イベントガイド Fukushima Event Guide
March / April / May /June /July

3月21日
（祝）

磐梯町

MAP

D-3

棚倉町

MAP

E-5

主なイベント等については、
他のページでもご紹介して
いますのでご覧ください。
※写真・イラストはすべてイメージです。

4月24日
（火）

会津若松市

MAP

C-3

舟引き祭りと巫女舞

十万石棚倉城まつり

白虎隊墓前祭

舟引き祭りは、3つの米俵を
重ねた木舟に縄を付け、氏子
が引き合うことで、その年の
作柄を占う神事です。舟引き
の日には、少女達による古式
の巫女舞も奉納されます。

桜が咲き誇る中、地元産品をはじめとする出店が立ち並び、武
者行列、火縄銃の演武、お国替え駕籠競争などが行われます。

白虎隊の霊を慰めるため、墓前祭と、会津高校の生徒による
白虎隊剣舞の奉納が行われます。

棚倉城跡
十万石棚倉城まつり実行委員会 ☎0247-33-3161
東北自動車道 矢吹ICから車で約30分、白河ICから車で約40
分、JR水郡線 磐城棚倉駅から徒歩約10分

磐梯神社
磐梯町観光協会 ☎0242-74-1214
磐越自動車道 磐梯河東ICから車で約5分、
JR磐越西線 磐梯町駅から徒歩約25分

4月3日
（火）

玉川村

4月15日
（日）

MAP

E-4

少女たちが振袖姿に花笠を被り、艶やかに踊ります。
（開催時間はご確認ください）
東福寺
玉川村産業振興課 ☎0247-57-4629
東北自動車道 須賀川ICから車で約20分、あぶくま高原道路
福島空港ICから車で約5分

4月7日
（土）
〜22日
（日）の土日

福島市

MAP

E-2

春の福島競馬

東北唯一のJRA競馬場で、期間中の土曜・日曜に、個性豊か
な熱いレースが展開されます。アスレチック施設などの遊具
類も充実。地ビールや喜多方ラーメンといった地域色溢れる
食の提供も見逃せません。
JRA福島競馬場
JRA福島競馬場 ☎024-534-2121
東北自動車道 福島飯坂ICから車で約20分、JR東北新幹線・
東北本線 福島駅からバス約15分

4月7日
（土）

白河市

MAP

D-5

福島プロジェクションマッピング2018はるか

3回 目 の 開 催となる今
年 は 戊 辰150年 に ち
なみ、「戊辰の風 花の
雲」をテーマとしたプロ
ジェクションマッピング
が、小峰城の石垣に映し
出されます。

郡山市

MAP

E-3

桃の郷ポケットパーク周辺
桑折町産業振興課 ☎024-582-2126
JR東北本線 桑折駅・臨時駐車場からシャトルバス運行予定

4月15日
（日）
・29日
（祝）

会津坂下町

MAP

C-3

会津坂下町まちなかハイキング
第1回は会津坂下駅を出発し、旧宮川沿いの桜小道を歩き
ます。第2回は塔寺駅を出発し、秋月悌次郎の詩碑がある峠
の茶屋跡を目指して束松峠を登ります。
第1回：鶴沼緑地公園、第2回：束松峠
会津坂下町商工観光班 ☎0242-83-5711
JR只見線 会津坂下駅下車（第1回）、塔寺駅下車（第2回）

4月中旬

浅川町

MAP

E-5

夜桜花火

MAP

G-5

三島八幡神社 桜ライトアップ

城山公園
浅川町商工会 ☎0247-36-2161
東北自動車道 白河ICから車で約40分、
JR水郡線 磐城浅川駅から徒歩約20分

田村市

MAP

F-3

本宮市

船引町芦沢の屋形・朴橋・堀越地区
田村市観光交流課 ☎0247-81-2136
磐越自動車道 船引三春ICから車で約15分、
JR磐越東線 船引駅から車で約15分

E-3

2018本宮市春まつり

満開の桜の中、さまざまな露店が登場。
ステージイベントも開催し、夜にはライ
トアップされた桜と花火のコラボレー
ション「夜ざくら花火」が楽しめます。
ふれあい夢広場屋外ステージほか
（白沢公民館前）
本宮市春まつり運営委員会
（本宮市地域振興課内）☎0243-44-2113
東北自動車道 本宮ICから車で約15分、JR東北本線 本宮駅か
ら車で約20分

勝常寺境内入口
湯川村産業建設課 ☎0241-27-8831
会津縦貫北道路 湯川南ICから車で約10分

4月28日
（土）

古殿町

MAP

E-5

道の駅ふるどの おふくろの駅 9周年感謝祭
地元野菜を使った「古殿みるく
鍋」の無料提供や、餅つき大会
などが行われます。町のキャ
ラクター「やぶさめくん」との
ジャンケン大会も開催。

