イベントガイド
7月10日(水)応募〆切

三島町

第9回『撮』
っておきの
みしま町フォトコンテスト

MAP

B-3

10月上旬まで

7月13日(土)～15日(祝)、8月10日(土)〜15日(木) 喜多方市

MAP

C-2

鏡石町

7月14日(日)

MAP

E-4

様々な色の稲を作付けし、描かれる田んぼアート。多くの有名
アニメの作画を担当したアニメイラストレーター・湖川友謙氏
にデザインを依頼し、「眠れる森の美女」を描きます。
鏡石町図書館4階展望台から観賞可
かがみいし田んぼアート実行委員会（鏡石町 産業課）
☎0248-62-2118
東北自動車道 鏡石スマートICから車で約5分、
JR東北本線 鏡石駅から徒歩約1分

会津若松市

標葉郷野馬追祭

MAP

C-3

夏のテーマ食材は「会津トマト」。会津若松市の飲食店・宿泊施
設・直売所などで、旬の会津トマトを使った様々なメニューが味
わえるほか、購入もできます。
市内各参加店
あいづ食の陣実行委員会事務局（会津若松市 農政課内）
☎0242-39-1253
会津若松市まで：磐越自動車道 会津若松IC利用、
JR磐越西線 会津若松駅下車

下郷町

MAP

C-5

MAP

C-4

大内宿半夏まつり

8月1日(木)〜3日(土)

只見町

MAP

B-4

ねっか祭り2019

専用酵母3種類で試験醸造した只
見産の米焼酎「ねっか」をみんなで
試飲し、
優劣を決める予約制イベント
（会費5,000円）
を開催！

7月5日(金)～7日(日)

磐梯町

MAP

D-3

月待ちの灯り

「会津仏教文化発祥の地」と
いわれる史跡慧日寺跡金堂
などを、19:00 ～ 20:30
の時間帯に約千個の灯籠が
照らし出します。

郡山市

MAP

MAP

ゲレンデ逆走マラソン2019

スキー場を駆け上がるユニークなマ
ラソン大会です。日程ごとにレースの
内容や種目、景品などが異なります。
詳しくはWebサイトへ！
http://www.gambaruzo.jp/marathon2019/

郡山市

MAP

D-3

会津美里町

伊佐須美神社 御田植祭

日本三田植えのひとつで、今年3月、
国重要無形民俗文化財に指定され
ました。獅子追い、田植人形（デコサ
マ）、催馬楽（田植歌）
など、古式ゆか
しい貴重な神事を体験できます。
伊佐須美神社～御田神社周辺
伊佐須美神社 ☎0242-54-5050
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

E-4

真夏の夜の鼓動

MAP

C-3

7月27日(土)〜28日(日)

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
くぶつかり合う姿が見どころ
です。
諏訪神社
諏訪神社社務所 ☎024-582-2528
東北自動車道 国見ICから車で約10分、
JR東北本線 桑折駅から徒歩約20分

E-6

MAP

富岡町

G-4

福島市

猪苗代町

8月25日(日)

MAP

D-3

喜多方市

C-2

E-2

檜枝岐村

MAP

三ノ倉スキー場
喜多方市 熱塩加納総合支所 産業建設課 ☎0241-36-2115
会津縦貫北道路 喜多方ICから車で約30分、
JR磐越西線 喜多方駅から車で約40分

浪江町

MAP

10日の夏まつりではみんな
で踊る盆踊りと花火の打ち
上げ、11日のイベントでは
音楽ライブや有名タレントに
よるステージショーを開催！
両日とも浪江町内店舗によ
る屋台村が登場します。

E-1

会津坂下町

郡山市

喜多方市

F-1

MAP

D-4

MAP

C-2

冬の雪を利用する冷蔵庫「雪室」で熟成させた、甘くてコシの
ある山都そばが味わえます。

G-5

国宝・白水阿弥陀堂を模して
造られた回転する櫓の上や、
その周囲で、踊りの輪が幾重
にも広がるスケー ルの大き
な盆踊り大会です。

MAP

E-4

矢吹町文化センター駐車場
やぶきフロンティア祭り実行委員会
（矢吹町 産業振興課）☎0248-42-2115
JR東北本線 矢吹駅から車で約5分、東北自動車道 矢吹ICから
車で約10分

9月14日(土)

