イベントガイド
3/15(日)、4/19(日)、5/17(日)

矢吹町

MAP

E-4

4月上旬～下旬

須賀川市

MAP

E-4

4月中旬

須賀川さくらまつり

白河小峰城桜まつり

ズラリと並んだ軽トラで、
農産物・工芸品・飲食物
などを販売するイベント。
会場内のステージでは
ミニコンサートも開催し
ます。

釈迦堂川の河川敷には、両
岸約2kmにわたって約250
本の桜並木が続いており、開
花後は夜桜も楽しめます。ま
た、翠ヶ丘公園の下の川の両
岸には、約180本の桜が咲
き誇ります。

桜の開花に合わせて
ウォークラリーを実施
するほか、川越藩火縄
銃鉄砲隊保存会によ
る実演、甲冑行列、姫
行列など、様々なイベ
ントが行われます。

4月3日
（金）〜19日
（日）

相馬市

MAP

G-2

桜まつり

浪江町

MAP

G-3

E-5

4月18日(土)

会津若松市

MAP

C-3

4月18日(土)〜19日(日)

十万石棚倉城まつり

桜の開花時期に「鶴ヶ城さくら
まつり大茶会」
「會津十楽 春の
陣」など様々なイベントを同時
開催。会津の自然・食・歴史・文化
を存分にお楽しみください！

町内を武者行列が練り歩く
ほか、棚倉 城 跡では様々な
ステージイベントを開催。地
元産品や飲食のブースも登
場します。

4月7日(火)～5月6日(水休)        二本松市

MAP

E-3

霞ヶ城公園さくらまつり

4月19日(日)

本宮市

MAP

E-3

棚倉町

E-5

桑折町

MAP

F-1

献上桃の郷BBQフェス2020

伊達市

MAP

F-2

紅屋峠千本桜まつり

4月19日(日) ※雨天時は29日(水祝)順延 南相馬市

アカヤシオ開花に合わせた
JR磐越東線徐行運転

G-2

相馬野馬追振興春季競馬大会

夏井川渓谷沿いの山肌にアカヤシオ（岩ツツジ）が開花する
時期に、磐越東線の徐行運転が行われます。可憐な花を車
窓からゆっくりお楽しみください。
JR磐越東線 江田駅〜川前駅間
いわき市総合観光案内所 ☎0246-23-0122

E･F-3
F-4

天栄村

MAP

D-4

桜並木を歩くポールウォーキング
国道294号沿いにある、約2kmにわたるソメイヨシノの桜並
木の中を歩きます。また、お楽しみ抽選会も開催します。
スタート：ヤマザキショップ
天栄村観光協会 ☎0248-82-2117
東北自動車道 白河中央スマートICから車で約25分

MAP

C-3

三島町

MAP

B-3

カタクリ・さくらまつり

南会津町

MAP

C-4

南山
（田島地区）
の歴史をめぐりながら、桜並木や郷土料理に
よるおもてなしを堪能できるウォーキングイベント。体力に応
じて選べる４つのコースをご用意しています。
スタート：南会津ふるさと物産館
南会津町桜ウォーク実行委員会 ☎0241-62-3000
東北自動車道 西那須野塩原ICまたは白河ICから車で約60分、
会津鉄道 会津田島駅から徒歩約10分

湯川村

1200年 の 歴 史を持
つ、東北を代表する古
刹・勝常寺で、県の重
要無形民俗文化財に
指定されている「勝常
念佛踊り」を奉納しま
す。村産品の販売やふ
るまいもちの 配 布も
行います。
瑠璃光山 密蔵院 勝常寺
湯川村ふるさとおこし協議会 ☎0241-27-8831
会津縦貫北道路 湯川南ICから車で約10分、
JR磐越西線 塩川駅からタクシーで約10分

MAP

C-3

MAP

E-4

開成山公園を中心に、体
験・スポーツ・音楽など、子
どもたちが楽しめるコー
ナーやイベントを多数開
催します。

平田村

MAP

F-4

喜多方市

MAP

C-2

鮫川村

MAP

E-6

檜枝岐村

MAP

A-5

川俣シャモまつり2020春
川俣町の特産品「川俣シャ
モ」を存分に味わおう！
焼き鳥や親 子 丼 のほか、
様々なオリジナルメニュー
を楽しめる屋台が登場し
ます。ステージイベントも
開催！

檜枝岐の舞台
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

5月16日(土)〜31日(日)