泉崎村

MAP

E-5

道の駅ふるどの おふくろの駅
道の駅ふるどの おふくろの駅 ☎0247-53-4070
あぶくま高原道路 玉川ICから車で約35分

4月28日
（土）
〜29日
（祝）

MAP

D-5

川俣町

MAP

E-2

北塩原村

MAP

D-2

矢吹町

柳津町

MAP

C-3

33体の観音石像を参拝する信
仰のまつり。地元の方々の出店
も楽しめます。

しゅんらん春まつり
矢吹町のShunN-R@n GIRLS☆を中心とする町内外のご
当地アイドル、音楽活動バンド、地元道場の演舞などによる、
さまざまなパフォーマンスが繰り広げられます。

南会津町

MAP

C-4

まちの駅 南会津ふるさと物産館
南会津町観光物産協会 ☎0241-62-3000
会津鉄道 会津田島駅から徒歩約10分

大池公園水上ステージ
矢吹バンド連合会 ☎0248-42-2013
東北自動車道 矢吹ICから車で約10分、JR東北本線 矢吹駅か
ら車で約5分

2haの敷地に植栽された20
万株の芝桜が一斉に咲き誇り、
赤・ピンク・白色の花の絨毯の
ような景観が楽しめます。
ジュピアランドひらた
芝桜まつり実行委員会 ☎0247-55-3115
あぶくま高原道路 平田ICから車で約5分

MAP

C-4

桑取火カタクリまつり
かたくりの里 桑取火
下郷町観光協会 ☎0241-69-1144
東北自動車道 白河ICから車で約50分、
会津鉄道 会津下郷駅からタクシーで約20分

5月1日
（火）
〜6月30日
（土）

西会津町

MAP

MAP

E-6

伊達市

MAP

F-2

平田村

MAP

F-4

檜枝岐の舞台
尾瀬檜枝岐温泉観光協会 ☎0241-75-2432
東北自動車道 西那須野塩原ICから車で約2時間、
野岩鉄道 会津高原尾瀬口駅からバス約70分

5月27日
（日）

会津美里町

MAP

C-3

炎の郷・向羽黒山城跡 ふれあい茶会

山開き情報

5月4日
（祝）

昭和村

MAP

E-3

3月25日㈰ 関山（白河市）
白河観光物産協会 ☎0248-22-1147

4月8日㈰

高寺山（会津坂下町）

会津坂下町商工観光班 ☎0242-83-5711

4月15日㈰ 女神山（川俣町）
女神山を愛する会 ☎024-565-4227

619m

初級

402m

初級

599.4m 初級
565.8m 初級

MAP

C-4

黒森山山開き実行委員会
(喜多方市山都総合支所産業課内)
☎0241-38-3831

5月3日㈷

E-3

遠藤ヶ滝不動尊春季例大祭
春と秋に開かれる例大祭の一つ。春は大護摩祈祷のほか、
安
達太良太鼓の奉納が行われます。
遠藤ヶ滝不動尊
大玉村観光協会 ☎0243-24-8096
東北自動車道 本宮ICから車で約30分、JR東北本線 本宮駅か
ら車で約20分
MAP

E-3

花祭り・稚児行列
稚児装束を身に着けた子ど
もたちの行列が、街中を練
り歩きます。

喜多方市観光交流課 ☎0241-24-5237
須賀川市観光交流課 ☎0248-88-9144

4月29日㈷ 蓬田岳（平田村）
4月29日㈷ 鎌倉岳（古殿町）
古殿町産業振興課 ☎0247-53-4620

4月30日㉁ 須刈岳（西会津町）
にしあいづ観光交流協会 ☎0241-48-1666

4月30日㉁ 権太倉山（白河市）
白河市大信庁舎事業課 ☎0248-46-3973

5月3日㈷

高陽山（西会津町）

にしあいづ観光交流協会
☎0241-48-1666

GW頃予定 霊山（伊達市）
伊達市観光物産交流協会 ☎024-529-7779

おまつり道路 ほか
㈱三春まちづくり公社・
みはる観光協会
☎0247-62-3690
磐越自動車道 船引三春ICから車で約10分、
JR磐越東線 三春駅から徒歩約20分

