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。

イベントガイド Fukushima Event Guide

December / January / February / March

12月

1月7日(月)

December

12月1日(土)〜24日(振休)の土・日・祝日 田村市

MAP

F-４

あぶくま洞
滝根御殿コンサート

洞内気温約15℃のあたた
かな空間に、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。土
曜・日曜を中心とした指定日
に開催します。

磐梯熱海温泉
つるりんこ祭

郡山市

MAP

E-3

B-4
B-5

浅川町

E-5

除夜の花火

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。

January

三春町

MAP

E-3

西方水かけまつり

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。

1年の海上安全と豊漁を
祈願し、漁船が大漁旗を掲
げて出港します。
請戸漁港
相馬双葉漁業協同組合
（請戸地区担当） ☎0244-38-8301
常磐自動車道 浪江ICから車で約20分、
JR常磐線 浪江駅から車で約15分

19

MAP

F-3

猪苗代町

MAP

D-3

相馬市

MAP

G-2

会津坂下町

MAP

C-3

浪江町

MAP

G-3

道の駅会津柳津
会津やないづ冬まつり実行委員会（柳津町地域振興課内）
☎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

2月2日(土)〜10日(日)

第19回蔵のまち
喜多方冬まつり

2月9日(土)〜10日(日)

第47回只見
ふるさとの雪まつり

喜多方市

とんや祭
やまきや大お茶会／やまきや大笑い

１月の「やまきや大お茶
会」では、どなたでも参加
できる大規模なお茶会を
開催。３月の「やまきや大
笑い」では、お笑い芸人
を中心に、来訪者に笑顔
を届けます。

とんやの郷
とんやの郷 ☎024-563-2021
東北自動車道 二本松ICまたは常磐自動車道
浪江ICから車で約40分

MAP

MAP

C-2

只見町

MAP

A-4

MAP

B-3

2月25日(月)

会津美里町

MAP

C-3

文殊大祭

山都体育館
喜多方市山都総合支所産業課 ☎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

3月16日(土)〜17日(日)

イルミネー ション 情 報

3月21日
（祝）

イベント名

点灯期間

Ⓐ 12月1日～2日
12月23日～25日

場所

JR磐越西線 一ノ戸川橋梁
日中線記念館

11月23日～１月15日頃 横町門前町通り周辺

Ⓓ

Ⓔ

MAP

B-3

Ⓕ

MAP

D-3

Ⓖ

Ⓙ

Ⓗ

Ⓚ

Ⓘ
問い合わせ先

喜多方市山都総合支所産業課 ☎0241-38-3831
喜多方市熱塩加納総合支所産業課 ☎0241-36-2115
高田インフォメーションセンター ☎0242-54-2333

只 見 町 只見ふるさとの雪まつり前夜祭

Ⓑ 2月8日

JR只見駅前広場

只見町観光商工課 ☎0241-82-5240

福 島 市 光のしずくイルミネーション

Ⓒ 12月7日～1月31日

パセオ通りとその周辺

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

Ⓓ 12月14日～1月14日 あづま総合運動公園
1月12日～2月11日

伊 達 市 陣屋通りイルミネーション

四季の里

福島県都市公園・緑化協会 ☎024-593-1111
四季の里管理事務所 ☎024-593-0101

11月22日～1月31日 陣屋通り

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9日～1月31日

実行委員会事務局（栄寿し）☎024-577-1213

Ⓔ 2月14日まで

広瀬大通り
ＪＲ本宮駅前、本宮市街地

11月23日～1月4日※ 道の駅国見あつかしの郷 ほか

Ⓕ 12月2日～1月27日

郡 山 市 ビッグツリーページェント・フェスタ IN KORIYAMA Ⓖ 1月14日まで

ゴール：小名浜港アクアマリンパーク
いわきサンシャインマラソン実行委員会事務局 ☎0246-22-7607
アクアマリンパークまで：常磐自動車道 いわき湯本ICから車で
約20分、JR常磐線 泉駅からバス約15分さらに徒歩約10分

磐梯町

★は秋冬キャンペーン特別企画の対象イベントです。

桑 折 町 JR桑折駅前イルミネーション

日本陸連公認のフルマラ
ソン大会。いわき市街地か
ら沿岸部などを通るコー
スです。沿道では、工夫を
凝らした様々な応援が行
われます。

Ⓒ

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7分、
JR磐越西線 磐梯町駅から徒歩約25分

国 見 町 明日へ。復興・きずなイルミネーション

G-5
G-6

三島町

舟引き祭りは、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。舟引きの日には、
少
女達が古式の巫女舞を奉納します。