鏡石町

しゃくやく祭り

川俣町中央公民館
川俣シャモまつり実行委員会事務局（川俣町役場 産業課内）
☎024-566-2111
東北自動車道 福島西ICから車で約45分、
JR東北新幹線 福島駅からバスで約40分（川俣町役場前
下車）さらに徒歩約1分

MAP

D-3

MAP

B-3

猪苗代町

赤・白・ピンクといった色とりど
りの芍薬（しゃくやく）
100種・
5万本が咲き競う会場で、フォ
トコンテストや苗の販売を行
います。
岩瀬牧場
有限会社イワセファーム ☎0248-62-6789
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 鏡石駅東口から徒歩約20分

猪 苗 代 湖 畔 で 行 われる
キャンプイベント。地元の
飲食店や、アウトドアブラ
ンドショップのブースが登
場します。人気アーティス
トによるステージイベン
トや打ち上げ花火も楽し
めます。
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/
磐越自動車道 猪苗代磐梯高原ICから車で約5分、
JR磐越西線 猪苗代駅から車で約10分

西会津町

西会津なつかしカーショー2020
懐かしい国産 車や
往年の外車が大集
合！おいしいグルメ
のブースなども充
実しており、大人か
ら子どもまで 楽し
めます。

江戸時代より、親から子、子から
孫へと連綿と受け継がれてい
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。
F-2

D-2

スタート・ゴール：
休暇村裏磐梯
多目的広場
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30分

5月31日(日)

愛宕神祭礼奉納歌舞伎

MAP

MAP

GO OUT CAMP 猪苗代 vol.7

村内各会場
ふるさとネットワーク委員会事務局 ☎0247-49-3113
村の中心部まで：東北自動車道 白河ICから車で約60分、
JR水郡線 磐城棚倉駅から車で約30分

川俣町

北塩原村

裏磐梯の爽やかな風を感
じ な が ら、1周 約30km
の桧原湖周辺を自転車で
走ろう！参加申込みは4
月下旬〆切です。

5月29日(金)〜31日(日)

FMX、天体観測、石窯ピザ焼き体験、バーベキュー祭りなど、
各会場で様々なイベントを開催します。

5月12日(火)

C-4

第39回桧原湖一周
ファミリーサイクリング大会

三ノ倉スキー場のゲレ
ンデが一面の菜の花畑
に変 身！菜 の 花フェス
タ期間中は様々なイベ
ントが行われるほか、地
場産品などの購入もで
きます。

5月上旬

MAP

受付・スタート：会津鉄道 湯野上温泉駅
下郷町観光公社 ☎0241-67-2416
東北自動車道 白河ICから車で約60分、
会津鉄道 湯野上温泉駅下車

5月24日(日)

第23回鮫川ふるさと春まつり

ジュピアランドひらた
花あるひらた村づくり委員会（平田村役場 産業課）
☎0247-55-3115
あぶくま高原道路 平田ICから車で約5分、
JR磐越東線 小野新町駅から車で約30分

5月2日(土)〜3日(日祝)

郡山市

三ノ倉スキー場
喜多方市役所 熱塩加納総合支所 産業建設課 ☎0241-36-2115
磐越自動車道 会津若松ICから車で約45分

約2.3haの敷地に約25
万株の芝桜が咲き、ピン
クの絨毯のような花畑が
広がります。まつり期間
中は、天空喫茶がオープ
ンします。

船引町芦沢地区･堀越地区
田村市役所 観光交流課 ☎0247-81-2136
磐越自動車道 船引三春ICから車で約10分、
JR磐越東線 船引駅から車で約10分

4月28日(火)

4月29日(水祝)〜5月17日(日)

天然記念物「塔のへつり」
や「中山風穴」などを巡る
ウォーキングイベント。100
万年の歳月をかけてつくら
れた自然や、文化・風習を体
感できます。

5月8日(金)〜24日(日)

ジュピアランドひらた 芝桜まつり

船引町内３カ所に魔除
けの神様として祀られ
ている「お人形様」の、
藁や杉の葉を交換す
る衣替えを行います。
県指定無形民俗文化
財に指 定されいる習
俗です。

勝常念佛踊り供養祭

南相馬市馬事公苑
相馬野馬追執行委員会 ☎0244-22-3064
常磐自動車道 南相馬ICから車で約20分、
JR常磐線 原ノ町駅から車で約15分

4月中旬

MAP

遠藤ヶ滝不動尊では、春と秋に例
大祭を開催。春は、大護摩祈祷や
安達太良太鼓の奉納が行われます。

下郷町

MAP

E-4

さゆり公園
西会津町なつかしcarショー実行委員会 ☎080-1833-4915
磐越自動車道 西会津ICから車で約5分、
JR磐越西線 野沢駅からシャトルバスで約10分

