


Check it out!

風力発電用の風車33基が立ち並ぶ標高約1000ｍの高原は、磐梯山や
猪苗代湖を一望できる絶景スポット。夏はひまわりが咲く名所として知ら
れており、８月下旬に見頃を迎えます。

Koriyama Nunobiki Plateau-situated at an altitude of 1000 meters-offers 
instagrammable views, not only of Mt. Bandai and Lake Inawashiro, but also 
of 33 wind turbines surrounding a field of sunflowers in summer. Late August 
is the best time to see the sunflowers.  
Access: Around 70 min by car after exiting the Tohoku Expressway at Koriyama 
IC; Around 80 min by car from Koriyama Station on the Tohoku Shinkansen Line

８月上旬から中旬にかけて、桧原湖西岸の湿地帯には濃いピンク色の花・
ミソハギが咲き乱れます。細野地区にあるキャンプ場は人気の撮影スポッ
トになっています（キャンプ場内で撮影する際は入場料が必要です）。

Misohagi (Lythrum anceps) blooms on the marshy area of Lake Hibara’s 
west coast from early to mid-August.  Campsites in Hosono area are 
known as being good spots for taking photos of the misohagi.  An entrance 
fee is required for each campsite.
Access: Around 40 min by car after exiting the Ban-Etsu Expressway at 
Inawashiro Bandaikogen IC; Around 40 min by car from Inawashiro Station 
on the Ban-etsu West Line

旅が大好き！
絶景ハンター 初級★

松崎さん

福島県内各地に出没！
絶景ハンター 中級★★

ゾーイさん

福島県のシンボル・磐梯山は
えぐれた形が迫力満点！この
時期だけ咲くかわいらしい花
とのコントラストは必見♪

夏を感じさせるひまわり畑！
普通に撮ってもキレイだけれど
巨大風車と組み合わせれば
もっとフォトジェニックに♪

［所］ 北塩原村桧原字細野
［交］ 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 猪苗代駅から車で約40分

［問］ 裏磐梯観光協会　TEL 0241-32-2349

［所］ 郡山市湖南町赤津
［交］ 東北自動車道 郡山ICから車で約70分、
 JR東北新幹線 郡山駅から車で約80分

［問］ 郡山市湖南町観光協会（湖南町商工会）
 TEL 024-983-2117
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西岸のミソハギ　［北塩原村］ MAP  D-2

Misohagi (Lythrum anceps) on the west shore of Lake Hibara, Kitashiobara Village
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  風の高原 ［郡山市］ MAP  D-4

Koriyama Nunobiki Plateau Wind Farm, Koriyama City

　  絶 景 　 ハンター

#ミソハギは食べ物じゃない　#人気の撮影スポット　#避暑地で夏休み #迫力の風車　#一面のひまわり　#実は布引高原大根の産地Follow my travels 

in Fukushima, Japan!
福島の旅の
おすすめ情報発信中！

Travel 
Fukushima Japan

Miniふくしまの旅

Zoë’s 
Instagram

C
he

ck it out!

そんなふくしまの絶景を
福島県観光物産交流協会の
スタッフがご紹介します。

見たい！

伝えたい！
たい！撮り

Zoë’s Blog

※写真・イラストはすべてイメージです。

⃝ 夏のイベント ⃝
8/26（日）

郡山布引風の高原まつり
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しらかわで待ってるワン♪

白河市
公認キャラクター
しらかわん

フルー
ツが

乗ったピ
ザ！？

カブトムシが
たくさん！

じっく
り観
察

でき
るね

Zoë’s Blog

1 高湯温泉と土湯峠を結ぶ約29kmの山岳観光道路。風光明媚なスポットが点
在しています。中間地点である標高約1600mの浄土平では、浄土平レストハウ
スでの食事や吾妻小富士での散策も楽しめます。
Bandai-Azuma Skyline is a 29 km-long scenic road connecting Takayu 
Onsen and Tsuchiyu-toge Pass in Fukushima City.  Jododaira (alt. 1600m) 
marks the halfway point of Bandai-Azuma Skyline.  Visitors can have lunch 
at Jododaira Rest House and take a walk around Mt. Azuma-Kofuji.
　■料 磐梯吾妻スカイラインは無料で通行可。浄土平駐車場の利用には環境美化費　　
500円（乗用車の場合）が必要です。

■交［高湯温泉側ゲート（福島市町庭坂字高湯）まで］東北自動車道 福島西IC
から車で約30分、JR東北新幹線 福島駅から車で約40分

■問 福島市観光案内所（JR福島駅西口）　TEL 024-531-6428

全国からご当地キャラクターが集まり、各地の魅力を
PR！たくさんのキャラクターに会えるチャンスです。
当日は、JR新白河駅からシャトルバスを運行予定。
■所 白河市総合運動公園（白河市北中川原30）
■問 しらかわキャラ市実行委員会事務局（白河市観光課）
　 TEL 0248-22-1111

