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

3月31日(日)

いわき万本桜 春祭2019

いわき市

MAP

G-5

献上桃の郷BBQフェス2019

世界的な現代美術家・蔡
國強氏といわき万本桜プ
ロジェクトによる共同の
もとオープンした森の中
の美術館でライブやグル
メを楽しもう！高台には、
シンボルであるツリーブ
ランコがあります。

石川町

MAP

E-5

いしかわ桜谷

4月1日(月)〜6月30日(日)        会津若松市

MAP

C-3

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
JR磐越西線 会津若松駅下車

4月3日(水)

玉川村

MAP

E-4

南須釜の念仏踊り

三島町

MAP

B-3

飯坂温泉 おと酔いウォーク2019

福島市

MAP

E-1

飯坂温泉街にある6会場を自由に行き来しながら、約30組
のアーティストのライブを堪能しよう。前売券4,500円、当
日券5,000円、旅館の温泉入浴券2枚付き！
受付：福島交通飯坂線 飯坂温泉駅
飯坂温泉おと酔いウォーク実行委員会（U-ONE MUSIC）
☎024-597-7202
福島交通飯坂線 飯坂温泉駅から徒歩圏内

いわき市

MAP

G-6

鹿島ショッピングセンター
エブリアそばを流れる矢田
川沿いの桜並木を約100
個の提灯で彩り、ステージ
イベントやお楽しみ抽選会
を開催します。

MAP

G-1

国見町

小野町

MAP

F-4

E-1

観月台公園 桜まつり
観月台公園は、池の周りに約100本の桜が植えられた町
民憩いの場。桜まつりでは、夜のライトアップも行います。
観月台公園
国見町 まちづくり交流課 ☎024-585-2238
JR東北本線 藤田駅から徒歩約5分

郡山市

蔵・感謝祭

酒蔵の蔵人たちがお客さまへ
の感謝を込めて感謝祭を開催。
新酒のしぼりたてや利き酒が
楽しめるほか、ワークショップ
やオーガニック系の出店も多
数あります。
仁井田本家
仁井田本家 ☎024-955-2222
JR東北新幹線・東北本線 郡山駅からバス約30分

MAP

E-4

MAP

E-2

4月27日(土)〜28(日)

下郷町

MAP

C-4

湯川村

MAP

C-3

徳一上人によって開かれ、国宝･木造薬師如来坐像や両脇侍
像などが安置されている、
東北を代表する古刹・勝常寺。春に
は美しい桜が咲き、念仏踊りが奉納されます。

会津坂下町

MAP

C-3

旧越後街道として多くの人が行き来した束松峠を登り、頂上
で吟詠会による秋月悌次郎「北越潜行の詩」の朗読を聴きま
す。希望者には昼食
（2,000円）
をご用意します。

南会津町

MAP

C-4

第8回南山の桜と歴史めぐりウォーク2019

本宮市

E-3

4/20(土)～5/6(振休)の指定日など 会津若松市

塙町

MAP

E-6

はなわのつつじまつり

白沢公民館周辺
本宮市観光物産協会 ☎0243-24-5382
JR東北本線 本宮駅から車で約20分
MAP

會津十楽 春の陣2019

蒲生氏郷公時代の市「十楽」
を再現！当時の茶の湯・南蛮
文化をはじめ、食や伝統工芸
なども楽しめる物産イベント
です。4/20(土) ～ 21(日)、
4/27(土) ～ 5/6(振 休)の
ほか、桜開花時期に合わせた
6日間の特別開催も予定。
鶴ヶ城公園
サムライシティプロジェクト実行委員会事務局
（会津NPOセンター）☎0242-39-6539
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

C-3

F-5

会津美里町

大玉村

MAP

E-3

八木沢の菜の花まつり
約4ｈａの 菜 の 花 畑が一 面 黄 色
に染まる中、菜種 油や加工した
お菓子などを販 売します。菜 の
花 畑 の 中に作られた菜 の 花 迷
路は子どもたちに大 人 気！高台
にある菜 の 花 畑からは残 雪 の
磐梯山を望むことができます。
八木沢公園
会津美里町観光協会 ☎0242-56-4882
JR只見線 会津高田駅から車で約10分

