所情報
【観覧場所】 安曇野スイス村（安曇野市豊科南穂高5555-1）
【観覧期間】 展望台から観覧できる期間は、９/２８(土)まで
【観覧時間】 ７/１３（土）～８/３１（土）８：３０～１９:00、 ９/1（日）～９/２
８（土） ９：００～１７：００ ※最終入場は終了時間の30分前です。
【アクセス】 ・長野自動車道「安曇野ICから約３分
・JR穂高駅 ⇒ あづみの周遊バス 約20分
（周辺地図）

その他の情報については、下記URLをご参照ください。
（URL） https://www.azumino-e-tabi.net/sightseeingtop/tanboart

首都圏外郭放水路（埼玉県春日部市）

埼玉県東部にある首都圏外郭放水路は世界最大級の地下河川です。
洪水時に春日部市を流れる５つの中小河川から水を取りこみ、国道16号の地下50メートルに建設された
延長６．３キロの水路を通って、排水機場から江戸川に洪水を流すことができます。
施設にある調圧水槽は、「地下神殿」とも称され、壮大なスケールを体感することができます。
また、地下空間は夏は涼しく、夏場クールスポットとして人気があります。

見学施設の情報
【所 在 地】 埼玉県春日部市上金崎７２０（龍Q館にて受付）
【開催時間】 毎日１０：００～１６：００
（見学会の最終終了時間は１７：００）
【開催場所】 首都圏外郭放水路（龍Q館２階にて受付）
【申込方法】 WEBサイト（首都圏外郭放水路ホームページ）
又は電話にて受付！
TEL０４８－７４７－０２８１（９：００～１６：３０）
（URL）https://www.gaikaku.jp/apply/

【アクセス】

（周辺地図）

●電車でお越しの方
東武アーバンパークライン春日部駅（東口）、南桜井駅（北
口）より路線バスが運行中
●車でお越しの方
・圏央道：幸手IC及び五霞ICから約30分（約15kｍ）
・東北自動車道：岩槻ICから国道16号線を野田方面に直進
30分（約17kｍ）
・常磐自動車道：柏ICから国道16号線を野田方面に直進
40分（約20kｍ）

その他の施設に関する詳細情報については、以下のWEBサイトをご参照ください。
（URL） http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/gaikaku/

まるで海に浮いているようなデザイン絶景天空カフェ「シーバーズカフェ」（茨城県日立市）
全面ガラス張り、目の前は太平洋の海原。
日立市出身の世界的建築家、妹島和世さんが
デザインを監修し、2012年にはグッドデザイン賞
を受賞。
また、カフェが直結する日立駅は、2014年に
鉄道の国際デザインコンペティション「ブルネル
賞駅舎部門」で最優秀賞を受賞。世界の最も美
しい駅舎の一つとして、その斬新で美しい建物
は高く評価されています。
全面ガラス張りのため、店内は明るく開放感
があり、ポップなデザイン家具やアンティークチ
ェアーが並び、まるでリゾートに来たかのような
雰囲気。
【所 在 地】 茨城県日立市旭町 1-3-20JR常磐線 日立駅
東口 自由通路海側突き当り右
常磐自動車道 日立中央インターより車で5分
【営業時間】 7:00～22:00（ラストオーダー 21:00）
その他、詳細は、下記URLをご参照ください。
（URL） http://seabirdscafe.com/

（周辺地図）

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ ■■■□□

プレミアムフライデー推進協議会事務局では、プレミアムフライデーに関する企業様、団体様のキャン
ペーンやお得情報や取組情報を募集しております。
いただきました情報は、可能な限り、プレミアムフライデーホームページ等でご紹介させていただき
ますので、ぜひお寄せください。
＜連絡用メールアドレス＞

premium-friday＊meti.go.jp
※上記、「＊」記号を「@」に置き換えて送信してください。

付知峡（岐阜県中津川市）

森林浴、紅葉狩りに大変おすすめな「不動公園｣、エメ
ラルドグリーンやターコイズブルーの水面、黒々とした岩
がつくりだす渓谷美、木々の隙間から差す陽の光。まさ
に癒しの空間です。
公園内には１周８００mほどの遊歩道が整備されており、
大自然の中を散策いただけます。
マイナスイオンいっぱいの森林浴をぜひお楽しみくだ
さい。
7月20日発売の東海ウォーカー8月号「夏の涼絶景ラン
キング」でも第1位に輝いた、暑さの残るこの季節にぴっ
たりの避暑地です。