1 かつて幼稚園だった建物が、食と農の交流拠点として生
まれ変わりました！レストランでは地元の食材を使った焼き
たてピザが味わえるほか、セミナー会場やサークル活動の
場として施設を利用することもできます。
■所 桑折町下郡字下郡前5-2
■交 東北自動車道 国見ICから車で約10分、
 JR東北本線 桑折駅から車で約5分
■問 レガーレこおり　TEL 024-572-3216

1 自然林を活かして作られた観察園の中で、カブトムシに直接触れる
ことができます。カブト屋敷では、世界のカブトムシやクワガタムシな
ど約200種類・2,000匹もの標本を展示。カブトムシの飼い方など、
係員に気軽に質問してみよう。
　■料 カブトムシ自然観察園・カブト屋敷セット入場料：18歳以上（高校生除く）
400円、３歳以上～高校生以下300円

■所 田村市常葉町山根字殿上160
■交 磐越自動車道 船引三春ICから車で約30分、
 JR磐越東線 船引駅から車で約25分
■問 田村市常葉振興公社　TEL 0247-77-4097

白河市矢祭町矢吹町伊達市
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04

６月初旬、矢祭町にて久慈川での鮎釣りが解禁されました。
矢祭山公園周辺なら、釣りに挑戦したり売店で鮎の塩焼き
に舌鼓を打ったりと、思い思いに鮎を楽しめます。
■料 鮎日釣り券1,500円、現場売りは500円増し
■所 矢祭山公園（矢祭町内川字矢祭）
■問 矢祭町観光協会　TEL 0247-46-4575

05久慈川の鮎を楽しもう
く       じ     がわ あゆ

しらかわキャラ市2018
いち

伊達政宗の正室・愛姫（めごひめ）生誕の地である三春町では、
生誕450年を迎えた今年、愛姫オリジナルグッズがもらえるス
タンプラリーを開催しています。
■所 スタンプ設置：三春きたまち蔵TENJIN（三春町字北町10）
■問 三春まちづくり公社・観光部　TEL 0247-62-3690

06

地元の人たちが1万株超のあじさいを育てるくぼたあじさい園で
は、祭り期間中、ろうそくやLEDを入れたペットボタルによる幻
想的なライトアップが楽しめます。
■所 くぼたあじさい園（伊達市梁川町山舟生）
■問 山舟生自治振興会　TEL 024-577-5489

08くぼたあじさいまつり

パイのサクサク感を堪能してほしいとの思いから誕生した、店内
カフェでのイートイン限定メニュー。注文を受けてから作り上げ
ます。ミルフィーユ単品で600円、ドリンクとセットで900円。
■所 矢吹町八幡町535-１
■問 サカイ・スイーツ・マーケット　TEL 0248-21-7878

07賞味期限1時間のミルフィーユ

田村市

ムシムシランド

Check out 
my blog post
about Mt. 
Azuma-Kofuji !

9/29㈯～30㈰7/7㈯～8㈰

2019年
3月末まで
開催

7/14㈯～8/26㈰開園
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三春町

四季めぐる三春城下町
スタンプラリー

み   はる

2 元幼稚園舎であることにちなんだユニークな名前のピザ
ヨーチエン（1,390円）には、季節のフルーツを使用。
献上桃の郷として知られる桑折町らしく、７月は桃のピ
ザが登場予定！

3 ピザ作り体験は５名から実施。事前予約が必要です。　
　■料 体験料：中学生以上2,000円、小学生1,200円、

　　　小学生未満800円

1

2スカイパレスときわ

ピザヨーチエン

ピザ作り体験

3たむら八彩カレー
やさい

2 ムシムシランドから山道を約300m上ったところにある宿泊施設。レストランやみやげ物店が併設されています。田村市の
キャラクター・カブトンのグッズもあるよ！

3 田村産の食材を８種類以上使ったご当地カレー。スカイパレスときわでは750円で提供。田村市内約10カ所で各店それ
ぞれのアレンジを加えたカレーを楽しむことができます。

不動沢橋
Fudosawa Bridge

浄土平レストハウス
Jododaira Rest House includes 

a restaurant and a souvenir shop.

吾妻小富士
It takes only 10 minutes to hike
 to the top of Mt. Azuma-Kofuji.

2 約10分で到達できる吾妻小富士の山頂には、
直径約500m・底までの高低差約70mの火
口が広がっています。

　 ■問 浄土平ビジターセンター
   　 （福島市土湯温泉町鷲倉山）　
　 　TEL 0242-64-2105
3 食事やおみやげ選びに便利な施設。福島なら
ではのメニューや物産が充実しています。

　 ■問浄土平レストハウス（福島市土湯温泉町鷲倉山）
　 　TEL 0242-64-2100
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ど
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いわき産

トマト使用！

プレミアム
トマトソフト
Soft serve ice
cream with
tomato purée

田村市キャラクター
カブリン　カブトン

ようこそ
カブ～
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o n s e nNAKADORI中通りエリア の温泉に泊まろう

