イベントガイド

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。
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2月10日
（土）

※写真・イラストはすべてイメージです。

三島町

MAP

B-3

第46回雪と火のまつり

2月3日
（土）
〜4日
（日）

柳津町

MAP

C-3

第28回会津やないづ冬まつり

雪像や模擬店が並ぶ会場
で、豪華賞品が当たる節
分豆まきや歳の神などが
行われます。かき氷早食い
大会や歌謡ショーなど、イ
ベントが盛りだくさんです。

2月3日
（土）
〜11日
（祝）

喜多方市

西会津町

C-2

蔵のまち喜多方冬まつり

MAP

B-3

下郷町

金山町

MAP

江戸時代のお雛様や、明治・大正、
現在へと至る個性的で珍しい人形
の数々を各店に展示します。まちを
巡って須賀川の歴史を感じましょう。

町役場前通り
会津坂下町観光物産協会
☎0242-83-2111
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
10分、JR只見線 会津坂下駅から徒歩約5分

1月17日
（水）

喜多方市

1月21日
（日）

田村市

MAP

MAP

C-4

2月25日
（日）

昭和村

1月27日㈯、2月10日㈯・24日㈯

この時期限定の「からむし織雪
ざらし」の実演、伝統行事「団子
さし」、スノーモービル体験など、
雪に親しむ催しが満載です。

浅川町

MAP

E-5

1月12日
（金）

除夜の花火

小荒井初市

洞内温度約15℃のあったか空間にハー
モニカやトランペット、オカリナなど様々な
ジャンルの音楽家による演奏が響き渡りま
す。天然の音響効果をお楽しみください。

除夜の鐘ならぬ除夜の花火108発を打ち上げて新年を迎
えます。

400年以上の歴史を持つ初
市。縁起物を買い求める人々
で賑わいます。

白山比咩神社
浅川町商工会 ☎0247-36-2161
東北自動車道 白河ＩＣまたは須賀川ＩＣから車で約４0分

12月3日
（日）

二本松市

MAP

Ｆ-2

木幡の幡祭り

国の重要無形民俗文化財に指定されている伝統の祭り。五
色に彩られた五反幡が大空を翻る様子は優雅で壮観です。
「日本三大幡祭り」の1つに数えられています。
旧木幡第一小学校グラウンド（出立式）、
木幡山参宿所および治家公園（昼食およびイベント）
東和支所地域振興課 ☎0243-66-2490
東北自動車道 二本松ＩＣから車で約30分

12月3日
（日）

郡山市

MAP

E-3

磐梯熱海温泉つるりんこ祭

MAP

C-3

鶴ヶ城元旦登閣

大玉村

1月1日
（祝）

南会津町

三春町

MAP

E-3

B-4
B-5

全国各地のスキーヤー・スノーボーダーに愛される、パウ
ダースノーが自慢の４つのスキー場がオープンします。
会津高原だいくらスキー場（12/23）、会津高原たかつえスキー場（12/16）、
会津高原高畑スキー場（12/23）、会津高原南郷スキー場（12/23）
会津高原だいくらスキー場 ☎0241-64-2121
会津高原たかつえスキー場 ☎0241-78-2220
会津高原高畑スキー場 ☎0241-76-2231
会津高原南郷スキー場 ☎0241-73-2111
会津鉄道 会津田島駅から車で約30分〜60分、
野岩鉄道 会津高原尾瀬口駅から車で約50分

1月7日
（日）

柳津町

七日堂裸詣り
午後 8:30 の一番鐘を
合図に、
下帯姿の男衆が
113段の石段を駆け上
がり、堂内にある麻縄を
よじ登る、勇壮な伝統行
事です。
圓藏寺本堂
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10分、
JR只見線 会津柳津駅から徒歩約10分