猪苗代町

5月4日㈷

花塚山（川俣町）

飯坂公民館 ☎024-565-2235

5月6日㈰

福沢羽山（川俣町）

福沢自治会 ☎090-1492-3148
MAP

D-3

ゲレンデ逆走マラソン2018 山頂がゴール！
残雪＆猪苗代湖一望レース

逆走マラソン唯一のゲレンデトップがゴールとなるレース。
帰りはゴンドラリフトで、絶景のパノラマを楽しめます。申込
み〆切は4月21日。
猪苗代リゾートスキー場
GAMBARUZO！ふくしま実行委員会
ゲレンデ逆走マラソン運営委員会 ☎0242-67-4110
磐越自動車道 猪苗代磐梯高原ICから車で約15分

C-2

5月13日㈰ 要害山（只見町）
只見町観光まちづくり協会
☎0241-82-5250

5月13日㈰ 半田山（桑折町）
桑折町産業振興課商工観光推進室
☎024-582-2126

5月13日㈰ 口太山（二本松市・川俣町）
東和観光協会 ☎0243-66-2490
大綱木公民館 ☎024-566-5900

5月13日㈰ 飯谷山（柳津町）

783m 初・中級

柳津町B＆G海洋センター ☎0241-42-2246

5月20日㈰ 博士山（柳津町）
柳津町B＆G海洋センター ☎0241-42-2246

1482m 中級

5月20日㈰ 片曽根山（田村市）

917m

719m

船引町観光協会 ☎0247-82-4264

5月20日㈰ 安達太良山（二本松市）
二本松市観光連盟 ☎0243-55-5122
昭和村観光協会 ☎0241-57-3700

初級

1700m 初・中級
1234m 中級

5月27日㈰ 磐梯山（猪苗代町・磐梯町・北塩原村）
猪苗代町商工観光課 ☎0242-62-2117
磐 梯 町 商 工 観 光 課 ☎0242-74-1214
北塩原村商工観光課 ☎0241-32-2511
初級

5月27日㈰ 小野岳（下郷町）
下郷町産業課商工観光係 ☎0241-69-1144

5月27日㈰ 羽山（二本松市）

黒森山登山実行委員会
（喜多方市熱塩加納総合支所産業課内）
☎0241-36-2115

4月29日㈷ 宇津峰山（須賀川市）

MAP

初級

4月28日㈯ 黒森山（喜多方市）

芝桜まつり実行委員会 ☎0247-55-3115

三春町

MAP

喜多方駅前広場
会津喜多方商工会議所
喜多方プレミアムブランド化推進委員会 ☎0241-24-3131
磐越自動車道 会津若松ICから車で約20分、
JR磐越西線 喜多方駅下車

5月26日㈯ 御前ヶ岳（昭和村）

鳥屋山山開き実行委員会
580.6m
（喜多方市高郷総合支所産業課商工観光係内）
☎0241-44-2114

4月29日㈷ 大仏山（喜多方市）

博士山水芭蕉まつり

大玉村

喜多方市

予定日・場所・標高・難易度など

4月22日㈰ 鳥屋山（喜多方市）

二本松市

5月下旬

お猪 口を片 手に市 内11
蔵元などを巡るウォーキン
グイベント。各蔵元でおす
すめの日本酒の飲み比べ
ができるほか、
「ちょっ蔵ポ
イント」ではおつまみをご
用意しています。

小島公民館 ☎024-566-3297

村内各地
ふるさとネットワーク委員会事務局
☎0247-49-3113
東北自動車道 白河ICから車で約1時間、JR水郡線 磐城棚倉
駅からバス約30分

5月6日
（日）

A-5

江戸時代より、親から子、子から孫へと伝承されてきた歌舞
伎を、春と秋の祭りに奉納します。

4月21日㈯ 長寿山（川俣町）

フリースタイルモトクロス、釣り大
会、天体観測、ピザ焼き体験、焼き
肉など、各団体が趣向を凝らして
イベントを盛り上げます。

5月5日
（祝）

MAP

酒蔵探訪のんびりうぉ〜く

B-3

会津ころり三観音の一つである鳥追観音の祭り。左甚五郎作
「隠れ三猿」はすべて見つけると幸せになれるといわれてい
ます。

5月3日
（祝）
〜5日
（祝）

檜枝岐村

白鳳山公園内 ほか
会津美里町観光協会 ☎0242-56-4882
磐越自動車道 新鶴スマートICから車で約20分、
JR只見線 会津本郷駅から徒歩約20分

鳥追観音若葉祭

鮫川村

5月12日
（土）

愛宕神祭礼奉納歌舞伎

日本最大級の山城跡で行われる野点茶会。会場の二曲輪・お
茶屋場曲輪から会津盆地を見渡し、戦国武将の気分でお茶
を楽しむ雰囲気満点のイベントです。直径約30cmの抹茶
碗でお茶を楽しむ「大茶盛」も見どころ。