立ち寄り
スポット

&イベン
ト

8/25㈯～26㈰
岳温泉観光
仮装盆踊り

イベント

安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷。温泉街のヒ
マラヤ通りで開催される観光仮装盆踊りでは、仮装コン
テストや浴衣コンテストも行われます。
■交 東北自動車道 二本松ICから
　 車で約10分、JR東北本線 
　 二本松駅からバス約25分
■問 岳温泉観光協会
　 TEL 0243-24-2310

MAP E-2
二本松市岳温泉

だけ

あだた
ら高原の夏を満喫しよう

戊辰戦争時に若い命を落とした二本松少年隊を弔う
ため、顕彰祭と墓前祭を執り行います。また、戊辰
150年の今年は、かつて同盟を組んだ奥羽越列藩
の各地のグルメを楽しめるイベントや、竹原ピストル
さんらが出演する音楽ライブも開催します。
■所 7/28㈯　霞ヶ城公園（二本松市郭内3丁目）
　 7/29㈰　大隣寺（二本松市成田町1丁目532）
■問 二本松市観光連盟　TEL 0243-55-5122

岳温泉観光仮装盆踊り

二本松市

09
二本松少年隊
顕彰祭・墓前祭

立ち寄りスポット
&イベント

7/28㈯ 
■二本松少年隊顕彰祭
■戊辰150年事業
　～二本松少年隊の灯・きらめく霞ヶ城～
　●奥羽越列藩グルメフェス　●灯（ともしび）ライブ
7/29㈰
■二本松少年隊墓前祭

この地に残る萩姫伝説にちなみ、例年８月に萩姫まつりが開催さ
れる温泉地。JR磐梯熱海駅前に今年オープンした磐梯熱海観光
物産館では、地元の野菜や物産のお買い物が楽しめます。
■交 磐越自動車道 磐梯熱海ICから
　 車で約5分、JR磐越西線 磐梯
　 熱海駅から徒歩すぐ
■問 磐梯熱海温泉旅館協同組合
　 TEL 024-984-2182

MAP E-3
郡山市磐梯熱海温泉

ばん　　だい　　　あ　た　み

物産館
やカフェが続々オープン

8/9㈭～10㈮
第52回
萩姫まつり

イベント

奈良時代の宮中の女官「うねめ」の伝説にちなんだ郡
山最大の祭り。街はうねめ提灯で飾られ、日本一の大
きさを誇るうねめ太鼓が響く中、約6千人が踊り流しに
参加します。
■所 郡山駅前周辺（郡山市中町ほか）
■問 郡山うねめまつり実行委員会
　 TEL 024-921-2610

第54回郡山うねめまつり10

磐梯熱海温泉街のそばに今年の春オープン。「さっぱ
りチキンのサラダガレット」（780円）や、郡山市・ふる
や農園の苺で作る「かき苺」（650円）など、暑い夏を
爽やかに乗り切れそうなメニューが勢揃い！
■所 郡山市熱海町熱海1丁目237
■問 ichinoichi café　TEL 024-901-9561

郡山市ichinoichi café
い　ち　　　の　　　い　ち　　　　カフェ11

立ち寄りスポット
&イベント

郡山市 8/2㈭～4㈯

10種類以上の泉質が楽しめる渓谷沿いの温泉郷。
8月には、豪華景品が当たる盆踊り大会を開催予定です。
■交 東北自動車道 福島西ICから車で約15分、
　 JR東北新幹線 福島駅からバス約40分
■問 土湯温泉観光協会　TEL 024-595-2217

MAP E-2
福島市土湯温泉

つち　　　ゆ

ふれ
愛つちゆの

夏祭りにおいでよ

吾妻連峰の中腹に静かに佇む、100%源泉かけ流しの名湯。
独特の香りがする乳白色の湯は高濃度の硫黄泉で、湯治客や
温泉ツウの方々に好評を博しています。
■交 東北自動車道 福島西ICから車で約30分、
　 JR東北新幹線 福島駅からバス約40分
■問 高湯温泉観光協会　TEL 024-591-1125

MAP E-2
福島市高湯温泉

たか　　　ゆ

じっく
り静かに湯を楽しむなら

奥州三名湯に数えられ、2世紀頃には日本武尊が東征の折に、1689
年には俳聖・松尾芭蕉が奥の細道の途中に立ち寄ったとされる歴史
ある温泉地。８月には温泉街にある旧堀切邸で夏祭りを開催！
■交 東北自動車道 福島飯坂ICまたは東北中央自動車道 福島大笹生
　 ICから車で約10分、福島交通飯坂線 飯坂温泉駅から徒歩すぐ
■問 飯坂温泉観光協会　TEL 024-542-4241

MAP E-1
福島市飯坂温泉

いい　　ざか

歴史あ
る温泉郷で風情ある夏を

夏は
モモの季節！

ゆっくりのんびり

過ごしたいね

いらっしゃ
いませ！

地熱発電を利用してエビを養殖し
ている土湯温泉で、エビ釣りにチャ
レンジしよう！釣ったエビは、その
場で焼いて食べても、持ち帰って
育ててもOKです。
■料 小学生以上1,000円
■所 つちゆ湯愛エビ釣り堀（福島市
　 土湯温泉町字坂ノ上2）
■問 元気アップつちゆ
　 TEL 024-594-5037