南相馬市

かしまみなとまつり

JR内郷駅前広場
いわき回転櫓盆踊り大会実行委員会事務局 ☎0246-26-1256
常磐自動車道 いわき中央ICから車で約15分、
JR常磐線 内郷駅下車

C-3

MAP

C-3

MAP

G-2

浜通り沿岸で水揚げされる水産物「常磐もの」の販売や、漁船
乗船体験、魚のつかみどり、乗馬体験などを実施します。
真野川漁港
かしまみなとまつり実行委員会 ☎0244-46-2110
ＪＲ常磐線 鹿島駅から車で約10分

ばんげ秋まつり

14日の夜は仮装山車や太鼓台が通
りを練り歩きます。15日は仮装した
子どもたちによるパフォーマンスが
披露されます。

9月21日(土)〜23日(祝)

会津若松市

鶴ヶ城など市内一円
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 ハイカラさんで約20分

9月21日(土)～10月6日(日)

山人秋まつり

MAP

檜枝岐村 A-5･6

猟や木工品作りなど山で働く男た
ちが食 べた檜 枝 岐 村 の 郷 土 料 理
「山人料理」で、旬の食材一品サー
ビスなどのおもてなしを行います。
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120分、
野岩鉄道 会津高原尾瀬口駅からバス約70分

9月23日(祝)

国見町

MAP

F-1

MAP

C-3

国見町義経まつり

やぶきフロンティア祭り

MAP

MAP

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、歴代領主による行列編成で
市内を練り歩きます。
●21日：提灯行列、会津磐梯山踊り
●22日：先人感謝祭、会津藩公行列、会津磐梯山踊り
●23日：日新館童子行列、鼓笛隊パレード、市制施行120周
年記念行事 日光東照宮流鏑馬会津若松特別公演

地元団体のステージパフォーマンス
が行われるほか、多数のブースが出
店します。

いわき市

会津坂下町

会津まつり

かあちゃんたちの雪室そばまつり

矢吹町

9月14日(土)〜15日(日)

12世紀に奥州合戦の最大の激
戦地となった国見町で、くにみ
(923)の日に開催される祭り。
源義経・静御前・弁慶などが練り
歩く
「義経公行列」は必見！
観月台文化センターほか
国見町 企画情報課 総合政策室 ☎024-585-2217
東北自動車道 国見ICから車で約3分、
JR東北本線 藤田駅から徒歩約5分

9月24日(火)

会津若松市

白虎隊慰霊祭

白虎隊の霊を慰めるため、毎
年4月と9月に、墓前で慰霊
祭を開催。会津高校の生徒が
白虎隊剣舞を奉納します。
飯盛山 白虎隊士墓前
会津若松市 観光課 ☎0242-39-1251
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あかべぇで約5分

A-5

豪華賞品
プレゼント!

尾瀬檜枝岐温泉スキー場
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120分、
野岩鉄道 会津高原尾瀬口駅からバス約70分

8月4日(日)

MAP

飯豊とそばの里センター前広場
喜多方市 山都総合支所 産業建設課 ☎0241-38-3831
磐越自動車道 会津坂下ICから車で約30分、
JR磐越西線 山都駅から徒歩約10分

真夏に雪と遊べる楽しいイベント。ビアガー
デンや飲食コーナーも登場します。8/3の夜
は打上花火も実施！

MAP

伊達市

ふくしまワイナリーフェス

9月8日(日)

D-4

町役場前メインストリート
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から車で約10分、
JR只見線 会津坂下駅から徒歩約3分

だてな太鼓まつり・第35回霊山太鼓まつり

9月7日(土)～8日(日)

G-3

第27回真夏の雪まつり

桑折町

F-4

ふくしま逢瀬ワイナリー
ふくしま逢瀬ワイナリーイベント実行委員会 ☎024-924-3761
会場周辺臨時駐車場からシャトルバス運行

いわき回転櫓盆踊り大会

国道13号 信夫通り周辺
実行委員会事務局（福島商工会議所内）☎024-536-5511
東北自動車道 福島飯坂ICまたは福島西ICから車で約20分、
JR東北新幹線 福島駅から徒歩約5分

MAP

逢瀬ワイナリー産をはじめとした県内産のワインや果実酒を
味わおう！ワイナリー見学やワイン講座、お子さま向けイベン
トなども実施します。

会津盆地を一望できる三ノ倉スキー
場の広大なゲレンデに、約200万本の
ひまわりが咲き誇ります。

8月13日(火)～15日(木)

田村市

伊達地域の太鼓が熱い競演を繰り
広げます。物産展や、市内の飲食
店が腕を振るう「D-1グランプリ」
も同時開催！

8月31日(土)〜9月1日(日)