MAP

C-3

会津美里町

MAP

C-3

西会津町

MAP

B-3

大山祇神社元旦二年詣り

日中線記念館クリスマスライトアップ

この期間に村内の旅館・民宿に宿泊したお客様を、普段は提
供することが少ない郷土料理でおもてなしいたします。はず
れなしのスタンプラリーも同時開催。
村内の旅館・民宿など
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150分

猪苗代町

MAP

D-3

いなわしろ冬の花火
スキーをしながら、リフトに乗りながらなど、好みのロケー
ションで花火を見ることができます。
（悪天候の場合は延期）
猪苗代スキー場[中央×ミネロ]中央エリア
猪苗代スキー場 ☎0242-62-5100
磐越自動車道 猪苗代磐梯高原ＩＣから車で約15分

3月17日
（土）
〜18日
（日）

三島町

MAP

B-3

MAP

D-3

第17回全国編み組工芸品展・
第37回三島町生活工芸品展

下郷町

MAP

ヤマブドウ・ヒロロ・マタタビ・
アケビ・竹などで作られた、全
国各地の編み組工芸品や、三
島町内で製作された編み組
細工・木工・染織などの工芸品
が展示・販売されます。

三島町交流センター山びこ・三島町生活工芸館
三島町生活工芸館 ☎0241-48-5502
磐越自動車道 会津坂下ＩＣから車で約20分、
JR只見線 会津西方駅から徒歩約15分

C-4

温泉街の蔵や駅に描かれたアート
作品は必見！メイン会場では、若手
アーティストが圧巻のパフォーマ
ンスを披露します。

3月21日
（祝）

磐梯町

磐梯神社の舟引き祭りと巫女舞

本宮市

MAP

E-3

3俵の米俵を重ねた飯舟と呼ばれ
る木舟に縄をつけ、氏子が引き合
い、その年の作柄を占う神事です。
巫女舞は、舟引きの日に少女達に
よって奉納される古式の舞です。
磐梯神社
磐梯町観光協会（磐梯町役場商工観光課内）☎0242-74-1214
JR磐越西線 磐梯町駅から徒歩約25分、
磐越自動車道 磐梯河東ICから車で約7分

高松山初寅大祭
1年で1番御利益があるといわれる旧正月初の寅の日に開
催する毘沙門天の祭りです。青年裸神輿から投げられる梵
天を手にした者には福が訪れると言われ、参拝者たちが梵天
を奪い合います。
高松山観音寺
高松山観音寺 ☎0243-44-3822
東北自動車道 本宮ＩＣから車で約5分、
JR東北本線 五百川駅からタクシーで約5分

3月４日
（日）

伊達市

MAP

Ⓑ

F-1

つつこ引き祭り

場所

Ⓒ

Ⓐ

Ⓓ

Ⓔ
問い合わせ先

12月1日～2月11日

喜多方駅前広場

喜多方駅前商栄会 ☎0241-22-0033

12月2日〜3日

喜多方市山都町一ノ戸川流域

一ノ戸川鉄橋ライトアップ実行委員会（喜多方市山都総合支所産業課内）☎0241-38-3831

12月24日

日中線記念館

熱塩加納総合支所産業課 ☎0241-36-2115

横町門前町通り周辺

高田インフォメーションセンター ☎0242-54-2333

福 島 市 光のしずくイルミネーション Ⓐ

1月31日まで

パセオ通り、福島駅東口駅前広場 光のしずく事業実行委員会（㈱福島まちづくりセンター内）☎024-522-4841

1月13日～2月12日

四季の里

12月2日～1月31日

陣屋通り

広瀬大通りイルミネーション

山人厳冬まつり

E-6

１月中旬まで

四季の里ニューイヤーイルミネーション

A-5

C-2

会津美里町 横町門前町通りイルミネーション

伊 達 市 陣屋通りイルミネーション Ⓑ

MAP

MAP

五穀豊穣を祈って神楽を奉納しま
す。一連の稲作風景が、ユーモラ
スな舞と掛け合いで演じられます。

点灯期間

一ノ戸川鉄橋ライトアップ

MAP

山都体育館
会津山都寒晒しそばまつり実行委員会
（喜多方市山都総合支所産業課内）☎0241-38-3831
磐越自動車道 会津坂下ＩＣから車で約20分、
JR磐越西線 山都駅から徒歩約10分