14
福島市周辺は全国有数のくだもの
の産地。フルーツラインやピーチラ
インと呼ばれる道路沿いにはたく
さんの観光果樹園が並んでおり、
ジューシーでフレッシュなもぎたて
の味を楽しめます。
■所 フルーツライン（県道5号）、ピー
チライン（国道13号）、果樹園ご
とに所在地は異なります。

■問 福島市観光案内所（JR福島駅
　  西口） TEL 024-531-6428

福島市くだもの狩り12

旬の新鮮な野菜やくだもの、加工
品などを、生産農家が直接販売す
る小さなマルシェ。オレンジ色のテ
ントが目印です。
■時4月～12月の毎週日曜（4月第１
　日曜はお休み）、1～3月は月1回
■所 JR福島駅東口駅前広場
　（福島市栄町1-1）
■問 GDMふくしま
　 TEL 080-4483-3877

GoodDayMarket
グ ッ デ イ マ ー ケ ッ ト15

長さ12m・重さ2tの大わらじが大
通りを練り歩きます。わらじおど
り、ダンシングそーだナイト、わら
じ競走などの、楽しいイベントが満
載です。
■所 国道13号 信夫通り（栄町交差点
　 ～陣場町交差点）周辺
■問 福島わらじまつり実行委員会
　（福島商工会議所）　
　 TEL 024-536-5511

第49回福島わらじまつり13
釣れるかな？
ドキドキ…

8/15㈬
飯坂温泉夏祭り

（予定）

イベント

8/14㈫～15㈬
仮装・福引
盆踊り大会

イベント

つちゆ湯愛エビ釣り堀
ゆ め

旧堀切邸

萩姫まつり

13 12

福島市 8/3㈮～4㈯福島市 毎週日曜

福島市 7/21㈯～8月末オープン予定

7/28㈯～29㈰

※写真・イラストはすべてイメージです。
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7月30日（月）	 磐梯町 MAP D-３

史跡慧日寺跡金堂内復元展示物完成除幕式
および完成記念事業
正午より薬師如来坐像の一般公開を行います。また「声明公演
（無料）」も行われます（30日のみ入場無料）。

 史跡慧日寺跡金堂　  磐梯山慧日寺資料館 ☎0242-73-3000
 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20分

8月 August

8月1日（水）〜10月31日（水）	 塙町 MAP E-6

はなわのダリア祭
夏〜秋に約300種・5千株のダリ
アが華麗に咲き誇る塙町で、「は
なわのダリアまつり」を開催。町
全体がダリアに包まれます。

 湯遊ランドはなわダリア園および塙町内
 塙町観光協会 ☎0247-43-3400
 常磐自動車道 那珂ICから車で約80分、東北自動車道

　 白河ICから約70分、JR水郡線 磐城塙駅から車で約20分

8月3日（金）〜5日（日）	 猪苗代町 MAP D-3

オハラ☆ブレイク’18夏
猪苗代湖畔を舞台にしたカルチャーミックスフェスティバル。
様々なアーティストが集い、展示やステージイベントを開催！

 天神浜オートキャンプ場　  GIP ☎022-222-9999
 磐越自動車道 猪苗代磐梯高原ICから車で約10分

8月4日（土）	 古殿町 MAP F-5

憩いの森フェスタ
打ち上げ花火や多種多様なイベン
トが開催されます。出店も多く立
ち並ぶ古殿町の夏祭りです。

 町役場駐車場特設会場
 古殿町産業振興課 ☎0247-53-4620
 あぶくま高原道路 玉川ICから車で約30分、

　 JR水郡線 磐城石川駅から車で約20分

8月4日（土）	 田村市 MAP F-３

都路灯まつり
約1万本の竹灯が幻想的な空間を作り出します。ステージショー
や体験イベントなども行われます。

 グリーンパーク都路　  都路灯まつり実行委員会 ☎0247-75-3550
 磐越自動車道 船引三春ICから車で約50分

8月4日（土）	 新地町 MAP G-1

第８回やるしかねぇべ祭
震災直後の2011年から始まった
お祭り。カブトムシの掴み取りのほ
か、様々なショーやアーティストライ
ブが行われます。フィナーレには大
迫力の花火が夜空を彩ります。

 新地町総合公園こどもの森広場
 第８回やるしかねぇべ祭実行委員会（新地町商工会） ☎0244-62-2442
 常磐自動車道 新地ICから車で約10分、

　 JR常磐線 新地駅から車で約5分

8月4日（土）〜5日（日）	 金山町 MAP B-3

第42回沼沢湖水まつり
1日目の花火大会と沼沢湖に伝わる大
蛇伝説の再現が見どころのまつり。イ
カダレースなども行われます。

 沼沢湖
 沼沢湖水まつり実行委員会（金山町観光物産協会） 

　　☎0241-42-7211
 磐越自動車道 会津坂下ICから車で約40分

8月5日（日）	 矢祭町 MAP E-6

矢祭山 クリーン＆ハイキング
全国一斉美化清掃運動に合わせ、ゴミ
拾いをしながらハイキングを行います。

 矢祭山公園
 矢祭町観光協会事務局 ☎0247-46-4575
 常磐自動車道 那珂ICから車で約50分、

　 JR水郡線 矢祭山駅から徒歩約1分

8月6日（月）〜8日（水）	 いわき市 MAP G-5

平七夕まつり・いわきおどり
趣向を凝らした七夕飾りが街を彩り、様々な出店やイベント
で賑わいます。最終日に行われるいわきおどりは、「どんわっ
せ！」の掛け声とともに大勢の人が踊り、駅前大通りが熱気に
包まれます。

