イベントガイド
通年開催

会津若松市

MAP

C-3

あいづ食の陣

会津若松市内の飲食店や宿泊施設で、3カ月ごとに変わる旬
のテーマ食材を使った料理を提供するグルメイベント。12月
末までは「会津米・酒」、1月からは「会津地鶏」がテーマです。
市内54店舗の参加施設
あいづ食の陣実行委員会（会津若松市農政課内）
☎0242-39-1253
会津若松中心街まで：磐越自動車道 会津若松ICから車で約5分、
JR磐越西線 会津若松駅下車

12月15日(日)まで

伊達市

MAP

F-1

起き上がりこぼしプロジェクト 福島・伊達展

ファッションデザイナー高田賢三さんの発案で
2013年に始まったプロジェクトの展示を東北
初開催。東日本大震災の被災地への想いを込
めて国内外の人々が絵付けした約200体の起
き上がりこぼしが展示されます。

伊達市梁川美術館
©里中満智子
伊達市梁川美術館 ☎024-527-2656
東北自動車道 国見ICから車で約20分、阿武隈急行 梁川駅から
徒歩約25分

12/15(日)まで、2/1(土)～3/29(日)

白河市

MAP

D-5

12/15(日)まで開催の企画展「渦文－時を
超える文様－」では、渦巻文様を持つ考古資
料を展示します。2/1(土)から開催の企画展
「ふくしま鉄ものがたり」では、福島県浜通り
エリアの製鉄技術について理解を深めます。
福島県文化財センター白河館 まほろん
福島県文化財センター白河館 まほろん 学芸課
☎0248-21-0700
東北自動車道 白河ICから車で約20分、JR東北本線 白河駅から
白河市循環バスで「まほろん」バス停下車

伊達市

MAP

F-1

企画展「中世伊達氏の館とまち」

仙台伊達藩へ繋がる中世伊達氏の館とまちを、継続的に実施
された発掘調査の成果から見ていきます。
伊達市保原歴史文化資料館
伊達市 生涯学習課 ☎024-573-5804
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5分

1月31日(金)応募〆切

南会津町

MAP

C-4

四季の彩フォトコンテスト

「南会津町の四季彩」をテーマに、町内で撮影された素敵な写
真を募集します。詳しくは下記Webサイトをご覧ください。
https://www.kanko-aizu.com/photocontest/
南会津町観光物産協会 ☎0241-62-3000

12月1日(日)～29日(日)の土曜・日曜

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。

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または田村スマートICから車で約15分、
JR磐越東線 神俣駅から車で約5分

12月14日(土)〜15日(日)

棚倉町

MAP

E-5

霜月大祭

五穀豊穣などを祈願し、
御神楽が奉納されます。境内周辺に露店
が並ぶ
「八槻市」
では、名物のゆずやしょうがなどが販売されます。
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45分、JR水郡線 近津駅から
徒歩約10分

12月17日(火)〜1月18日(土)

塙町

MAP

E-6

ダリア・アート展

フォトグラファー野口勝宏氏の『ダリア・
アートピクチャー』をはじめ、創作折り
紙作家 前川淳氏の『ダリアを持つ悪
魔』、東京大学折り紙研究会『オリスト』
の『ユニット・ダリア』など、
ダリアをテー
©Katsuhiro Noguchi
マとした作品群を一堂に展示。
塙町コミュニティプラザ
塙町観光協会 ☎0247-43-3400
東北自動車道 白河ICから車で約45分、
JR水郡線 磐城塙駅から徒歩約１分
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蔵のまち喜多方冬まつり

12月24日(火)

広野町

MAP

G-4

広野町暮市

広野駅前通り
広野町商工会 ☎0240-27-2311
常磐自動車道 広野ICから車で約7分、JR常磐線 広野駅から
徒歩約1分

12月31日(火)～1月1日(水祝)