©中津川市

【所在地】 岐阜県中津川市付知町6-39（ナビ設定の場合の住所）
【アクセス】 車の場合、名古屋方面から約50分
（中央自動車・中津川IC→国道19号を国道257号へ向かって北東→下野（交差点）
で国道256号へ進む。→右折して県道486号線に向かう→斜め左に折れて県道
486号線に入る。

（周辺地図）©付知町観光協会

【周辺の観光スポット】
• 付知峡倉屋温泉（おんぽいの湯）・・・付知峡の秘湯、天然掛け流し温泉
• 国指定史跡「苗木城跡」・・・・特徴的な石垣と、天守跡からの絶景が注目
• 中山道中津川宿・・・・・・・・・・江戸から45番目の宿場町。 江戸時代の風情そのままを残したまち並み
上記観光スポットやその他の観光スポットの詳細情報は、以下のURLをご参照ください。
（URL） http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp

眼鏡、繊維、漆器の三大地場産業を見て回る！（福井県鯖江市）
◎めがねミュージアム
福井県内優良メーカーのオリジナルハウスブランド
など「1500種以上の最新デザインと技術をそろえため
がねが並ぶショップ」、めがね大使の俳優・大村崑氏の
「芸能人めがねコレクションの展示」、めがねの歴史が
学べる「博物館」、「手づくりめがね工房」があります。
めがねの他にも、ミニめがね型ストラップやアクセサ
リーも作ることができます。
【住所】 福井県鯖江市新横江2丁目3-4（めがね会館）
【体験】 営業日の10時～16時（昼休憩12時～13時）
※予約優先
【営業時間】 10:00～19:00
（カフェ・お土産コーナーは17:00まで）
【定休日】 年末年始
その他、詳細については、下記URLをご参照ください。
（URL） https://www.megane.gr.jp/museum/
（周辺地図）

◎石田縞手織りセンター
伝統織り「石田縞」が、時を越えて繊維のすばらしさと
奥深さを伝えています。当センターでは、伝統ある石田
縞の紹介や、昔ながらの手織り体験ができます。
【所在地】 福井県鯖江市糺町32-1-1
【体験日】 繊維協会までお問い合わせください。
【営業時間】 １０：００～１６：００
【定休日】 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

その他、詳細は、下記URLをご参照ください。
（URL） http://s-senkyo.com/

センター

（周辺地図）

◎うるしの里会館
越前漆器の直販価格での販売、越前漆器の歴史が学
べる展示や、伝統工芸士による実演など。また、山車会
館では、越前漆器と井波彫刻が共同で制作した豪華絢
爛な山車も見学できます。絵付け･沈金・拭き漆の漆器
体験で、オリジナル作品を作ることができます。

【所在地】 福井県鯖江市西袋町40-1-2
【体験日】 予約制のため、うるしの里会館までお問い合わせく
ださい。
【開館時間】 ９：００～１７：００
【定休日】 第4火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
詳細は、下記URLをご参照ください。
（URL） https://www.echizen.or.jp/

スリル満天！空中散歩「谷瀬つり橋」（奈良県吉野郡十津川村）
日本有数の長さを誇る鉄線のつり橋。上野地と谷瀬を結ぶ
この巨大なつり橋は長さ２９７メートル高さ５４メートル。
そびえ立つ深い山々に囲まれ、眼下には清澄な十津川（熊
野川）が流れまさに絶景！最高のロケーション。歩くたびにゆ
らゆらと揺れるつり橋はスリル満点！まるで空中を散歩してい
る気分。十津川村ＮＯ．１の観光スポットです。
今では十津川村を代表する観光名所になった「谷瀬つり
橋」は、もともとは生活用のためのつり橋としてかけられた
んじゃよ。今から約６０年も前の昭和２９年（１９５４年）戦後の復
興期のことじゃ。
谷瀬の人々らは川に丸木橋を架けて行き来しておったん
じゃが、洪水のたびに流されとった。そこで谷瀬集落の人々
は1戸当たり20～30万円という、大金をだしあい当時としては思い切った
800万円もの大つり橋を村の協力を得て完成させたんじゃのら。当時の教
員の初任給が７８００円で米１０キロが７６５円の時代じゃよ。今のように物が
豊かでなかった時代じゃが、谷瀬の吊り橋私財を投じた先人はお互いを助
け合いとても心は豊かじゃった。
今ではみなに無料で渡ってもろうとるこのつり橋、先人の「まごごろ」
がどれほどであったかみなの衆忘れんでおくれよ。