カタクリの群生地を散策したり、お餅や豚
汁を食べたりと、ゆっくりお過ごしください。

5月4日
（祝）
〜5日
（祝）

南会津町の歴史にふれることができるウォーキングイベント。
4km・6km・11km・16kmの各コースがあります。

芝桜まつり2018

下郷町

水芭蕉としらかばの杜
昭和村観光協会 ☎0241-57-3700
磐越自動車道 会津坂下ICから車で約60分

南山の桜と歴史めぐりウォーク2018

4月29日
（祝）
〜5月20日
（日）

4月下旬予定

博士山の麓に広がる数万株の水芭蕉の中を散策できるほか、
郷土食の出店やステージイベントなどが楽しめます。

霊山神社
霊山神社 ☎024-587-1326
東北自動車道 福島飯坂ICまたは福島西ICから車で約40分、
国見ICから車で約30分、阿武隈急行 梁川駅から車で約15分
E-4

大林ふるさとの山
三島町観光協会 ☎0241-48-5000
磐越自動車道 会津坂下ICから車で約30分、JR只見線 会津宮下
駅からシャトルバスで約15分（まつり期間中の土・日のみ運行）

万人子守地蔵尊
岩代観光協会 ☎0243-65-2803
東北自動車道 二本松ICから車で約20分

霊山太鼓や、市の無形民俗文化財「北又の獅子舞」などが奉
納されます。この舞は、北畠顕家が国府を開くため霊山城に
入城した際、顕家の武運長久を祈って地元民が奉納した剣
舞が伝わったものといわれています。

MAP

東京ドーム約2個分と同じくらい広い約8haの敷地に、カタ
クリの花と数百本のオオヤマザクラが咲き誇ります。味噌団
子やおやきといった地元の味も楽しめます。

子どもの健やかな成長を祈って行われる伝統の祭り。子ど
もの守り本尊として「子地蔵尊」を貸し与える風習が今でも
残っており、子地蔵を里帰りさせて新たに祈祷を受けるため
に、毎年多くの参拝者が訪れます。

霊山神社春季例大祭

福島県総合社会福祉施設 太陽の国
西郷さくら祭り実行委員会 ☎0248-25-3020
西郷村生涯学習課 ☎0248-25-2371
東北自動車道 白河ICから車で約10分、
JR東北新幹線 新白河駅からタクシーで約20分

B-3

万人子守地蔵尊例大祭

約3千本のオオヤマザクラが
桜色に染まる桜峠で、皆様の
ご来場をお待ちしています。

4月29日
（祝）

MAP

鮫川ふるさと春まつり2018

久保田三十三観音山
柳津観光協会 ☎0241-42-2346
磐越自動車道 会津坂下ICから車で約40分

西郷村

三島町

5月3日
（祝）
〜6日
（日）

桜峠さくらまつり

4月29日
（祝）

4月下旬

第5回三島町大林ふるさとの山カタクリ・さくらまつり

鳥追観音 如法寺
鳥追観音 ☎0241-45-2061
磐越自動車道 西会津ICから車で約5分、JR磐越西線 野沢駅
からタクシーまたはバスで約5分

4月29日
（祝）

スタート：泉崎ソフト球場、ゴール：泉崎カントリーヴィレッジ
いずみざき桜ウォーク実行委員会 ☎0248-53-2430
東北自動車道 矢吹ICから車で約10分、JR東北本線 泉崎駅か
ら徒歩約15分

4月22日
（日）

念佛踊りが奉納される祭礼に合わせ、特産品の販売や、数量
限定のつきたて餅のふるまいを行います。

久保田三十三観音まつり

700本以上の桜と那須連峰を背
景に、各種芸能などが披露される
ほか、模擬店やフリーマーケット
なども登場。見頃の桜を楽しめる
ウォーキングイベントも同時開催。

MAP

C-3

桜峠・ラビスパ裏磐梯
北塩原村商工観光課 ☎0241-32-2511
磐越自動車道 猪苗代磐梯高原ICから車で約40分、
JR磐越西線 喜多方駅からバス約40分

西郷さくら祭り・源流の郷観桜健康ウォーキング

三島八幡神社
三島八幡神社 ☎0246-23-3410
常磐自動車道 いわき中央ICから車で約15分、
JR常磐線 いわき駅から徒歩約30分

MAP

勝常寺祭礼共催イベント

4月28日
（土）
〜5月6日
（日）

市内3カ所に祀られている魔除けの
神様「お人形様」の、藁や杉の葉を交
換する衣替えを行います。県の無形民
俗文化財に指定されている習俗です。

4月22日
（日）

樹 齢300年と500年 の
2本のシダレザクラのほ
か、右近桜もあり、長い期
間にわたって桜を楽しめ
るスポットです。例年、見
頃の時期にライトアップ
も行います。