MAP

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25分

保原総合公園
だてな太鼓まつり：だて青年会議所 ☎024-575-1554
霊山太鼓まつり：霊山総合支所 ☎024-586-3404
東北自動車道 福島飯坂ICから車で約30分、
阿武隈急行 大泉駅から徒歩約10分

MAP

須賀川市

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
跳びはねるハネトの踊りをぜひ
間近でご覧ください。

ふれあい通り商店街
喜多方観光物産協会 ☎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10分

8月15日(木)

9月14日(土)

長沼まつり

牧野のひまわり畑（田村市大越町牧野字戸ノ内）
牧野ひまわり会事務局 ☎0247-85-2100
磐越自動車道 田村スマートICから車で約1分、
JR磐越東線 大越駅からタクシーで約10分

浪江町役場駐車場内特設会場
浪江町 産業振興課 ☎0240-34-0247
常磐自動車道 浪江ICから車で約15分、
JR常磐線 浪江駅から徒歩約15分
MAP

C-2

地元のひまわり会が育てる約3万本のひまわりが見頃を迎え
る時期に、ひまわり畑の中で、ひまわり結婚式や約100mの流
しそうめんなどが行われます。

なみえ夏まつり・夏休み爆笑ライブ in なみえ

MAP

MAP

牧野のひまわりフェスティバル

スローライフと大人の文化祭をコンセプト
にした音楽＆アートフェスティバル。様々な
アーティストが集い、展示やステージイベン
トを行います。チケット購入が必要です。

8月10日(土)・11日(祝)予定

富岡第一小学校校庭
富岡町 産業振興課 ☎0240-22-2111
常磐自動車道 常磐富岡ICから車で約15分、
JR常磐線 富岡駅から車で約5分

8月3日(土)～4日(日)

大池公園
真夏の夜の鼓動実行委員会
（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 矢吹駅から車で約5分

諏訪神社例大祭

塙町

長さ12m・重さ2ｔの日本一の大わ
らじが大通りを練り歩きます。わら
じおどりは、音楽や踊り、衣装などを
リニューアル！新たに取り入れた太
鼓隊の演奏に合わせて踊ります。
MAP

G-5

三ノ倉高原ひまわりフェスタ

第50回福島わらじまつり

矢吹町

MAP

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にぎわいます。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。

8月9日(金)～9月8日(日)

約300種・5,000株のダリアが華麗
に咲き誇る塙町内で、ダリアをテーマ
とした様々なイベントを実施します。

8月2日(金)～4日(日)

いわき市

天神浜オートキャンプ場
GIP ☎022-222-9999
ＪＲ磐越西線 猪苗代駅から車で約10分、
磐越自動車道 猪苗代磐梯高原ＩＣから車で約5分

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。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。

屋台を楽しみながら、盆踊りや打上花火で盛り上がろう。富岡
町のキャラクター・とみっぴーも遊びにくるよ！

県内外の太鼓団体による力強い演奏
や、空手の演舞、
フラダンスなどが披露
されます。ご当地グルメを楽しめる屋
台も登場！

●7月7日(日) 雨季ウキ高地レース：箕輪スキー場
●8月3日(土) 第7回ゲレンデ逆走駅伝：沼尻スキー場
●9月14日(土) 3時間ゲレンデ耐久レース：
ファミリースノーパーク ばんだい×2
GAMBARUZO!ふくしま実行委員会 ☎0242-67-4110
磐越自動車道 猪苗代磐梯高原ICから車で約10～30分、
JR磐越西線 猪苗代駅から車で約10～30分

郡山うねめまつり

8月2日(金)

舘浜（郡山市湖南町）
郡山湖南まつり実行委員会
☎024-983-2117
東北自動車道 郡山中央スマートICから車で約30分、
JR東北新幹線 郡山駅から車で約50分

7月27日(土)

E-4

MAP

富岡夏祭り2019

開成山公園 自由広場
郡山商工会議所 ☎024-921-2610
JR東北新幹線 郡山駅からバス約10分

タライ舟体験などが行われるほ
か、夜は県内で2番目に早い花
火大会を開催。ビアガーデンも
登場します。

7月7日(日)、8月3日(土)、9月14日(土) 猪苗代町 D-2･3

郡山市

喜多方市

会津磐梯山庄助おどり、子ども
まつり囃子、会津喜多方蔵太鼓、
太鼓台の競演などが、盛大に行
われます。

いわき七夕まつり・いわきおどり

8月9日(金)〜11日(祝)

8月14日(水)～15日(木)

※写真・イラストはすべてイメージです。

蔵のまち喜多方夏まつり

オハラ☆ブレイク’
19夏

湯遊ランドはなわダリア園、塙町内
塙町観光協会 ☎0247-43-3400
東北自動車道 白河ICから車で約70分、常磐自動車道
那珂ICから車で約80分、いわき勿来ICから車で約60分