（拡大）

このつり橋を渡ったカップルはアツアツ仲良しになれるん
じゃあよ。
ほうら、いつのまにかお互いの手、強く握りあっとるじゃろ
う。うふふのふ。

十津川村へのアクセス情報などについては、下記URLをご参照ください。
（URL） http://totsukawa.info/joho/event/where_totsukawa.html

（周辺地図）

角島大橋（山口県下関市）
平成１２年に開通した角島大橋は、離島に架かる橋のうち、無料
で渡れる一般道路としては、日本屈指の長さ（1780ｍ）です。
当地特有のコバルトブルーの海士ヶ瀬（あまがせ）をまたぎ、景
観と調和した雄姿は、北長門海岸地域随一の景勝地です。

（周辺地図）

【所在地】山口県下関市豊北町
神田～角島
【アクセス】・JR山陰本線特牛駅
からバスで15分
・JR山陰本線滝部駅からバス
で25分
・中国自動車道下関ICから車で
70分

《角島の島内・周辺のみどころ》
◆角島ダルマギク群生地／ダルマギク
◆赤田海水浴場キャンプ場（貸しテント、売店、休憩所、駐車場）
◆マリンスポーツ体験
◆角島灯台公園（明治期の貴重な文化遺産である角島灯台を核とした公園。灯台内部の細いらせん階段をの
ぼると、踊り場からの景色は絶景。）
◆下関つくの温泉（素晴らしい夕景と心地よい潮騒を独り占め！ゆったりと流れる時のなか、静かに湯につかる
ひとときが、疲れた心と体を癒してくれる。なめらかに肌にまとう温泉と美しい自然を堪能できる。）
その他、詳細は、こちらのURLをご参照ください。
（URL）http://www.oidemase.or.jp/tourism-information/spots/11030

鳴門の渦潮（徳島県鳴門市）

『大鳴門橋遊歩道 渦の道』
渦の道は大鳴門橋の車道下に設置された海上
遊歩道です。約450ｍ先の展望室にはガラス張り
の床があり、世界三大潮流の一つ「鳴門海峡」に
発生する「渦潮」を、約45ｍの高さから、覗き込む
ことが出来ます。
（8月の営業時間：８：００～１９：００、最終入場１８：３０）
『大鳴門橋架橋記念館 エディ』
３６０度見渡すことのできる4Kシアターやデジ
タルアート、VRなど様々な体験型アトラクションが
あります。
（8月の営業時間：９：００～１８：００、最終入場１７：３０）
その他、詳細情報については、下記URLをご覧
下さい。 （URL）https://www.uzunomichi.jp/

【所在地】
徳島県鳴門市鳴門町（鳴門公園内）
【アクセス】
・車の場合：鳴門北IC約5分、徳島市内約50分、鳴門駅約15
分
・高速バス（大阪・神戸から）の場合：大阪・神戸→鳴門公園
口→（徒歩3分）渦の道
・路線バスの場合：➀JR徳島駅→（路線バス80分）鳴門公
園→（徒歩5分）渦の道、②JR鳴門駅→（路線バス25分）鳴
門公園→（徒歩5分）渦の道、③徳島阿波おどり空港→（
路線バス40分）鳴門公園 →（徒歩5分）渦の道

（周辺地図）

都井岬（宮崎県串間市）

（拡大）

【所在地】 宮崎県串間市大字大納
【アクセス】・車で、宮崎空港より国道220号
～県道448号を経由して約1時間50分、串
間駅より県道448号を経由して約25分
・バスで都井岬バス停下車
・電車でJR串間駅より串間市コミュニティ
バス「よかバス」にて約40分

高鍋藩秋月家によって元禄10年（1697年）福島地方（現在の串間
市）に設置された藩営牧場の１つが御崎牧（現在の都井岬）で、開
設以来今日まで３００余年ものあいだ極めて粗放な周年放牧で飼
育され、繁殖は全く自然にまかされていました。
御崎馬（みさきうま）は、現存する日本在来馬のひとつで、昭和
28年（1953年）に純粋な日本在来馬として国の天然記念物に指定
されています。
【都井岬の主な施設等のご紹介】
・都井岬ビジターセンター（岬のジオラマなどを展示）
・都井岬灯台（海の青さと岬の緑に囲まれた、白亜の美しい灯台）
・御崎神社（都井岬の最先端に奉祀されている神社）
上記観光スポットやその他の観光スポットの詳細情報は、以下のURLをご参照ください。