 JRいわき駅前、平商店街
 平七夕まつり実行委員会 ☎0246-25-9151

　 いわきおどり実行委員会 ☎0246-44-6545
 JR常磐線 いわき駅から徒歩約1分、

　 常磐自動車道 いわき中央ICから車で約10分

8月12日（日）	 南相馬市 MAP G-３

おだか夏まつり2018
昼はタレントによるステージショー、夕方からは特設やぐらでの
盆踊りを予定。露店も登場します！

 小高浮舟文化会館とその周辺　  小高商工会 ☎0244-32-0300
 常磐自動車道 南相馬ICから車で約30分

8月13日（月）	 玉川村 MAP E-４

たまかわ水合戦  ～大雲臥の奇蹟～
雪玉の代わりに水風船を使い、
子どもの陣･大人の陣に分かれ、
仲間と力を合わせて戦います。
様々な衣装をまとった選手が登
場し、ギャラリーも一緒に大盛
り上がり！強敵よ集え！

 たまかわ文化体育館駐車場
 玉川村商工会 ☎0247-57-2250
 東北自動車道 矢吹ICから車で約10分、

　 JR水郡線 泉郷駅から車で約5分

8月13日（月）〜１4日（火）	 相馬市 MAP G-2

相馬盆踊り
企業・市民・子どもの団体な
ど約1000人が、浴衣や法
被姿で、相馬民謡「相馬盆
唄」の歌と囃子に合わせて踊
ります。

 相馬市民会館駐車場
 相馬市観光協会

　 ☎0244-35-3300
 常磐自動車道 相馬ICから車で約10分、

　 JR常磐線 相馬駅から徒歩約15分

8月14日（火）	 棚倉町 MAP E-５

棚倉夏まつり
歩行者天国となった通りにた
くさんの露店が立ち並びます。
ステージイベントなども開催！

 棚倉町内（古町～新町）
 棚倉夏まつり実行委員会

　 （棚倉町商工会）☎0247-33-3161
 東北自動車道 白河ICから車で約40分、

　 JR水郡線 磐城棚倉駅から徒歩約1分

8月14日（火）〜１5日（水）	 喜多方市 MAP C-２

第53回蔵のまち喜多方夏まつり
会津磐梯山庄助踊り、子供祭
り囃子、会津喜多方蔵太鼓、太
鼓台の競演などが行われます。

 ふれあい通り商店街
 喜多方観光物産協会

　 ☎0241-24-5200
 磐越自動車道 会津若松ICから車で約20分、

　 JR磐越西線 喜多方駅から徒歩約15分

8月１5日（水）〜１6日（木）	 本宮市 MAP E-３

第12回本宮市夏まつり
様々なステージイベントや露店、白熱
必至の阿武隈川での舟こぎ競争、夜空
を彩る大迫力の花火大会など、楽しさ
盛りだくさんの夏まつりです。

 JR本宮駅前目抜通り ほか
 本宮市観光物産協会 ☎0243-24-5382
 東北自動車道 本宮ICから車で約10分、

　 JR東北本線 本宮駅から徒歩約3分

8月18日（土）･9月1日（土）	 檜枝岐村 MAP A-５

鎮守神祭礼奉納歌舞伎・
第34回歌舞伎の夕べ
江戸の時代より、親から子、子か
ら孫へと連綿と伝承されてきた
檜枝岐歌舞伎。春と秋の祭りで
奉納され、村人を楽しませてき
ました。