八槻都々古別神社 御田植祭

★は秋冬キャンペーンの対象イベントです。

イベント名

喜多方市 喜多方駅前広場ライトアップ

檜枝岐村

棚倉町

厳島神社
つつこ引き祭実行委員会 ☎024-576-4062
阿武隈急行 保原駅から徒歩約5分、
東北自動車道 福島飯坂ＩＣから車で約20分

イルミネー ション 情 報

喜多方市

江戸期に将軍家へ献上されていたという山都の寒晒しそばを
堪能できます。真っ白で弾けるような触感が特徴の逸品です。

商売繁盛・五穀豊穣・無病息
災を祈って行われる勇壮な
祭り。身を清めた下帯姿の
若衆が3組に分かれて大つ
つこを引き合います。

年をまたいで二度お詣り
すると、願いが叶うと伝え
られています。

市区町村

平成通り交差点周辺
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20分

1月13日
（土）
・2月10日
（土）

E-3

大山祇神社
大山祇神社社務所
☎0241-45-2323
磐越自動車道 西会津IC
から車で約15分

長さ5m・重さ3ｔの大俵
を、若者が赤組と白組に
分かれて引き合い、新年
の商売繁盛と五穀豊穣
を占う伝統の奇祭です。
赤が勝つと商売繁盛、白
が勝つと五穀豊穣にな
ると伝えられています。

1月13日
（土）
〜28日
（日）

塩竃神社
㈱三春まちづくり公社 ☎0247-62-3690
磐越自動車道 郡山東ICから車で約15分、
JR東北新幹線・東北本線 郡山駅から車で約15分
MAP

C-2

奇祭 高田大俵引き

鶴ヶ城天守閣
会津若松観光ビューロー ☎0242-27-4005
JR磐越西線 会津若松駅からバスハイカラさん・あかべぇ
「鶴ヶ城北口」下車さらに徒歩約5分、
磐越自動車道 会津若松ＩＣから車で約15分

MAP

フォレストパークあだたら ビジターセンター
フォレストパークあだたら ☎0243-48-2040
東北自動車道 本宮ＩＣまたは二本松ＩＣから車で約20分

MAP

2月21日
（水）

2月27日
（火）

夜の森をスノーシューを履いて歩き、星空観察やアニマルト
ラッキングなどを楽しむ予約制イベントです。日帰り参加の
方は、イベント終了後、温泉での入浴が可能です。

ふれあい通り
会津喜多方商工会議所
☎0241-24-3131
磐越自動車道 会津若松ＩＣから車で約25分、
JR磐越西線 喜多方駅から徒歩約15分

1月13日
（土）

登閣された方先着5,000名様に、福
をめしとる「縁起めしべら」を進呈し
ます。朝の登閣では、天守閣5層から
会津の城下町の眺望が楽しめます。

若者たちがバケツで激しく水
をかけ合い、五穀豊穣・無病
息災・子孫繁栄を祈願します。
約500年 前から続くと言わ
れる
「みそぎ」の行事です。

郡山スケート場
磐梯熱海温泉つるりんこ祭実行委員会
（磐梯熱海温泉観光協会）☎024-984-2625
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約15分

４スキー場オープン

会津若松市

西方水かけまつり

氷上綱引きやスケート教室など、
親子で楽しめるイベントです。
名物のつるりんこ鍋は、心も体
もホッカホカにしてくれます。

12月下旬〜3月末

1月1日
（祝）

喜多方市

3月17日
（土）
〜18日
（日）

第21回会津山都寒晒しそばまつり

湯野上温泉駅
湯野上温泉観光協会 ☎0241-68-2818
東北自動車道 白河ICから車で約50分、
会津鉄道 湯野上温泉駅下車

ナイトスノーシュー

道の駅からむし織の里しょうわ
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、
JR只見線 会津川口駅からバス約４0分