会津若松市

MAP

C-3

鶴ヶ城元旦登閣

新地町

MAP

G-1

柳津町

MAP

C-3

七日堂裸詣り

いわき市

MAP

G-5

金刀比羅神社例大祭

例年、十数万人の人々が一
年の無事と繁栄を願って参
拝する例大祭。神社周辺の
沿道には約400軒の露店が
立ち並び、いわきだるまなど
の縁起物を求める人でにぎ
わいます。

MAP

C-3

檜枝岐村

MAP

A-5

猟や木工品作りなど山で働
く男たちが食べた山人料理
でおもてなしし、旬の食材1
品サービスなどを行います。
スタンプラリーも開催！

会津美里町

MAP

C-3

奇祭 高田大俵引き

三春町

MAP

E-3

郡山市

E-4

鯉食キャンペーン

西会津町

MAP

B-3

市町村別の鯉の生産量が全
国で第1位の郡山市。そん
な郡山の鯉が、和食・洋食・中
華など様々な料理となって
味わえます。
市内の協力飲食店など約90店舗
郡山市 園芸畜産振興課 ☎024-924-3761
郡山市中心市街地まで：東北自動車道 郡山ICから車で約10分、
JR東北新幹線 郡山駅下車

C-2

大山祇神社
大山祇神社 ☎0241-45-2323
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
からバスで約13分

棚倉町

MAP

E-5

本宮市

MAP

E-3

大玉村

MAP

おおたま冬まつり

E-3

郡山市

MAP

E-4

三島町

MAP

B-3

雪と火のまつり

子どもに大人気の巨大な雪のすべり台が登場！温かいグルメ
も楽しめます。
大玉村ふれあい広場
大玉村商工会青年部 ☎0243-48-3931
東北自動車道 本宮ICまたは二本松ICから車で約15分、
JR東北本線 本宮駅から車で約10分

須賀川市

MAP

E-4

喜多方市

MAP

C-2

たかさと棚田ウォーク冬

スタート・ゴール：ふれあいランド高郷
たかさと棚田ウォーク実行委員会（喜多方市 高郷総合支所 産
業建設課内） ☎0241-44-2114
磐越自動車道 会津坂下ICから車で約25分、
JR磐越西線 荻野駅から車で約10分

2月16日(日)

金山町

MAP

B-3

第42回 会津かねやま雪まつり

西会津町

F-1

文殊院清龍寺
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

3月1日(日)

伊達市

厳島神社
つつこ引き祭実行委員会（厳島神社） ☎024-576-4062
東北自動車道 福島飯坂ICから車で約20分、
阿武隈急行 保原駅から徒歩約7分

3月14日(土)〜15日(日)

喜多方市

MAP

C-2

MAP

B-3

第23回 山都寒晒しそばまつり

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。

3月14日(土)〜15日(日)予定

三島町

第19回 全国編み組工芸品展

三島町で製作された奥会津編み組細工をはじめとする、全国各
地の工芸品が展示・販売されます。伝統工芸士による奥会津編
み細工の実演やヤマブドウのストラップづくり体験なども実施。
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30分

福島市

MAP

E-1

第19回 飯坂温泉太鼓まつり

全国各地から約10組の太鼓
団体が集結。伝統太鼓や創
作太鼓で観客を魅了します。

中川地区町民体育館周辺
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5分

下郷町

MAP

C-4

メイン会場の駅前広場では、若手アーティストがファイヤーパ
フォーマンスを披露。また、温泉街の蔵などに描かれたアート
作品も見どころです。

パルセいいざか
飯坂温泉観光協会
☎024-542-4241
福島交通飯坂線
飯坂温泉駅から徒歩約8分

アプリのダウンロードを急げ！

湯野上温泉駅など
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
MAP

B-3

西会津雪国まつり

さゆり公園
西会津町ふるさと振興推進委員会（西会津町 商工観光課内）
☎0241-45-2213
磐越自動車道 西会津ICから車で約5分、JR磐越西線 野沢駅か
らバスで約5分

下郷町

MAP

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。年に１度の御本尊の
御開帳があり、合格祈願・学
業成就・技芸上達を祈る参拝
者でにぎわいます。