広瀬大通りイルミネーション

MAP

Ⓑ

磐梯神社の舟引き祭りと巫女舞

本 宮 市 もとみやライトファンタジア

いわき市

C-2

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

四季の里ニューイヤーイルミネーション
E-6

MAP

ヤマブドウやヒロロ、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が
展示・販売されます。伝統工芸
士による実演やヤマブドウス
トラップ作り体験も実施。

光のTREEページェント
MAP

喜多方市

第18回全国編み組工芸品展・
第38回三島町生活工芸品展

日中線記念館クリスマスライトアップ

八槻都々古別神社
棚倉町観光協会
☎0247-33-7886
東北自動車道 白河ICから車で約50分、
JR水郡線 近津駅から徒歩約10分

いわきサンシャイン
マラソン

金山町

会津美里町 横町門前町通りイルミネーション

棚倉町

三春交流館まほら
お城山まつり実行委員会 ☎0247-62-3523
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

江戸時代に将軍家に献上されて
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
うな食感が特徴の逸品です。

喜多方市 一ノ戸川橋梁ライトアップ

JR只見駅前広場
只見町観光商工課 ☎0241-82-5240
磐越自動車道 会津坂下ICから車で約90分、
JR只見線 只見駅から徒歩約1分

E-３

第22回山都寒晒しそばまつり

第41回会津
かねやま雪まつり

市町村

MAP

Ⓐ

3月16日(土)〜17日(日)

江戸時代のお雛様や、明治・
大正、現代へと至る個性的で
珍しい人形の数々を市内約
60店舗で展示します。まちを
巡って須賀川の歴史を感じま
しょう。

清龍寺文殊堂
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

雪中神輿や厄払いの儀などを実施する
ほか、両日ともフィナーレに祈願花火を
打ち上げます。

2月10日(日)

E-4

日本三大文殊の一つ「筆の文
殊」として知られる文殊堂の祭
日。合格祈願・学業成就・技芸上
達を祈る参拝者で賑わいます。

せりふの掛け合いと能狂
言風の所作で、稲作の作
業過程を演じる神楽を、豊
作を祈って奉納します。

F-2

MAP

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

御田植祭

川俣町

須賀川市

ステージショー、町の特
産品などが当たる抽選
会、雪遊びなど、
イベント
が盛りだくさん。手打ち
そばなど、町の特産品を
使った料理を販売する
屋台が大集合します。

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。
その他、耐寒かき氷早食い選
手権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10日(日)

安兵衛太鼓の演奏や福餅つき、下帯
姿の男衆による大俵引きが行われます。
拾うと1年間福を授かると言われる福
豆俵まきも開催！

1月中旬・3月中旬

C-３

喜多方プラザ文化センター東側特設テント
蔵のまち喜多方冬まつり運営委員会 ☎0241-24-5200
会津縦貫北道路 喜多方ICから車で約10分、
JR磐越西線 喜多方駅から徒歩約15分

正月のしめ飾りや古神札を焚き上げ、新年の幸福や無病息災
を祈ります。焚き上げる火で焼いた団子を食べると、1年間
健康で過ごせると言われています。

坂下初市
～奇祭 大俵引き～

MAP

三春町

三春町のご当地グルメ「三春グ
ルメンチ」をはじめ、日本全国か
ら美味しい揚げ物が集結します。

2月17日(日)

柳津町

March

全国あげもの
サミット2019

銀世界が広がるレンゲ沼に、
約3,000本のキャンドルが灯
ります。

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

喜多方市内各地のそば団体
が集結する「そばフェスタ」
に始まり、全国から名店が集
う「全国ラーメンフェスタ」が
開催されます。

町役場前
会津坂下町観光物産協会
☎0242-83-2111
磐越自動車道 新鶴スマートICまたは会津坂下ICから車で
約10分、JR只見線 会津坂下駅から徒歩約3分

塩竃神社
みはる観光協会 ☎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 郡山駅から車で約15分

出初式

田村市

どんと祭

1月14日(祝)

C-5

会津やないづ冬まつり

長友グラウンド
相馬商工会議所 ☎0244-36-3171
常磐自動車道 相馬ICから車で約5分、
JR常磐線 相馬駅から徒歩約20分

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

1月2日(水)

2月2日(土)〜3日(日)

中央通り商店街
猪苗代町商工会 ☎0242-62-2331
磐越自動車道 猪苗代磐梯高原ICから車で約10分

MAP

MAP

山王茶屋
南会津町観光物産協会 ☎0241-62-3000
会津鉄道 会津山村道場駅から徒歩約10分

1336年頃から行われている
年の初めの市。歩行者天国と
なった通りに、だるま・起上り小
法師・風車などの縁起物や焼き
そば・たこ焼きなどの露店が登
場します。

1月14日(祝)