あぶくま洞滝根御殿コンサート

あぶくま洞
あぶくま洞管理事務所 ☎0247-78-2125
磐越自動車道 小野ICから車で約15分、
JR磐越東線 神俣駅からタクシーで約5分

19

12月31日
（日）
〜1月1日
（祝）

E-3

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

B-4

E-4

湯野上温泉火祭り
MAP

高柴デコ屋敷で作られたダルマや張子人
形など、新年の福を買い求める人で賑わい
ます。ひょっとこ踊りなども披露されます。

MAP

MAP

中心市街地
須賀川商工会議所 ☎0248-76-2124
東北自動車道 須賀川ＩＣから車で約10分、
JR東北本線 須賀川駅から徒歩約15分

2月24日
（土）

三春だるま市

第35回 からむし織の里雪まつり

中山花の郷公園
下郷町観光協会 ☎0241-69-1144
東北自動車道 白河ICから車で約60分、
会津鉄道 湯野上温泉駅から車で約30分

F-4

C-2

須賀川市

八槻都々古別神社
棚倉町観光協会 ☎0247-33-7886
東北自動車道 矢吹ＩＣから車で約４0分・白河ICから車で約４5分、
JR水郡線 近津駅から徒歩約10分

三春町

2月15日
（木）
〜16日
（金）

12月2日（土）～1月27日（土）の土日を中心とした指定日

MAP

小田付地区周辺
会津喜多方商工会議所
☎0241-24-3131
磐越自動車道 会津若松ＩＣから車で約25分、
JR磐越西線 喜多方駅から徒歩約20分

B-3

中川町民グラウンド
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、
JR只見線 会津中川駅から徒歩約2分

真っ白な「雪」
・夜空の「月」
・
ろうそくの「火」が、幻想的
な景色を作り出します。ろ
うそくへの点火には点火棒、
ライターなどを持参のうえ
ご参加いただけます。

喜多方プラザ文化センターほか
蔵のまち喜多方冬まつり実行委員会 ☎0241-24-5200
磐越自動車道 会津若松ＩＣから車で約25分、
JR磐越西線 喜多方駅から徒歩約20分

2月18日
（日）

2月16日
（金）
〜3月４日
（日）

雛の笑顔に会えるまち

小田付地区の出雲神社を中心に、
新年の縁起物などが販売されます。

ステージショー、町の特産品など
が当たる抽選会、餅まき、雪遊
びなど、イベントが盛りだくさん。
手打ちそばや甘酒、特産品など
を販売する屋台が大集合します。

なかやま雪月火

市内各地のそばどころが集結す
る「そばフェスタ」に始まり、喜
多方の酒を堪能できる「SAKE
フェスタ」、全国の名だたるラー
メンを食べ比べできる「ラーメン
フェスタ」が開かれます。

C-3

極寒の中、下帯姿の男衆が東西に
別れて長さ4m・高さ2.5m・重さ
5tの大俵を勇ましく引き合う大俵
引きや、拾うと１年間福を授かると
言われる福豆俵まきが行われます。

第40回会津かねやま雪まつり

さゆり公園
西会津町ふるさと振興推進委員会 ☎0241-45-2213
磐越自動車道 西会津ＩＣから車で約10分、
JR磐越西線 野沢駅から徒歩約30分

2月16日
（金）
〜17日
（土）

MAP

小田付初市

1日目はライブイベントや雪上
花火など、火と光と音楽の祭典
を開催。2日目は桐ゲタ飛ばし全
国大会、雪上運動会、スノーモー
ビル乗車体験などを行います。

MAP

D-2

裏磐梯サイトステーション・レンゲ沼
裏磐梯観光協会 ☎0241-32-2349
JR磐越西線 猪苗代駅から車で約30分

西会津雪国まつり

道の駅会津柳津
会津やないづ冬まつり実行委員会
（柳津町観光商工班内）☎0241-42-2114
磐越自動車道 会津坂下ICから車で約10分、
JR只見線 会津柳津駅から徒歩約20分