3月15日(日)

手打ちそば・甘酒・味噌田楽・豚汁などの
売店が登場するほか、ステージショーも
開催！前日2月15日㈯ は 会場近くの会
津中川駅で、雪原を灯篭で幻想的に照ら
す「なかがわ雪月列火」も開催します。

2月22日(土)

C-3

山都体育館
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20分、
JR磐越西線 山都駅から徒歩約10分

湯野上温泉火祭り

三島町町民運動場
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8日(土)〜9日(日)

2月16日(日)

MAP

つつこ引き祭り

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
磐越自動車道 猪苗代磐梯高原ICから車で約35分、
JR磐越西線 猪苗代駅から車で約30分

2月中旬～3月上旬

会津美里町

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。

雪に覆われた棚田が美しい小
土山集落を往復する約5kmの
コースを歩きます。参加費が
200円お得になる事前申込み
がおすすめです。

桐ゲタ飛ばし全国大会や、除雪とエクササイズが融合したジョ
セササイズ体験などの参加型イベントのほか、雪上花火大会
などを行います。

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45分、JR水郡線 近津駅から
徒歩約10分

D-2

中心市街地の商店街
「雛の笑顔に会えるまち」実行委員会 ☎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

郡山ビューホテルアネックス
ウィンターフェスタ IN KORIYAMA 2020実行委員会
（郡山商工会議所内） ☎024-921-2610
JR東北新幹線 郡山駅から徒歩約5分

2月8日(土)〜9日(日)

MAP

雛の笑顔に会えるまち

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10分、JR東北本線 本宮駅か
ら車で約10分

2月8日(土)

北塩原村

各家に代々伝わる雛人形を約70店舗で展示するほか、菓子
店・飲食店では雛祭りにちなんだメニューやサービスが登場。
商品券が当たるスタンプラリーも開催！

高さ20m超の巨大な火柱「三島の
サイノカミ」を再現するほか、鳥追い
行列や団子さしなどの伝統行事も行
います。

旧暦の大晦日と元旦に、年をまたい
で二度お詣りすることで、願いが叶
うと伝えられています。

1月下旬

MAP

市内 6蔵元の新酒や創作郷土料理が楽しめます。 前売券
4,000円、当日券4,500円となる予定です。

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。

MAP

喜多方市

ウィンターフェスタ IN KORIYAMA 2020新酒まつり

おまつり道路、三春交流館まほら
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

2月15日(土)

2月25日(火)

文殊大祭

銀世界に約3,000本のキャンドルが
灯る景色は、
息をのむ美しさです。冬
の裏磐梯ならではの各種プログラム
も実施します。

喜多方プラザ文化センター
東特設テント
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20分、
JR磐越西線 喜多方駅からシャトルバス運行

2月6日(木)

E-2

裏磐梯雪まつり

毘沙門天の祭りで、1年で1番御利
益があるとされる旧正月初の寅の
日に開催されます。青年裸神輿か
ら投げられる梵天を手にした者に
は福が訪れるといわれ、多くの参
拝者が梵天を奪い合います。

御田植祭

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

F-4

高松山初寅大祭

高柴デコ屋敷で作られただ
るまや張子人形など、新年
の福を求める人でにぎわい
ます。三春交流館まほらで
は、三春生まれの愛姫（伊
達政宗の正室）のアニメ第
2話の公開や、声優トーク
ショーを企画しています。

1月30日(木)

直径3m・長さ5m・重さ3tの
大俵を赤組と白組に分かれ
て引き合い、新年の商売繁盛
と五穀豊穣を占います。

MAP

福島県内の蔵元の日本酒が勢
ぞろい！全国新酒鑑評会7年
連続金賞受賞数日本一のふく
しまの美酒をご堪能ください。

2月5日(水)

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で約70分

1月24日(金)〜25日(土)

平田村

喜多方SAKEフェスタ

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

MAP

羽黒神社など
信夫三山奉賛会（福島市 商業労政課内） ☎024-525-3720
東北自動車道 福島飯坂ICから車で約15分、
JR東北新幹線 福島駅からバスで約15分さらに徒歩約30分