湯川村

四季の里
川俣シャモまつり実行委員会 ☎024-566-2111
東北自動車道 福島西ICから車で約10分、
JR東北新幹線・東北本線 福島駅から車で約25分

泉川沿いの桜並木や昌建寺の枝垂
れ桜を巡る全長約8kmのウォーキン
グイベント。宮城県気仙沼大島の皆
さん提供のサンマの塩焼きや豚汁の
サービス、お楽しみ抽選会も行います。

いわき市

4月28日
（土）

福島市の四季の里を会場に、川俣町特産の川俣シャモを、焼
き鳥・ラーメン・親子丼などのメニューで味わえます。

いずみざき桜ウォーク

西田町梅ロード
ＪＡ福島さくら西田支店 ☎024-972-2311
磐越自動車道 郡山東ICから車で約15分

飯盛山 白虎隊士墓前
会津若松市観光課 ☎0242-39-1251
JR磐越西線 会津若松駅からバス ハイカラさん･あかべぇで
「飯盛山下」下車さらに徒歩約5分

川俣シャモまつり in 四季の里

花火の里・浅川町では、四季を通して花
火の打上げを実施。春は、桜の名所・城
山公園で、ライトアップされた夜桜と花
火を同時に楽しめます。

4月21日
（土）予定

安達太良山を一望できる梅
ロードを中心に、梅香に包ま
れながらゆったりと歩きます。
手作り梅の加工品などが即
売されるほか、梅の種飛ばし
大会なども予定しています。

4月14日
（土）

F-1

お人形様衣替え

梅の里西田町ウォークラリー

4月上旬〜下旬

MAP

満開の桃の花を楽しみながら、おいしいお肉や地元のグルメ
を味わいましょう！

4月中旬〜下旬

小峰城跡（城山公園）
白河市観光課 ☎0248-22-1111
東北自動車道 白河ICから車で約20分、JR東北本線 白河駅か
ら徒歩約5分

4月8日
（日）予定

桑折町

献上桃の郷BBQフェス2018

南須釜の念仏踊り
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4月14日
（土）
〜15日
（日）

主なイベント等については、他のページでもご紹介していますのでご覧ください。

東和観光協会 ☎0243-66-2490

1816m 中級

1383m 中級
897m

初級

884m

初級

5月27日㈰ 高柴山（田村市・小野町）
708m

初級

676.9m 中級

船引町観光協会 ☎0247-82-4264
大越町観光協会 ☎0247-79-2193
小野町観光協会 ☎0247-72-6938

5月27日㈰ 二岐山（天栄村）
天栄村産業課 ☎0248-82-2117

952m

中級

5月27日㈰ 赤面山（西郷村）
西郷村観光協会 ☎0248-25-5795

669m

中級

438m

初級

976m

初級

5月27日㈰ 鏡山（西会津町）
にしあいづ観光交流協会
☎0241-48-1666

5月下旬の日曜 二ツ石山（郡山市）
郡山市中田町観光協会 ☎024-973-2211

5月下旬
1126m 中級

825m

初級

918.5m 中級
607m

初級

705m

中級

矢大臣山（小野町）

小野町観光協会 ☎0247-72-6938

6月3日㈰

明神ヶ岳（会津美里町）

会津美里町生涯学習課 ☎0242-78-2114

6月3日㈰

志津倉山（三島町）

三島町観光協会 ☎0241-48-5000

6月10日㈰ 雄国山（北塩原村）
北塩原村商工観光課 ☎0241-32-2511

6月17日㈰ 厩嶽山（磐梯町）
863m

初級

磐梯町観光協会 ☎0242-74-1214

6月30日㈯ 会津駒ヶ岳（檜枝岐村）
尾瀬檜枝岐温泉観光協会 ☎0241-75-2432

824.6m 初・中級

7月1日㈰

1701m 初級

1339m 中級

743m

中級

芝山（いわき市）

いわき市観光事業課 ☎0246-22-7480
いわき観光まちづくりビューロー
☎0246-44-6545

6月2日㈯

1544m 中級

燧ケ岳（檜枝岐村）

尾瀬檜枝岐温泉観光協会 ☎0241-75-2432

819.3m 初級

965m

初級

1074m

中級

1234m 中級
1271m 中級
1261m 中級
2133m 中級
2356m 中級

※山開き日は天候等で変更となることがあります。
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