南会津町

南会津 衣更月 雪の宴2019

十三日市

会津高原だいくらスキー場（12/22）
会津高原たかつえスキー場（12/20）
会津高原高畑スキー場（12/22）
会津高原南郷スキー場（12/22）
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20〜60分

2月2日(土)

3月

3月16日(土)〜17日
（日）

2月15日
（金）
〜3月3日(日)

和の文化に触れながら、南会津の地酒を堪能できます。

船引駅前広場
船引町観光協会 ☎0247-82-4264
磐越自動車道 船引三春ICから車で約10分、
JR磐越東線 船引駅から徒歩約1分

1月13日(日)

南会津町には、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
キー場があります。オープン予定
日は次のとおりです。

1月1日(祝)

C-3

D-2

雛の笑顔に会えるまち

2
MAP

白河だるまや三春だるまなどの露店が登場し、各種イベント
が行われます。

４スキー場オープン

1月

会津美里町

MAP

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

月 February

船引だるま市

MAP

E-3

おまつり道路
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

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

南会津町

三春町

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。

直径3m･ 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、新年の商売繁盛と豊
作を占います。

1月12日(土)

1月20日(日)

北塩原村

裏磐梯雪まつり
エコナイトファンタジー

三春だるま市

地元の伝統行事･どんと焼きの
炎が立ち上がり、うねめ太鼓の
響きが盛り上げる中、夜空に花
火が打ち上げられます。

1月12日(土)

郡山スケート場（駐車場はユラックス熱海）
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

12月31日
（月）

E-3

奇祭 高田大俵引き

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。無料で振
る舞われる名物のつるり
んこ鍋は、
心も体もホッカ
ホカにしてくれます。

12月20日
（木）
〜3月下旬

MAP

うねめの里冬花火

片平ふれあいセンター前
うねめの里冬花火実行委員会（片平町商工会）
☎024-951-2602
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30分

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

12月2日(日)

郡山市

MAP

2月15日
（金）
〜17日
（日）

※写真・イラストはすべてイメージです。

JR桑折駅前

本宮市観光物産協会 ☎0243-24-5382
明日へ。復興・きずなイルミネーション実行委員会 ☎024-585-2238
追分まちづくり協議会 ☎024-582-3379

郡山駅西口広場・東口広場（初） 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

田 村 市 あぶくま洞 冬季洞内イルミネーション ★

12月1日～2月28日

あぶくま洞

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2018

12月1日～1月14日

小野町文化公園

小野町観光協会 ☎0247-72-6938

鏡 石 町 田んぼアートイルミネーション～きらきらアート～

1月上旬まで

鏡石町図書館4階展望室⇒詳しくはP11へ かがみいし田んぼアート実行委員会 ☎0248-62-2118

三 春 町 冬の街なかイルミネーション

12月3日～28日

街なか

白 河 市 白河駅前イルミネーション

11月30日～1月31日 JR白河駅前

矢 吹 町 華の宮殿イルミネーション2018

★

Ⓗ 1月31日まで

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 1月14日まで

セデッテかしまイルミネーション
道の駅南相馬イルミネーション

小高観光協会 ☎0244-44-6014

セデッテかしま

セデッテかしま ☎0244-26-4822

12月1日～1月20日

道の駅南相馬

道の駅南相馬 ☎0244-26-5100

12月19日～1月31日

浪江町役場、まち・なみ・まるしぇ、浪江駅など 浪江町産業振興課 ☎0240-34-0247

飯 舘 村 いいたてルミナリエ★

Ⓙ 12月14日〜1月27日 いいたて村の道の駅までい館

いわき市 いわき光のさくらまつり

Ⓚ 12月1日～1月14日

よつクリスマスイルミネーションズ 2018★
※あつかし山ビッグツリーは12月23日～1月4日に点灯

ふくしま県南観光推進協議会
（白河市観光課内）☎0248-22-1111

小高区内⇒詳しくはP15へ

Ⓘ 12月1日～1月中旬

浪 江 町 なみえライトアップ大作戦

中町ポケットパーク

みはるイルミネーション事業実行委員会事務局 ☎0247-62-1122
白河市中心市街地活性化協議会 ☎0248-23-3101

12月15日～25日

いいたてルミナリエ実行委員会
（飯舘村商工会内）☎0244-26-7957

いわき駅前大通り

いわき青年会議所 ☎0246-24-0780

道の駅よつくら港など⇒詳しくはP15へ

四倉地域観光ブランディング協議会 ☎0246-32-8075
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