平田村蓬田新田字蓬田岳
ひらた冬まつり実行委員会
（平田村 産業課） ☎0247-55-3115
あぶくま高原道路 平田ICから車で約5分

2月5日(水)

福島市

福島市のシンボル・信夫山に鎮座
する羽黒神社の例祭。長さ12m・
重さ2ｔの日本一の大わらじを約
100人で担ぎ、市内を練り歩い
た後、羽黒神社に奉納します。

福餅まきやそりすべりなどの
イベントを開催。出店もあり、
平田の冬を満喫できます。

大山祇神社 旧正月二年詣り

金刀比羅神社
金刀比羅神社 ☎0246-43-1001
JR常磐線 湯本駅から徒歩約10分、臨時駐車場（21世紀の森
公園）から有料シャトルバス運行

1月11日(土)～2月14日(金)

会津坂下町

2月10日(月)～11日(火祝)

※写真・イラストはすべてイメージです。

信夫三山 暁まいり

2月1日(土)～2日(日)は市内各所
のそば団体が集結する「そばフェ
スタ」、2月8日(土)～9日(日)は全
国各地の有名店が集う「ラーメン
フェスタ」を開催します。

2月2日(日)

三春だるま市

福満虚空藏菩薩圓藏寺 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

C-2

ひらた冬まつり

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19日(日)

午後8:30の一番鐘の音を合図
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。

MAP

喜多方プラザ文化センター東特設テント
蔵のまち喜多方冬まつり運営委員会 ☎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

山人厳冬まつり

鹿狼山
新地町観光協会 ☎0244-62-2112
常磐自動車道 新地ICから車で約7分、JR常磐線 新地駅から
車で約15分

1月11日(土)

D-3

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、
JR磐越西線 猪苗代駅から徒歩約15分

1月18日(土)～2月2日(日)

鹿狼山の頂上で、太平洋から昇
る初日の出を見ようと、毎年約
2,000人以上が訪れます。併せて
「日本一早い山開き」と称して山
開き式も実施し、記念品などを配
布します。

1月10日(金)

MAP

坂下初市 ～奇祭 大俵引き～

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

1月7日(火)

猪苗代町

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(火)

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。記念抽選
会も同時開催。

1月1日(水祝)

1月13日(月祝)

2月1日(土)～2日(日)、8日(土)～9日(日) 喜多方市

十三日市

50年以上前から駅前通りで開催
されている冬の風物詩。露店が並
び、正月用品や縁起物などを買い
求める人でにぎわいます。

鹿狼山元旦登山

まほろん企画展

1月19日(日)まで

December / January / February / March

MAP

C-4

大内宿雪まつり

日本一の団子さし、打上げ
花火、そば食い競争、時代風
俗仮装行列など、内容盛りだ
くさんの雪まつりです。
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60分、会津鉄道 湯野上温泉
駅からシャトルバスで約20分

2月23日(日祝)

昭和村

MAP

B-4

からむし織の里雪まつり

めったに見られない「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。

23歳〜24歳向け平日リフト券無料の
卒業生企画もあるよ！

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で約40分さらに徒歩約1分

2月23日(日祝)

いわきサンシャインマラソン

20歳〜22歳は福島県の対象ゲレンデで
平日リフト券が何度でも無料！

MAP

いわき市 G-5･6

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。https://iwaki-marathon.jp/
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
（いわき市 スポーツ振興課）☎0246-22-7607
市内各所と会場を結ぶシャトルバスを運行

対

象

1997年 4月2日〜 2000 年 4月1日生まれの方
期

間

2019 年12 月2日〜2020 年 3月31日までの平日
（12 月29日〜 1月3日は除く）
利用方法
無料アプリ「マジ☆部」をダウンロードし、
「雪マジ！ふくしま」の会員登録をしてください。

詳しくは Web サイトでチェック！

雪マジふくしま

検索
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