 檜枝岐の舞台　  尾瀬・檜枝岐山旅案内所 ☎0241-75-2432
 東北自動車道 西那須野塩原ICから車で約150分

8月25日（土）〜26日（日）	 川俣町 MAP F-２

第16回川俣シャモまつり in 川俣
川俣町特産の川俣シャモを
使った料理を屋台村形式で
提供します。各種イベントも
開催予定！

 川俣町中央公民館
 川俣シャモまつり実行委員会

　（川俣町産業課） ☎024-566-2111
 JR東北新幹線 福島駅からバス約40分、

　 東北自動車道 福島西ICから車で約40分

9月 September

9月2日（日）	 只見町 MAP A-４

只見駅前通りウキウキ
わいわいフェスタ
町づくりや商店街活性化のほ
か、実りの秋を祈って行われ
る、楽しいイベント盛りだくさ
んのお祭りです。

 只見駅前通り
 ウキウキわいわいフェスタ実行委員会（只見振興センター）

　 ☎0241-82-2141
 東北自動車道 白河ICから車で約2時間、磐越自動車道

　 会津坂下ICから約90分、JR只見線 只見駅から徒歩約1分

9月8日（土）	 須賀川市 MAP D-4

長沼まつり
参加団体手作りの大小のねぶ
た・ねぷた約10基が繰り出し
夜の街を照らし出します。威勢
よく跳びはねるハネトは圧巻！

 金町通り
 長沼まつり実行委員会 ☎0248-67-2111
 東北自動車道 須賀川ICから車で約20分、

　 JR東北本線 須賀川駅から車で約30分

9月9日（日）	 矢吹町 MAP E-４

やぶきフロンティア祭り
地元団体のステージパフォーマンスやグルメの販売が行われます。

 矢吹町文化センター駐車場
 矢吹町産業振興課 ☎0248-42-2115
 東北自動車道 矢吹ICから車で約10分、

　 JR東北本線 矢吹駅から徒歩約30分

9月14日（金）〜16日（日）	 白河市 MAP D-５

白河提灯まつり
武家社会の格式を導入した独特の祭り。神輿の町内渡御や提
灯行列、屋台・山車の引廻しなど、伝統文化として白河の地に受
け継がれています。

 白河市内　  白河観光物産協会 ☎0248-22-1147
 JR東北本線 白河駅下車

9月15日（土）〜17日（祝）	 大玉村 MAP E-3

遠藤ヶ滝不動尊秋季例大祭
2日目には山伏による火の祭り
「大護摩厳修」が行われます。高
さ約1mに積まれた護摩木を燃
やし、願いが書かれた添護摩木
を炎の中に投入することで、祈
願の心願成就を祈ります。

 遠藤ヶ滝不動尊
 大玉村産業課商工観光係

　 ☎0243-24-8096
 東北自動車道 本宮ICから車で約30分、

　 JR東北本線 本宮駅からバス約30分

9月22日（土）	 三春町 MAP E-3

うつくしまみずウオーク2018三春大会
環境保全、自然の共生、水環境に対
する関心を深めながら、健康づくり
に役立てます。

 スタート：滝の平野外劇場
　 ゴール：三春の里田園生活館

 三春町教育委員会 ☎0247-62-3837
 磐越自動車道 船引三春ICから車で約15分

9月22日（土）〜24日（振休）	 会津若松市 MAP C-3

会津まつり
戊辰戦争で亡くなられた方の慰霊と鎮魂の思いを込めて開催
します。会津まつり最大のイベント・会津藩公行列では、奥羽越
列藩同盟に焦点をあてた行列編成で市内を練り歩きます。
22日：提灯行列、会津磐梯山踊り
23日：先人感謝祭、会津藩公行列、会津磐梯山踊り
24日：日新館童子行列、鼓笛隊パレード

 鶴ヶ城本丸、神明通り、市内一円
 会津まつり協会 ☎0242-23-4141
 鶴ヶ城まで:磐越自動車道 会津若松ICから車で約15分、

　 JR磐越西線 会津若松駅から周遊バス ハイカラさん・あかべえで
　 「鶴ヶ城入口」下車さらに徒歩約5分

9月23日（祝）	 国見町 MAP F-１

国見町義経まつり
義経・静御前・弁慶の後に甲冑姿の中
学生が続く勇壮な「義経公行列」を、
くにみ(923)の日に開催！

 観月台文化センターほか 
 国見町企画情報課 ☎024-585-2217
 東北自動車道 国見ICから車で5分、

　JR東北本線 藤田駅から徒歩約5分

7月 July

7月下旬まで	 平田村 MAP F-４

世界のあじさい園ゆり園開園
あじさい825種・ゆり50種が見頃を迎
えます。

 ジュピアランドひらた
 ジュピアランドひらた ☎0247-55-3535
 あぶくま高原道路 平田ICから車で約5分

7月1日（日）	 二本松市 MAP F-3

第49回東和ロードレース大会
昭和45年から続く伝統ある大会。紫陽花に囲まれた自然豊か
な山里コースを楽しめます。

 スタート/ゴール：旧下太田小学校校庭
 東和ロードレース大会実行委員会事務局 ☎0243-66-2515
 東北自動車道 二本松ICから車で約20分

7月7日（土）	 会津坂下町 MAP C-3

御田植祭
1年間無事に稲が育ち、おいしい
米が収穫されることを祈願する栗
村稲荷神社の例大祭。早乙女踊り
や神輿渡御、太鼓台の巡行が行わ
れます。

 町役場前通り
 会津坂下町観光物産協会 ☎0242-83-2111
 JR只見線 会津坂下駅から徒歩約10分、磐越自動車道 

　 会津坂下ICまたは新鶴スマートICから車で約15分

7月8日（日）	 西会津町 MAP B-2

冨士山山開き
標高約509mで初心者向け。山頂に冨士権現が祀られ、雨乞
いなども行われた祈りの山で、磐梯山なども展望できます。

 冨士地区 (西会津町新郷)
 西会津冨士の郷　☎0241-47-2497
 磐越自動車道 西会津ICから車で約25分

7月12日（木）	 会津美里町 MAP C-3

伊佐須美神社御田植祭
獅子の仮面を先頭に小中学生が
町内を駆け抜ける獅子追い神事
が行われるほか、神子人形（デコ
様）を伴った神輿渡御行列が催
馬楽とよばれる田植歌を歌いな
がら町内を練り歩きます。