（URL） https://kushima-city.jp/

【プレミアムフライデー・トピックス ➀】
■ ８月の 「プレミアム“キャッシュレス”フライデー」！ ■
８月３０日をプレミアム”キャッシュレス”フライデーとして、一部の決済事業者
が当日限定のキャンペーンを実施します。
キャッシュレス決済は、一見、敷居が高いと受け取られますが、一度使ってみ
るととても簡単ですので、プレアムフライデー当日に、より多くの皆様にキャッ
シュレス決済を体験いただきたいと思います。

株式会社Origami

〜Origami Payで、キャッシュレスをはじめよう〜
・これまでOrigami Payを利用したことがない方のみが取得できる、500円OFF
クーポンをアプリ内でプレゼント。
・加えて、8月30日（金）15:00～18:00にOrigami Payをはじめてご利用いただいた
方に、後日100円のクーポンをプレゼント。
※クーポン使用期限: 2019年9月30日（月）まで

株式会社ファミリーマート
“ファミペイ”アプリのバーコード決済「FamiPay」をご利用のお客さま全員に人気
商品“ポケチキ”無料クーポンをプレゼント！
・8月30日（金）限定で、“ファミペイ”アプリのバーコード決済「FamiPay」でお会計
をしたお客さま全員に、人気商品「ポケチキ」の無料クーポンをプレゼント。
※「FamiPay」は、株式会社ファミマデジタルワンが発行する電子マネーです。

ファミペイ公式キャラクター「ファミッペ」

■対象期間 ： ２０１９年８月３０日（金）０：００～２３：５９
■展開内容 ： 対象期間中に「FamiPay決済」を利用した方全員
に、無料クーポンをプレゼント
※クーポンの配信は、９月６日（金）以降を予定。
■クーポン対象商品 ： ポケチキ（税込価格２００円、プレーン、
チーズ、ホット）の中からお好きな１種類と引換可能
・複数回FamiPay決済した場合でも、ポケチキクーポンはお１人１枚までとなります。
・代行収納等FamiPay決済で支払える全てが対象となります。（ファミペイアプリを提示してもFamiPay決済以外の場合は対象外となります）
・FamiPay決済の取引をキャンセルした場合はクーポン付与対象外となります。

【プレミアムフライデー・トピックス ②】
■ ８月以降の 「プレ金大学」！ ■
月末金曜日のプレミアムフライデーを中心に、社会人の学び直し（リカレント教育）の機
運を高める趣旨に賛同した大学や教育機関等が提供する講座・イベントが、「プレ金大
学」 として各地で開催されています。
８月以降の「プレ金大学」は、以下の大学等で開催されます。
平日の夜、大学に、ちょっと寄り道してみませんか？

昭和女子大学
災害を生きぬく非常食 ―ローリングストックと災害時調理―
大規模震災時に必要な食糧の備蓄（ローリングストック）につ
いての講演と、基本的なポリ袋調理のデモンストレーションを行
います。
いざという時に慌てないよう、日々の生活の中で備えておき
ましょう。（※ 試食はありません。）
■日 時：２０１９年８月３０日（金） １８：３０～２０：００
■場 所：昭和女子大学コスモスホール（東京都世田谷区太子堂1-7-57）
■URL： https://univ.swu.ac.jp/course_events/2019/08/05/33426/
※ 事前申込制です。申込方法は上記URLをご参照ください。

タピオ館立オープン大学「タピ大」
気持ちをスッキリ切り替える方法
「誰でも先生、誰でも生徒」、自分の持つ「知」をみんなで分か
つコミュニティとして平日毎日１９時から1時間開講。より豊かな
生活づくりのお手伝いとして、互いに学び高めあう場を泉パー
クタウン タピオで提供しています。
参加申し込みは不要で、誰でも自由にご参加いただける講座
です。お仕事帰りに立ち寄ってみませんか？
■日 時：２０１９年８月３０日（金） １９：００～
■場 所：泉パークタウン タピオ 南館１Ｆ パークタウンスタイル（宮城県仙台市泉区寺岡６-５-１）
■URL： http://www.fm797.co.jp/tapidai/index.htm
※ 受講方法等について、上記URLをご参照ください。

■ 次回発行予定 ： プレミアムフライデー直前情報として８月２９日頃の公開を予定しています