5月31日(日)

会津美里町

MAP

C-3

炎の郷・向羽黒山城跡 ふれあい茶会
日本最大級の山城跡で行われる野点茶会。会場では、会津
盆地を見渡しながらお茶を味わうことができます。直径約
30cmの抹茶碗でお茶を楽しむ「大茶盛」も見どころです。
向羽黒山城跡ほか
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20分、
JR只見線 会津本郷駅から徒歩約20分

主催：福島県観光交流課

今年は
ポケモン・
ラッキー と
コラボした特別企画

F･G-5

田村市

南山の桜と歴史めぐりウォーク2020

MAP

柳津町

5月24日(日)

100万年ウォーク

三ノ倉高原菜の花フェスタ

観音山
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40分

中

MAP

F-4

E-3

開成山公園
第55回郡山市こどもまつり
実行委員会（郡山市役所 こども未来課内）☎024-924-3801
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 郡山駅からバスで約10分（郡山市役所下車）
さらに徒歩すぐ

久保田地区の観音山の山道に
は、十字架を手にしたマリア観音
など、江戸時代に作られた33体
の観音様の石像が並んでいます。
毎年4/29には観音様を参拝す
るまつりが行われ、地元の方々
による出店も楽しめます。

案内所などで
道の駅や観光

いわき市

MAP

夏井千本桜は、夏井川に沿って約1,000本のソメイヨシノが
咲き誇る桜の名所。周辺では出店が登場するほか、夜はライ
トアップも実施します。

4月25日(土)

C-3

久保田三十三観音まつり
小野町

MAP

第55回郡山市こどもまつり
MAP

スタート：JR会津坂下駅
会津坂下町役場 商工観光班 ☎0242-83-5711
JR会津坂下駅まで：磐越自動車道 新鶴スマートICから
車で約10分、JR只見線 会津坂下駅下車

夏井千本桜まつり

4月中旬～下旬

会津坂下町

4月29日(水祝)

大玉村

遠藤ヶ滝不動尊春季例大祭

5月5日(火祝)

旧越後街道の要衝で
あった束松峠を歩くイ
ベント。頂上の峠の茶
屋跡では、会津坂下町
吟詠会が「秋月悌次郎
北越潜行の詩」を詠み
上げます。

ット配布
パンフレ

紅屋峠千本桜
伊達市役所 保原総合支所 ☎024-575-2111
東北自動車道 国見ICから車で約20分

E-1

大林ふるさとの山
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40分、
JR只見線 会津西方駅から徒歩約50分

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。
ポニー乗馬も開催されるほか、
出店コーナーもあります。

伊達地方北部を一望でき
る公園とその周辺に、地元
の方々が大切に手入れをし
ている800本 余りの 桜が
咲き誇ります。

MAP

5月2日(土)〜4日(月祝)

※写真・イラストはすべてイメージです。

遠藤ヶ滝不動尊
大玉村観光協会 ☎0243-24-8096
東北自動車道 本宮ICから車で30分、
JR東北本線 本宮駅から車で約20分

第1回会津ばんげまち歩き

約8haにわたって群生するカタクリが、4月中旬から咲き始
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、カタクリと桜を同時に楽しみながら散策できます。

桃の郷ポケットパーク周辺
献上桃の郷BBQフェス2020実行委員会事務局
（桑折町役場 産業振興課内）☎024-582-2126
JR東北本線 桑折駅と臨時駐車場（イコーゼ！）から
臨時シャトルバス運行

県立霞ヶ城公園
にほんまつ観光協会 ☎0243-24-5085
東北自動車道 二本松ICから車で約5分、
JR東北本線 二本松駅から徒歩約20分

国見町

お人形様 衣替え
MAP

F-5

樹齢400年の巨大なヤマザクラが、4
月下旬〜 5月上旬に開花します。開花
時期には、地元団体による出店が登場
するほか、奥州古殿流鏑馬太鼓などの
ステージイベントが行われます。

4月29日(水祝)