 伊佐須美神社
 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15分、

　 JR只見線 会津高田駅から徒歩約25分

7月15日（日）	 石川町 MAP E-5

第17回JBCF石川サイクルロードレース
全日本実業団自転車競技連
盟（JBCF）が主催する国内
最高峰のロードレース。日本
ロードレース界のプロ選手も
多数参加します。シャトルバス
を利用してのレース観戦がお
すすめです。

 石川町・浅川町周回コース
 石川町観光物産協会 ☎0247-26-9113
 シャトルバス乗り場（石川町商工会館前）:あぶくま高原道路

　 玉川ICから車で約10分、JR水郡線 磐城石川駅から徒歩約15分

7月21日（土）	 柳津町 MAP C-3

やないづ門前町歩行者天国MONTEN
歩行者天国となったまちなかに、
出店やミニ手作り市が登場します。

 柳津町寺家町
 奥会津まちづくり支援機構

　 ☎0241‐42‐2244
 磐越自動車道 会津坂下ICから車で約10分

7月21日（土）	 天栄村 MAP D-4

なつの天栄2018羽鳥湖高原ウオーク
羽鳥湖畔の自然を満喫しながらウォー
キングを楽しみましょう。

 羽鳥湖高原交流促進センター
 福島民友新聞社 ☎024-523-1334
 東北自動車道 白河ICから車で約50分

7月25日（水）〜29日（日）	 郡山市 MAP E-4

サマーフェスタ IN KORIYAMA 2018ビール祭
ドイツのオクトーバーフェスト郡山版。ドイツバンドの演奏を聴
きながら、生ビールや地元素材を生かした料理が楽しめます。
縁日広場や遊具コーナーもあり!

 開成山公園自由広場
 サマーフェスタ IN KORIYAMA 2018実行委員会

　 ☎024-921-2600
 東北自動車道 郡山ICから車で約15分、JR東北新幹線 

　 郡山駅からバス約10分で郡山市役所下車さらに徒歩約5分

7月28日（土）	 西郷村 MAP D-5

にしごう祭り
各種ステージショーなどが行われます。

 ニューファクトリーゾーン（三菱製紙敷地内公園）
 にしごう祭り実行委員会事務局 ☎0248-25-2910
 東北自動車道 白河ICから車で約5分、

　 JR東北新幹線 新白河駅から徒歩約5分

7月28日（土）	 南会津町 MAP B-５

会津高原たていわ夏まつり
ジャンケン大会、郷土芸能ショー、歌謡
ショー、花火大会などが行われます。

 会津高原たかつえスキー場
 南会津町観光物産協会

 　舘岩観光センター☎0241-64-5611
 東北自動車道 西那須野塩原ICから

　 車で約90分

7月28日（土）	 伊達市 MAP E-1

北畠顕家卿生誕700周年記念シンポジウム
北畠顕家卿の生涯や南北朝時代を振り返りながら、歴史の楽
しみ方について、歴史コメンテーター・金谷俊一郎氏による講
演会や北畠氏ゆかりの地とのパネルディスカッションを実施。

 伊達市ふるさと会館
 伊達市商工観光課 ☎024-577-3175
 JR東北本線 伊達駅から徒歩約20分

7月28日（土）〜29日（日）	 猪苗代町 MAP D-3

第70回磐梯まつり
ステージイベント・山車みこし・
たいまつ行列・音楽パレード・火
文字・会津磐梯山総踊りが行わ
れるほか、出店や無料遊具な
どもあります。

 おまつり広場 ほか
 磐梯まつり実行委員会（猪苗代町商工観光課）

　 ☎0242-62-2117
 磐越自動車道 猪苗代磐梯高原ICから車で約10分、

　JR磐越西線 猪苗代駅から車で約5分

7月28日（土）〜29日（日）	 下郷町 MAP C-４

下郷ふるさと祭り
屋台が登場するほか、ステージイベントで会場は大盛り上がり！
夜は花火も打ち上げられます。

 大川ふるさと公園　  下郷町商工会 ☎0241-67-3135
 東北自動車道 白河ICから車で約60分、

　 会津鉄道 ふるさと公園駅から徒歩約5分

7月28日（土）〜29日（日）	 桑折町 MAP E-1

諏訪神社祭礼
五穀豊穣を祈願する例大
祭。町内の山車5台が御輿
と激しくぶつかり合う様子
は圧巻です。

 諏訪神社・町内各所
 諏訪神社社務所

　 ☎024-582-2528
 東北自動車道 国見ICから車で約15分、

　 JR東北本線 桑折駅から徒歩約20分
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[場所]アクアマリンパーク
問 いわき花火大会実行委員会   ☎0246-53-5677