C-3

E-4

例年約300人の一般参加者ととも
に、かがみいし田んぼアートの田植
えを実施。作業後は、
田んぼアート米
で作った特製おにぎりと地元食材を
使った豚汁をいただきます。

5月31日(金)〜6月2日(日)

MAP

D-3

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。日程ごと
に、レースの内容や
種目、景品などが異
なります。くわしくは
Webサイトへ！
http://www.gambaruzo.jp/marathon2019/
●5月6日(振休) 残雪&猪苗代湖一望レース
●6月1日(土) リステルレース前夜祭&50回記念パーティー
●6月2日(日) モーグルアタックレース
●5月6日(振休)：猪苗代リゾートスキー場
●6月1日(土)：ホテルリステル猪苗代
●6月2日(日)：リステルスキーファンタジア
GAMBARUZO!ふくしま実行委員会 ☎0242-67-4110
JR磐越西線 猪苗代駅から車で約10～30分

5月上旬予定

伊達市

MAP

F-2

霊山登山口駐車場
伊達市 商工観光課 ☎024-573-5632
阿武隈急行 保原駅から車で約40分

福島市

MAP

E-2

4月27日㈯ 須刈岳（西会津町）
西会津町 商工観光課 ☎0241-45-2213

4月28日㈰予定 黒森山（喜多方市）
喜多方市 山都総合支所 産業課
☎0241-38-3831

4月29日㈷ 宇津峰山（郡山市・須賀川市）

平田村 産業課 ☎0247-55-3557

白河市 大信庁舎 事業課 ☎0248-46-3973

4月29日㈷ 鎌倉岳（田村市）

A-5

田村市 常葉行政局 産業建設課
☎0247-77-2371

霊山（伊達市）

伊達市 商工観光課 ☎024-573-5632

5月上旬

高陽山（西会津町）

西会津町 商工観光課 ☎0241-45-2213

喜多方市

喜多方酒蔵探訪のんびりウォーク
お猪口を片手に市内の蔵元をのんびり
と巡ろう！各酒蔵では御酒飲帳に印を
押したり飲み比べが楽しめたりするほか、
「ちょっ蔵ポイント」ではおつまみをご用
意しています。

5月19日㈰ 半田山（桑折町）
桑折町 産業振興課 ☎024-582-2126
C-2

MAP

C-2

MAP

A-4

5月19日㈰ 片曽根山（田村市）
田村市 観光交流課 ☎0247-81-2136

5月25日㈯ 御前ヶ岳（昭和村）
昭和村観光協会 ☎0241-57-3700

D-3

6月16日(日)

只見町

予定日・場所・標高・難易度など
5月26日㈰ 高柴山（田村市・小野町）

402m

初級

5月26日㈰ 小野岳（下郷町）

438m

初級

5月26日㈰ 一盃山（郡山市）

917m

初級

田村市 観光交流課
小野町観光協会

郡山市 田村公民館 ☎024-955-3842

5月下旬

初級

976m

初級

967m

初級

志津倉山（三島町）

三島町観光協会 ☎0241-48-5000

明神ヶ岳（会津美里町）

会津美里町 教育文化課 ☎0242-55-0344

6月2日㈰

初〜上級

矢大臣山（小野町）

小野町観光協会 ☎0247-72-6938

6月2日㈰

1126m 中級

鏡山（西会津町）

西会津町 商工観光課 ☎0241-45-2213

6月2日㈰

825m 初・中級

二岐山（天栄村）

天栄村 産業課 ☎0248-82-2117

6月1日㈯
952m

☎0247-81-2136
☎0247-72-6938

下郷町観光協会 ☎0241-69-1144

5月下旬
676m 初･中級

本名御神楽岳（金山町）

金山町 復興観光課 ☎0241-54-5327

863m

初級

初級

1234m 中級

1816m

中級

初級

1383m 中級
856m

初級

1544m 中級
1339m 中級
965m

初級

1234m 中級
1074m 中級
1266m 上級

二本松市 岩代支所 地域振興課
1057m
☎0243-65-2803
※浪江町・葛尾村の登山口からは入山できません。

6月9日㈰

雄国山（北塩原村）

6月16日㈰ 厩嶽山（磐梯町）
磐梯町 商工観光課 ☎0242-74-1214

719m

884m

6月2日㈰ 日山（二本松市・田村市・川俣町・浪江町・葛尾村）

北塩原村 商工観光課 ☎0241-32-2511

5月26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

新島八重も通った会津米沢街
道を歩くコースや、柏木城跡
周辺を中心に散策するコース
を設けたウォーキングイベント。
ゴール後は、豪華景品が当た
る抽選会や、豚汁の無料振る
舞いなど特典あり！