観月台公園 桜まつり

4月中旬～下旬

MAP

越代のサクラ公園
古殿町役場 産業振興課
☎0247-53-4620
あぶくま高原道路 玉川ICから車で約50分

夏井地区
小野町観光協会 ☎0247-72-6938
磐越自動車道 小野ICから車で約10分、
JR磐越東線 夏井駅から徒歩約5分

桃の花が一面に広がる会場で
バーベキューを楽しもう！福島
牛串や海鮮メニューも味わえる
地元屋台が登場し、お楽しみ抽
選 会 も 開 催！ 詳しくは 桑 折 町
Webサイトをご覧ください。

約2,500本のソメイヨ
シノが、霞ヶ城跡を覆う
ように咲き誇ります。ま
つり期間中の見頃の時
期には、花々を幻想的
に彩るライトアップも
行われます。

4月中旬

4月中旬

棚倉城跡
棚倉まつり実行委員会 ☎0247-33-3161
東北自動車道 白河ICから車で約40分、JR水郡線 磐城棚倉
駅から徒歩約10分

鶴ヶ城公園
会津まつり協会 ☎0242-23-4141
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
「鶴ヶ城入口」下車さらに徒歩約5分

D-5

観月台公園
観月台文化センター
☎024-585-2676
東北自動車道 国見ICから車で約5分、
JR東北本線 藤田駅から徒歩約3分

白沢公民館周辺
本宮市役所 地域振興課 ☎0243-44-2113
東北自動車道 本宮ICから車で約20分、
JR東北本線 本宮駅から車で約15分

鶴ヶ城さくらまつり

MAP

公園内の池の周囲に、約
100本のソメイヨシノが咲
き誇ります。夜は桜のライ
トアップも実施！

様々な露店が登場するほか、ステージイ
ベントを開催。夜は、ライトアップされた
桜と花火がコラボする「夜ざくら花火」
が打ち上げられます。

浪江町権現堂字下川原付近
浪江町役場 産業振興課 ☎0240-34-0247
常磐自動車道 浪江ICから車で約10分、
JR常磐線 浪江駅から徒歩約10分

4月上旬～中旬

MAP

本宮市春まつり

請戸川リバーラインの桜と音楽、
浪江の
グルメを堪能できるイベント。多彩なス
テージゲストが登場するほか、夜は桜と
花火のコラボレーションが楽しめます。

4月上旬

泉崎村

スタート：泉崎ソフト球場
泉崎村役場 産業係 ☎0248-53-2430
東北自動車道 矢吹ICから車で約15分、
JR東北本線 泉崎駅から徒歩約40分

なみえ春まつり

4月6日(月)〜5月10日（日）

4月11日(土)予定

白河市

古殿町

越代のサクラ祭り

城山公園
白河まつり振興会 ☎0248-22-1147
東北自動車道 白河中央スマートICから車で約７分、
JR東北本線 白河駅から徒歩約7分

「昌建寺のしだれ桜」など、泉
崎村の桜を堪能できるウォー
キングイベント。ゴール地点
のカントリーヴィレッジでは、気
仙沼産のサンマや豚汁をお楽
しみください。

馬陵公園
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15分

4月4日(土)

翠ヶ丘公園、釈迦堂川ふれあいロード
須賀川市観光物産振興協会 ☎0248-94-6550
釈迦堂川まで：東北自動車道 須賀川ICを降りてすぐ、
翠ヶ丘公園まで：東北自動車道 須賀川ICから車で約10分

いずみざき桜ウォーク

馬陵公園は、数百本の桜
が植えられている桜の名
所。毎年多くの花見客が
訪れます。夜は、ぼんぼり
の灯りに照らされた夜桜
も楽しめます。（開花状況
によって開催日が前後す
る可能性があります）

4月29日(水祝)

Fukushima Event Guide

奥州街道やぶき軽トラ市

中町ポケットパーク
矢吹町商工会 ☎0248-42-4176
東北自動車道 矢吹ICから車で約6分、
JR東北本線 矢吹駅から車で約3分
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主なイベント等は他のページでもご紹介しています。各イベントは延期・中止となる場合がございます。

March / April / May

花の名所にあるスタンプを集めて応募すると、
抽選で豪華賞品をプレゼント！ 花の王国ふくしま
お問い
合わせ

フラワースタンプラリー運営事務局（株式会社山川印刷所内）

☎024-563-6902 (受付時間 9:00〜17:00/土日祝を除く)
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