いわき花火大会
約12,000発8

（土）
4

いわき市

[場所]月見橋周辺
問 月舘総合支所業務環境担当 ☎024-572-2112

小手姫の里夏まつり 納涼盆踊り･流灯花火大会
約1,000発8

（水）
15

伊達市

[場所]田中ニット鮫川工場敷地内など
問 鮫川村商工会 ☎0247-49-2171

鮫川花火大会
約1,000発8

（水）
15

鮫川村

[場所]川上川桜木橋周辺
問 塙町商工会 ☎0247-43-0371

塙流灯花火大会
約3,000発8

（水）
15
塙町

[場所]四倉海岸
問 四倉鎮魂・復興花火大会実行委員会 ☎090-8254-5291

四倉鎮魂・復興花火大会
約3,000発8

（木）
16

いわき市

[場所]保原総合公園
問 だてな太鼓まつり実行委員会事務局（だて青年会議所内） ☎024-575-1554
　　霊山太鼓まつり実行委員会事務局（霊山総合支所内） ☎024-586-3404

だてな太鼓まつり花火大会
約200発8

（日）
19

伊達市

[場所]大滝根川河畔
問 船引町観光協会 ☎0247-82-4264

灯籠流しと花火大会
約1,000発8

（日）
19

田村市

[場所]夏井川河川敷
問 夏井川流灯花火大会実行委員会 ☎090-4554-6123（大和田）

夏井川流灯花火大会
約6,000発8

（月）
20

いわき市

[場所]須賀川市民スポーツ広場
問 須賀川市釈迦堂川花火大会実行委員会 ☎0248-88-9144

第40回須賀川市釈迦堂川花火大会
約10,000発8

（土）
25

須賀川市

[場所]信夫ヶ丘緑地公園※荒天及び増水の場合は翌日
問 ふくしま花火大会実行委員会(福島市商業労政課) ☎024-525-3720

第40回ふくしま花火大会
約10,000発7

（土）
28

福島市

[場所]会津高原たかつえスキー場
問 南会津町観光物産協会 舘岩観光センター ☎0241-64-5611

会津高原たていわ夏まつり
約2,000発7

（土）
28

南会津町

[場所]鮫川河川敷
問 なこそ夏まつり実行委員会（いわき商工会議所勿来支所） ☎0246-63-6521

なこそ鮫川花火大会
約2,000発7

（土）
28

いわき市

[場所]三春の里田園生活館　
問 三春の里田園生活館 ☎0247-62-8010

三春の里夏祭り
約1,500発7

（日）
29

三春町

[場所]日橋川緑地公園 自由広場
問 日橋川川の祭典実行委員会（塩川総合支所） ☎0241-27-2111
　 きたかた商工会 ☎0241-27-3202

二市一ヶ村 日橋川 川の祭典花火大会
約10,000発7

（日）
29

喜多方市

[場所]前川堤防沿い
問 小高区野馬追執行委員会 ☎0244-44-6014

相馬野馬追 火の祭
約4,000発7

（日）
29

南相馬市

[場所]富久山町河川敷多目的広場
問 ふくやま夏祭り実行委員会（富久山町商工会） ☎024-923-0896

第27回ふくやま夢花火
約6,000発8

（土）
4

郡山市

[場所]郡山カルチャーパーク
問 あさか野夏まつり花火大会実行委員会(安積町商工会) ☎024-946-2068

第47回あさか野夏まつり
約10,000発8 14

郡山市
（火）

[場所]大玉村ふれあい広場
問 大玉村産業課商工観光係 ☎0243-24-8096

おおたま夏まつり
約700発8

（日）
5

大玉村

[場所]小峰城（城山公園内）
問 白河観光物産協会 ☎0248-22-1147

市民納涼花火大会
約5,200発8

（日）
5

白河市

[場所]道の駅会津柳津・只見川河畔
問 霊まつり流灯花火大会実行委員会（柳津観光協会） ☎0241-42-2346

第81回霊まつり流灯花火大会
約4,500発8

（金）
10

柳津町

[場所]二ツ沼総合公園
問 広野町サマーフェスティバル実行委員会 ☎0240-27-4163

広野町サマーフェスティバル2018
約4,000発8

（祝）
11

広野町

[場所]浪江町役場特設会場
問 浪江町産業振興課商工労働係 ☎0240-34-0247

サマーフェスティバルなみえ
約700発

浪江町

[場所]広瀬川親水公園
問 伊達のふる里夏まつり実行委員会 ☎024-577-0057

伊達のふる里夏まつり 大花火大会
約5,000発8

（日）
12

伊達市

[場所]猪苗代町運動公園
問 猪苗代観光協会 ☎0242-62-2048

いなわしろ花火大会
約3,000発（予定）8

（月）
13

猪苗代町

[場所]たまかわ文化体育館駐車場
問 玉川村商工会 ☎0247-57-2250

玉川夏祭り・花火大会
約170発8

（月）
13

玉川村

8
（祝）
11

※写真・イラストはすべてイメージです。