MAP

会津坂下町

坂下初市 奇祭 大俵引き

銀世界が広がるレンゲ沼に3千本のキャンドルが灯ります。
各種イベントが
行われ、露店も
並びます。

町民運動場
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20分、
JR只見線 会津宮下駅から徒歩約20分

2月10日
（土）
〜11日
（祝）

2月16日
（金）
〜18日
（日）

北塩原村

1月14日
（日）

第10回裏磐梯雪まつりエコナイトファンタジー

高さ20m超の巨大な火柱が燃
え上がる国指定重要無形民俗文
化財「三島のサイノカミ」が再現
されます。鳥追いやだんごさしな
どの伝統行事も体験できます。

雪祭り情報

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。

四季の里管理事務所 ☎024-593-0101
陣屋通りイルミネーション事業委員会
（保原町商工会内）☎024-575-2284

12月10日～1月31日 広瀬大通り

実行委員会事務局（港屋漢方堂）☎024-577-0251

二本松市 道の駅安達上り線イルミネーション

11月下旬～2月14日 道の駅安達上り線

道の駅安達上り線 ☎0243-61-3100

桑 折 町 JR桑折駅前イルミネーション Ⓒ

12月3日～1月28日

桑折駅前

追分まちづくり協議会 ☎024-582-3379

国 見 町 明日へ。復興・きずなイルミネーション

1月5日まで ※

道の駅国見あつかしの郷

明日へ。復興・きずなイルミネーション実行委員会 ☎024-585-2238

郡 山 市 ビッグツリーページェントフェスタ in KORIYAMA

2月14日まで

郡山駅西口駅前広場

ビッグツリーページェントフェスタ IN KORIYAMA 実行委員会（郡山商工会議所）☎024-921-2610

1月8日まで

鏡 石 町 田んぼアートLEDイルミネーション～きらきらアート～

★

鏡石町図書館4階展望室

かがみいし田んぼアート実行委員会 ☎0248-62-2118

「緋桜物語」 12月2日～2月28日
田 村 市 あぶくま洞 洞内イルミネーション

あぶくま洞内

あぶくま洞管理事務所 ☎0247-78-2125

小 野 町 小野町イルミネーション

12月1日～1月3日

リカちゃん通り、リカちゃんキャッスル、ふるさと文化館 小野町観光協会 ☎0247-72-6938

三 春 町 冬の街なかイルミネーション

12月上旬～28日

おまつり道路

白 河 市 みんなのヒカリ2017 〜駅前イルミネーション〜

12月1日～1月31日

白河駅前

白河市中心市街地活性化協議会 ☎0248-23-3101

1月31日まで

道の駅はなわ天領の郷

ふくしま県南観光推進協議会 ☎0248-22-1111

1月8日まで

小高区内

塙

町 イルミネーション～華の宮殿～ Ⓓ

南相馬市 あかりのファンタジーイルミネーション IN おだか

楢 葉 町 ウィンターイルミネーション in ならは
川 内 村 光のフォレストファンタジー
いわき市 いわき光のさくらまつり Ⓔ

★
★

※あつかし山ビッグツリーは12月23日～1月5日

★

みはるイルミネーション事業実行委員会事務局 ☎0247-62-8125

小高観光協会 ☎0244-44-6014

12月16日〜1月21日 天神岬スポーツ公園

楢葉町新産業創造室 ☎0240-23-6105

12月３日～1月17日

かわうちの湯

川内村産業振興課 ☎0240-38-2112

12月2日～1月8日

いわき駅前大通り

いわき青年会議所 ☎0246-24-0780
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