初級

安達太良連盟事務局 ☎0243-55-5122

MAP

北塩原村

会津米沢街道歴史ウオーク

580m

5月19日㈰ 安達太良山（二本松市など）
1700m

檜枝岐の舞台
尾瀬檜枝岐・山旅案内所 ☎0241-75-2432
野岩鉄道 会津高原尾瀬口駅からバス約70分

6月15日(土)

JR只見駅前広場
只見町商工会 ☎0241-82-2380
JR只見線 只見駅から徒歩約1分

会津坂下町 教育課 ☎0242-83-3010

4月29日㈷ 権太倉山（白河市）

MAP

C-3

2月の「只見ふるさとの雪
まつり」で大雪像などに使
われた大量の雪を利用して、
約3か月間貯蔵された米や
酒、味噌などの振る舞いや
販売を行うほか、楽しいイ
ベントも実施します。

4月21日㈰ 高寺山（会津坂下町）

5月3日㈷

MAP

雪むろまつり

山開き情報

4月29日㈷ 蓬田岳（平田村）

檜枝岐村

MAP

天神浜オートキャンプ場
詳細はWebサイトをご覧ください。
http://www.gooutcamp.jp/inawashiro/
JR磐越西線 猪苗代駅から車で約10分

郡山市 田村公民館 ☎024-955-3842

福島市松川町水原
水原の自然を守る会 ☎024-567-4180
JR東北本線 松川駅からバス約35分、さらに徒歩40分

柳津町

北塩原村活性化センター
北塩原村教育委員会 公民館班 ☎0241-23-5236
JR磐越西線 喜多方駅から車で約25分

アウトドア専門誌「GO OUT」主
催のキャンプイベント。猪苗代
湖畔ならではのアクティビティ
や、アパレルブランドなどの出店
ブースも充実しており、大人から
子どもまで楽しめます。

喜多方市 高郷総合支所 産業課
☎0241-44-2114

新日本百名山の1つ・霊山にて新緑登山が行われ、参加者に
先着で記念品がプレゼントされるほか、地元のうまいものを
集めた物産展も開かれます。

5月上旬～下旬予定

猪苗代町

4月14日㈰ 鳥屋山（喜多方市）

霊山新緑まつり

スタート/ゴール：JR喜多方駅前広場
会津喜多方商工会議所 ☎0241-24-3131
JR磐越西線 喜多方駅から徒歩すぐ

MAP

鏡石町図書館北側の水田
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
JR東北本線 鏡石駅から徒歩約1分

5月6日(振休)･6月1日(土)〜2日(日) 猪苗代町

5月25日(土)

鏡石町

GO OUT CAMP 猪苗代 Vol.6

6月1日(土)

うつくしま・みずウオーク2019
赤べこの里やないづ大会

スタート/ゴール：道の駅会津柳津
柳津町 地域振興課 ☎0241-42-2114
JR只見線 会津柳津駅から徒歩約20分

2019かがみいし田んぼアート 豊作祈願！田植え祭り

江戸時代より、親から子、子
から孫へと代々受け継がれ
ている檜枝岐歌舞伎。役者
から裏方まですべて村民が
行います。

MAP

E-3

深緑の只見川沿いを中心に雄大
な景色が堪能できるコースを歩き
ます。柳津名物のあわまんじゅうを
食べながら、自分のペースで歩き
ましょう。

5月26日(日)