猪苗代湖 湖まつり

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

E-2

MAP

はなわのダリアまつり

E-4

C-3

JRいわき駅前、平商店街
いわき七夕まつり実行委員会 ☎0246-25-9152
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3分

8月1日(木)～10月31日(木)

ドイツのオクトーバーフェスト
の郡山版。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！

7月27日(土)

二本松市

郡山駅前周辺ほか
郡山商工会議所 ☎024-921-2610
東北自動車道 郡山中央スマートICから車で約10分、
JR東北新幹線 郡山駅下車

季の郷 湯ら里
合同会社ねっか ☎0241-72-8872
磐越自動車道 会津坂下ICから車で約100分、東北自動車道
西那須野塩原ICから車で約120分、JR只見線 只見駅から
車で約25分

MAP

400年の歴史を持つ伝統のせと市。会津
本郷焼の窯元を中心とした様々な露店が、
朝４時から軒を連ねます。掘り出し物を狙
うなら早い時間がおすすめです。

8月6日(火)〜8日(木)

あだたら高原スキー場
富士急安達太良観光 ☎0243-24-2141
東北自動車道 二本松ICからバス約30分、
JR東北本線 二本松駅から車で約20分

サマーフェスタ IN KORIYAMA ビール祭

大内宿
大内宿観光案内所 ☎0241-68-3611
東北自動車道 白河ICから車で約70分、
会津鉄道 湯野上温泉駅から車で約15分

7月27日(土)～9月16日(祝)

会津美里町

瀬戸町通り周辺
会津本郷せと市実行委員会 ☎0242-56-3007
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（無料シャトルバス運行）

スキー場の斜面に19：00 ～ 21：00
の間、天の川のイルミネーションが出
現！期間中はロープウェイの夜間運
行も実施します。

大峠から、流石山・大倉山・
三倉山・唐沢山と縦走する
上級コースです。参加者に
は記念バッジを進呈。そば
も振る舞われます。山肌に
咲くニッコウキスゲは見事！

7月24日(水)〜28日(日)

江戸時代の宿場町の街並みが残
る大内宿で、白装束の男衆や高下
駄を履いた天狗、御神輿の行列が
練り歩く伝統行事が行われます。

浪江町・南相馬市 G-2･3

あだたらイルミネーション

三倉山山開き

7月20日(土）

MAP

浪江町中央公園（標葉郷本陣）～南相馬市
標葉郷野馬追運営委員会（浪江町商工会）☎0240-35-3321
浪江町中央公園まで：常磐自動車道 浪江ICから車で約5分、
JR常磐線 浪江駅から徒歩約5分

音金登山口
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 養鱒公園駅から車で約15分

あいづ食の陣 夏

7月2日(火)

下郷町

7月27日(土)〜28日(日)

8月4日(日)

浪江町・双葉町・大熊町が属する
「標葉郷」
の騎馬武者たちが、27日に標葉郷本陣か
ら出陣します。28日は南相馬市でお行列
や神旗争奪戦を繰り広げた後、標葉に凱
旋して標葉郷神旗争奪戦を行います。

喜多方市山都町小舟寺
喜多方市 山都総合支所 産業建設課
☎0241-38-3831
磐越自動車道 会津坂下ICから車で約30分、
JR磐越西線 山都駅から徒歩約15分

2019かがみいし田んぼアート
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会津本郷せと市

一ノ戸川橋梁ライトアップ

三島町交流センター山びこ
三島町交流センター山びこ ☎0241-52-2165
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

7月12日(金)

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。

完成当時、東洋一の規模を誇った一ノ戸
川橋梁を、青・緑・黄の3色の光でライト
アップ！優美な橋と列車の写真を撮りに、
多くのカメラ愛好家が訪れます。

三島町に関する応募作品を展示し、来場
者による投票で特別賞を決めるフォトコン
テストです。ぜひ投票にお越しください！
●応募〆切：7月10日(水)必着
●展示・投票：7月27日(土)スタート

7月1日(月)〜9月30日(月)

July / August / September

MAP

ばんげ夏まつり

C-3

メインストリートを歩行者天国にし、
坂下小町披露式や安兵衛
太鼓の演奏などを開催！夜は流し踊りと打上花火で盛り上が
ります。

1等
1名様

3

等
15名様

2等
2名様

4

等
320名様

町役場前
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から車で約10分、
JR只見線 会津坂下駅から徒歩約3分
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