愛宕神祭礼奉納歌舞伎

風呂山公園
塙町観光協会 ☎0247-43-3400
JR水郡線 磐城塙駅から徒歩約15分

MAP

高柴デコ屋敷
高柴デコ屋敷観光協会（おいち茶屋内）☎080-2817-1505
JR磐越東線 三春駅から車で約10分

越代のサクラ公園
古殿町 産業振興課 ☎0247-53-4620
JR水郡線 磐城石川駅から車で約40分

5月12日(日)

約100年前に町民によって植え
られた山つつじが、風呂山の中腹
を真っ赤に染め上げます。つつじ
の開花にあわせて露店の出店な
どさまざまなイベントを開催！山
頂からの眺望は絶景です。

4月下旬～5月上旬

MAP

全国的にも珍しい幻想的
な花・クマガイソウの群生
地がある水原地区で、地
元の人々が大切に守り続
けてきたクマガイソウを、
見頃の時期に一般公開し
ます。まつり期間中のみ
鑑賞可能です。

スタート：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

4月下旬～5月上旬

古殿町

第16回クマガイソウの里まつり

田島地域で開催される桜
ウォークは各地域のおも
てなしが自慢！郷土料理
や桜のほか、南会津町の
歴史を堪能できます。
MAP

松川浦近郊
相馬市観光協会 ☎0244-35-3300
JR常磐線 相馬駅から車で約15分

遠藤ヶ滝不動尊
大玉村観光協会 ☎0243-24-8096
JR東北本線 本宮駅から車で約20分

戸赤のやまざくらまつり

郡山市

江戸時代から伝統工芸を継承す
る4軒の工房が、手づくりで温か
みのある張子人形を作る工人の
里「高柴デコ屋敷」で、西田こま
ち太鼓、高柴七福神踊り、ひょっ
とこ踊りなどが披露されます。お
楽しみ抽選会なども開催！

千 体不動祈願、住職による護 摩
祈祷のほか、安達太良太鼓が奉
納されます。

四季の里
川俣シャモまつり実行委員会 ☎024-566-2111
JR東北新幹線・東北本線 福島駅からバス約30分

5月26日(日)

景勝地「松川浦」の各店舗が、旬の食材を活かした「復興チャ
レンジグルメ」を考案！相馬産の海産物を楽しもう。

遠藤ヶ滝不動尊春季例大祭

4月29日(祝)

夏井地区
小野町観光協会 ☎0247-72-6938
JR磐越東線 夏井駅から徒歩約5分

G-1･2

高柴デコ祭り

5月4日(祝)～6日(振休)

川俣町の特産品「川俣シャモ」を、
福島市 四季の里で存分に味わ
おう！焼き鳥・親子丼・ラーメンな
どの屋台が登場します。

スタート：高寺コミュニティセンター
会津坂下町 商工観光班 ☎0242-83-5711（要事前予約）
JR只見線 会津坂下駅から無料送迎バス運行

夏 井 川 の 両 岸5kmに、
約 千 本 のソメイヨシノ
が咲き誇る中、鯉のぼ
りが 掲 揚され、たくさ
んの露店が登場します。
夜 はライトアップ で 幻
想的に浮かび上がる桜
も楽しめます。

さまざまな露店が登場し、豪華ゲスト
を招いてのステージイベントを開催。
夜はフィナーレとして春の夜空に咲き
誇る大迫力の「夜ざくら花火」を楽しみ
ましょう！
MAP

福島市

川俣シャモまつりｉｎ 四季の里

4月29日(祝)

MAP

樹齢400年・樹高20m・幹周り約7m
の巨大なヤマザクラが、4月下旬～ 5
月上旬と福島県内でも遅い時期に開
花します。開花時期にはイベント盛りだ
くさんの祭りを開催します。

勝常寺
勝常寺 ☎0241-27-4566
JR磐越西線 塩川駅から車で約10分

本宮市春まつり

いわき市鹿島町米田日渡5
かしまふれ愛さくら祭り実行委員会 ☎0246-29-2250
JR常磐線 湯本駅から車で約10分

4月27日(土)〜28日(日)

第2回会津ばんげまち歩き

相馬市

5月3日(祝)

勝常念仏踊り
新地町

4月下旬〜6月30日(日)

松川浦復興チャレンジグルメ

越代のサクラ祭り

4月28日(日)

夏井千本桜まつり

4月20日(土)

G-2

下郷町戸赤字林下
戸赤やまざくら事務局 ☎0241-67-2020
会津鉄道 会津下郷駅から車で約20分

新地城跡チューリップ祭り

4月中旬〜下旬

MAP

戸赤集落の人々が明治時代から守ってきたやまざくらが、山
の麓一面を淡紅色に彩ります。遊歩道や東屋もあり、ゆっく
りと花見を楽しむことができます。

新地城跡
新地町観光協会 ☎0244-62-2112
JR常磐線 新地駅から車で約5分

東福寺
玉川村 産業振興課 ☎0247-57-4629
JR水郡線 泉郷駅から車で約15分
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E-5

約40品種・4万本もの色鮮やかな
チューリップが新地 城 跡に咲き誇
ります。チューリップの販売も行い
ます。

毎年4月3日に南須釜地区で行われ
る伝統行事。少女たちが振袖姿に花
笠を被り、艶やかに踊ります。

4月14日(日)

泉崎村

MAP

大林ふるさとの山
三島町観光協会 ☎0241-48-5000
JR只見線 会津西方駅から車で約10分

4月中旬～下旬

南相馬市

雲雀ヶ原祭場地
相馬野馬追執行委員会事務局 ☎0244-22-3064
JR常磐線 原ノ町駅から車で約10分

スタート：泉崎ソフト球場
泉崎村 事業課 ☎0248-53-2430
JR東北本線 泉崎駅から徒歩約20分

4月中旬

4月21日(日)

相馬野馬追の甲冑騎馬武
者から一転し、ジョッキー
スタイルで迫力あるレー
スを繰り広げます。ポニー
乗馬やちびっこ神旗争奪
戦なども開催！

約8haにわたって群生するカタクリが
3月下旬から咲き始め、少し遅れて数
百本のオオヤマザクラが開花します。
年によっては、薄紫色の絨毯と、薄紅色
の天井の中を散策できます。

春のテーマ食材は「会津アス
パラガス」。会津若松市内の飲
食店・宿泊施設・直売所などで、
旬の会津アスパラガスを使っ
たさまざまなメニューを味わ
えるほか、購入もできます。

4月上旬

4月中旬

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。

相馬野馬追振興春季競馬大会

カタクリ・さくらまつり

あいづ食の陣 春

第10回かしまふれ愛さくら祭り

F-1

「昌建寺のしだれ桜」など、泉崎村の桜を堪能できる全長約
8kmのウォーキングイベント。豚汁や甘酒の無料配布、
お楽
しみ抽選会も実施します。参加費は高校生以上500円。

あさひ公園周辺
石川町観光物産協会 ☎0247-26-9113
JR水郡線 磐城石川駅から徒歩約10分

4月7日(日)

MAP

桃の郷ポケットパーク
桑折町 産業振興課 ☎024-582-2126
JR東北本線 桑折駅・臨時駐車場（イコーゼ!）からシャトルバス運行

第16回いずみざき桜ウォーク

石川町は「2,000本の桜並木」をは
じめ、古くからそびえる一本桜など、
見応えある春の風景が魅力。４月は
毎日ライトアップを実施します。

4月6日(土)

桑折町

桃の花が一面に広がるこお
り桃源郷で、おいしいお肉
を食べながら、幸せなひと
ときを過ごそう！町の特産
品やご当地グルメが楽しめ
るうまいもの屋台も多数出
店予定です。参加には事前
にチケットの購入が必要で
す。詳しくは桑折町HPをご
覧ください。

いわき回廊美術館
いわき万本桜プロジェクト事務局 ☎0246-88-8970
JR常磐線 草野駅から徒歩約30分

4月1日(月)～30日(休)

4月14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。

7月上旬

飯豊山（喜多方市）

喜多方市 山都総合支所 産業課
☎0241-38-3831

7月14日㈰ 冨士山（西会津町）
西会津町 商工観光課 ☎0241-45-2213

7月14日㈰ 三倉山（下郷町）
下郷町観光協会 ☎0241-69-1144

初級

1271m 初級
1261m 中級

2105m 上級

508m

初級

1888m 上級

※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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